
入試英語を知る　３回目
要点学習

副詞句
今回は，英文中で副詞のはたらきをする副詞句について学習します。

ポイント
●副詞句とは
・英文の中で，副詞と同じようなはたらきをし，動詞・形容詞（句）・副詞（句）・文など（言
い換えると①（　　　　　　　　）以外）を修飾する語句のまとまりで，〈主語＋動詞〉の関
係を含まないものを②（　　　　　　　　）と言う。

●副詞句の種類
・③（　　　　　　　　）が導く句 → judging from the situation（状況から判断すると）
・④（　　　　　　　　）が導く句 → seen from the distance（遠くから見ると）
・⑤（　　　　　　　　）の副詞用法 → I went there to buy this watch. ‘目的 ’ を表す
・〈⑥（　　　　　　　　）＋名詞〉→ I bought this watch in that shop. ‘場所 ’ を表す

参考 分詞構文
「現在分詞が導く副詞句」と「過去分詞が導く副詞句」は，ふつう分詞構文と呼ばれる。
分詞が導く句が，コンマ以下に続く文を修飾している。分詞構文の多くは〈現在分詞・過
去分詞で始まる語句～ , S ＋ V…〉の形になる。
Ex. Judging from the situation, that’s not your fault at all.

（状況を考えると，まったくあなたの責任ではありません。）
Ex. Seen from the distance, the lake looks like a crater.

（遠くから見ると，その湖はクレーターのように見える。）

①　名詞　　②　副詞句　　③　現在分詞　　④　過去分詞　　⑤　不定詞　　
⑥　前置詞

解答

QET5A1-H1J3-01

[ 見本 ] 高校コース　本科　高2英語　iPadスタイル　要点学習（難関レベル）



次の英文の副詞句の部分を〈　　〉で囲みなさい。
⑴　Not knowing what to say about it, I remained silent.

⑵　We were very pleased to hear the news.

⑶　The train left Osaka Station at 7 a.m., reaching Nagoya about 9 a.m.

⑷　We have come here to discuss the issues with you.

⑸　Compared with the former chairperson, the present one is much better.

チェック

QET5A1-H1J3-02

[ 見本 ] 高校コース　本科　高2英語　iPadスタイル　要点学習（難関レベル）



入試英語を知る　３回目
要点学習

副詞句
今回は，英文中で副詞のはたらきをする副詞句について学習します。

ポイント
●副詞句とは
・英文の中で，副詞と同じようなはたらきをし，動詞・形容詞（句）・副詞（句）・文など（言
い換えると名詞以外）を修飾する語句のまとまりで，〈主語＋動詞〉の関係を含まないもの
を副詞句と言う。

●副詞句の種類
・現在分詞が導く句 → judging from the situation（状況から判断すると）
・過去分詞が導く句 → seen from the distance（遠くから見ると）
・不定詞の副詞用法 → I went there to buy this watch. ‘目的 ’ を表す
・〈前置詞＋名詞〉→ I bought this watch in that shop. ‘場所 ’ を表す

参考 分詞構文
「現在分詞が導く副詞句」と「過去分詞が導く副詞句」は，ふつう分詞構文と呼ばれる。
分詞が導く句が，コンマ以下に続く文を修飾している。分詞構文の多くは〈現在分詞・過
去分詞で始まる語句～ , S ＋ V…〉の形になる。
Ex. Judging from the situation, that’s not your fault at all.

（状況を考えると，まったくあなたの責任ではありません。）
Ex. Seen from the distance, the lake looks like a crater.

（遠くから見ると，その湖はクレーターのように見える。）

QET5A1-31J3-01

[ 見本 ] 高校コース　本科　高2英語　テキストスタイル　要点学習（難関レベル）



次の英文の副詞句の部分を〈　　〉で囲みなさい。
⑴　Not knowing what to say about it, I remained silent.

⑵　We were very pleased to hear the news.

⑶　The train left Osaka Station at 7 a.m., reaching Nagoya about 9 a.m.

⑷　We have come here to discuss the issues with you.

⑸　Compared with the former chairperson, the present one is much better.

チェック

QET5A1-31J3-02

[ 見本 ] 高校コース　本科　高2英語　テキストスタイル　要点学習（難関レベル）



⑴　〈Not knowing what to say about it〉, I remained silent.
⑵　We were very pleased 〈to hear the news〉.
⑶　The train left Osaka Station 〈at 7 a.m.〉,〈reaching Nagoya about 9 a.m.〉
⑷　We have come here 〈to discuss the issues with you〉.
⑸　〈Compared with the former chairperson〉, the present one is much better.

解説
⑴　「それについて何と言ったらよいかわからなかったので，私は黙っていた。」現在分詞で始
まる分詞構文である。否定形は，このように分詞の前に not を置く。
　  注意
分詞構文：現在分詞か過去分詞か
分詞構文の分詞が現在分詞か過去分詞かは，コンマの後に続く文の主語（S）と分詞との
関係によって決まる。Sが分詞の動作を「する」なら現在分詞，Sが分詞の動作を「され
る」なら過去分詞である。
Ex. Having a bad cold, I couldn’t go to the concert.
→ Because I had a bad cold, …

Ex. Written in plain English, this book is easy for kids to read.
→ Because this book is written in plain English, …

⑵　「私たちはその知らせを聞いてとても喜んだ。」不定詞には副詞的用法がある。ここでは
‘ 感情を表す形容詞 ’ の後に続いて感情の原因を表す用法。

⑶　「その電車は午前７時に大阪駅を出て，名古屋に９時頃に着いた。」コンマまでの前半部分
で〈主語＋動詞＋目的語〉がそろっていて，leave は「～を出発する」という意味の場合は
補語を必要としないので，reaching は分詞構文と考えられる。分詞の意味上の主語は主節
の主語と同じなのでThe train。「その電車が９時に名古屋に着いた」という意味となり，
意味的にも文が成立する。

⑷　「あなたとその問題を話し合うために，私たちはここに来ました。」to discuss the issues 
with you の部分は ‘ 目的 ’ を表す不定詞の副詞用法。

⑸　「前の議長に比べると，今の議長はずっと良い。」過去分詞から始まっている分詞構文は
being または having been が省略されている。compared with〔to〕～ に関しては「～と比
較すると」という意味の成句として考えてもよい。

解答

QET5A1-H1L3-01

[ 見本 ] 高校コース　本科　高2英語　要点学習　解答（難関レベル）
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QET5A1-H1L3-02

[ 見本 ] 高校コース　本科　高2英語　要点学習　解答（難関レベル）



入試英語を知る　３回目
添削問題

　次の英文を読んで，以下の設問に答えよ。 （50点）
　Most of us spend a lot of time in trains.  I know I do.  When I go out to the Hon 
Atsugi campus of Aoyama Gakuin, I spend at least three hours in trains on the 
Odakyu Line and Inokashira Line.  During the early morning rush hour, it’s quite a 
fight even to get into the train.  ①Some time ago my sister wrote me a letter in 
which she described a television programme about Japan she had seen on British 
television.  She remembered one scene very well.  It was a scene where strong 
railwaymen were pushing arms, legs and people into a train so that the doors could 
shut.  The Tokyo train was so crowded.  Then she added, “I can’t believe ②this 
REALLY happens.  They were only doing it for the BBC to make the programme 
more dramatic.”  I wrote and told her I had to enjoy this “drama” every morning.  
③It’s the survival of the fittest!
　Actually，some people wonder why Japanese are so strong in the world today.  
Japanese live longest, enjoy good health and are the wealthiest.  I know the 
answer.  It’s because Japanese minds and bodies are trained to be strong and 
competitive from childhood in trains!  Maybe the kindergarten student who fights 
off others for a train seat will be the president of a big company one day.  Even 
weak-looking old Japanese grandmothers can compete with the best.
　Actually, it’s very important to have ④a happy or cheerful attitude in Japanese 
trains.  At first, I used to get very angry when people *trod on my feet, put their 
elbows in my face, or pushed my lower back with their hands.  I used to get even 
more angry when they were just silent and never said, “Excuse me” or “I’m sorry”.  
In London you always apologize for such actions.  Then I understood I was being 
very foolish.  You push people so many times, perhaps 500 times in the course of 5 
minutes so it’s quite impossible to keep saying “I’m sorry” 500 times!  Now I 
silently pull, push, squeeze and *trample with the best of them.  Instead of putting 
up my blood pressure by being angry, I actually enjoy it. 
　*trod：（原形は tread）「踏みつぶす」　　　*trample：「踏みつける」

 Brian W. Powle：My Humorous Japan（NHK出版）
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※ここからは『Z Study　解答用紙編』の英語「入試英語を知る」３枚目にご記入ください。

QET5A1-H1A3-01

[ 見本 ] 高校コース　本科　高2英語　添削問題（難関レベル）



⑴　下線部②が表す内容を 35 字程度の日本語で答えよ。　（11 点）
⑵　下線部③によって筆者が言おうとしていることを最も適切に表しているものを，
文脈を考慮して次のア～エの中から１つ選び，記号で答えよ。　（６点）
　　ア　It’s the best idea.
　　イ　It’s the theory of natural selection which Darwin proposed.
　　ウ　You have to be strong to survive in crowded trains.
　　エ　It’s proper to get into crowded trains.
⑶　本文の内容に一致する英文となるように，ア～ウの各下線部に入れるのに最も適
当な表現を次のａ～ｄの中から１つずつ選び，記号で答えよ。　（各５点）
　ア　During the early morning rush hour, 　　　　　　　　.
　　ａ　the author can get on the train without difficulty and read a newspaper
　　ｂ　the author looks forward to his short trip to Hon Atsugi
　　ｃ　the author finds it difficult even to step into the crowded train
　　ｄ　the author thinks it quite difficult to get out of the crowded train
　イ　The reason why the author used to get angry in the train was 　　　　　　　　.
　　ａ　that people stepped on his foot or pushed his lower back while apologizing
　　ｂ 　that people never apologized even though they stepped on his foot or 

pushed him
　　ｃ　that people kept silent even though he greeted them in a cheerful manner
　　ｄ 　that the way Japanese people apologized was different from the way the 

anthor did
　ウ　The author thinks it is no use apologizing in the train 　　　　　　　　.
　　ａ 　because people are always bumping each other and stepping on each 

other’s feet，and would have to say “I’m sorry” to each other so many times
　　ｂ 　because people have no concern for each other and think it unnecessary 

to say “I’m sorry”
　　ｃ 　because people are so busy in the morning that they don’t have any time 

to say “I’m sorry”
　　ｄ　because the author thinks Japanese people are not so polite as Londoners
⑷　筆者が実践する下線部④がどのようなものか，具体的に表している英文１文を本文
中から抜き出しなさい。解答欄には文頭の３語と文末の３語のみ書くこと。 （６点）
⑸　下線部①を和訳せよ。　（12 点）

QET5A1-H1A3-02

[ 見本 ] 高校コース　本科　高2英語　添削問題（難関レベル）



入試英語を知る　３回目
添削問題　解答解説

　次の英文を読んで，以下の設問に答えよ。 （50点）
　Most of us spend a lot of time in trains.  I know I do.  When I go out to the Hon 
Atsugi campus of Aoyama Gakuin, I spend at least three hours in trains on the 
Odakyu Line and Inokashira Line.  During the early morning rush hour, it’s quite a 
fight even to get into the train.  ①Some time ago my sister wrote me a letter in 
which she described a television programme about Japan she had seen on British 
television.  She remembered one scene very well.  It was a scene where strong 
railwaymen were pushing arms, legs and people into a train so that the doors could 
shut.  The Tokyo train was so crowded.  Then she added, “I can’t believe ②this 
REALLY happens.  They were only doing it for the BBC to make the programme 
more dramatic.”  I wrote and told her I had to enjoy this “drama” every morning.  
③It’s the survival of the fittest!
　Actually，some people wonder why Japanese are so strong in the world today.  
Japanese live longest, enjoy good health and are the wealthiest.  I know the 
answer.  It’s because Japanese minds and bodies are trained to be strong and 
competitive from childhood in trains!  Maybe the kindergarten student who fights 
off others for a train seat will be the president of a big company one day.  Even 
weak-looking old Japanese grandmothers can compete with the best.
　Actually, it’s very important to have ④a happy or cheerful attitude in Japanese 
trains.  At first, I used to get very angry when people *trod on my feet, put their 
elbows in my face, or pushed my lower back with their hands.  I used to get even 
more angry when they were just silent and never said, “Excuse me” or “I’m sorry”.  
In London you always apologize for such actions.  Then I understood I was being 
very foolish.  You push people so many times, perhaps 500 times in the course of 5 
minutes so it’s quite impossible to keep saying “I’m sorry” 500 times!  Now I 
silently pull, push, squeeze and *trample with the best of them.  Instead of putting 
up my blood pressure by being angry, I actually enjoy it. 
　*trod：（原形は tread）「踏みつぶす」　　　*trample：「踏みつける」

 Brian W. Powle：My Humorous Japan（NHK出版）

⑴　下線部②が表す内容を 35 字程度の日本語で答えよ。　（11 点）
⑵　下線部③によって筆者が言おうとしていることを最も適切に表しているものを，
文脈を考慮して次のア～エの中から１つ選び，記号で答えよ。　（６点）
　　ア　It’s the best idea.
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[ 見本 ] 高校コース　本科　高2英語　添削問題（難関レベル）



　　イ　It’s the theory of natural selection which Darwin proposed.
　　ウ　You have to be strong to survive in crowded trains.
　　エ　It’s proper to get into crowded trains.
⑶　本文の内容に一致する英文となるように，ア～ウの各下線部に入れるのに最も適
当な表現を次のａ～ｄの中から１つずつ選び，記号で答えよ。　（各５点）

　ア　During the early morning rush hour, 　　　　　　　　.
　　ａ　the author can get on the train without difficulty and read a newspaper
　　ｂ　the author looks forward to his short trip to Hon Atsugi
　　ｃ　the author finds it difficult even to step into the crowded train
　　ｄ　the author thinks it quite difficult to get out of the crowded train
　イ　The reason why the author used to get angry in the train was 　　　　　　　　.
　　ａ　that people stepped on his foot or pushed his lower back while apologizing
　　ｂ 　that people never apologized even though they stepped on his foot or 

pushed him
　　ｃ　that people kept silent even though he greeted them in a cheerful manner
　　ｄ 　that the way Japanese people apologized was different from the way the 

anthor did
　ウ　The author thinks it is no use apologizing in the train 　　　　　　　　.
　　ａ 　because people are always bumping each other and stepping on each 

other’s feet，and would have to say “I’m sorry” to each other so many times
　　ｂ 　because people have no concern for each other and think it unnecessary 

to say “I’m sorry”
　　ｃ 　because people are so busy in the morning that they don’t have any time 

to say “I’m sorry”
　　ｄ　because the author thinks Japanese people are not so polite as Londoners
⑷　筆者が実践する下線部④がどのようなものか，具体的に表している英文１文を本文
中から抜き出しなさい。解答欄には文頭の３語と文末の３語のみ書くこと。 （６点）
⑸　下線部①を和訳せよ。　（12 点）

　筆者の日本での体験をユーモアを混じえながらつづった書である。平易な日本文化
論になっている。
≪主題≫「日本の満員電車で体験した苦労について」
≪文章の構成と要旨≫¶１「日本での朝のラッシュアワーにおける電車の混雑はひ
どい。私の妹はその混雑の模様を信じようとはしなかった。」¶２「日本人の強さの
秘密は，幼い時から満員電車の中で鍛えられて競争力を獲得する点にあるのであろ
う。」¶３「混雑した電車の中では，お互い人に迷惑をかけることになるので，腹を
立てずに気楽な気持ちでいることも大切である。」

概要

QET5A1-H1C3-02

[ 見本 ] 高校コース　本科　高2英語　添削問題（難関レベル）



⑴　混雑した電車のドアが閉まるように，駅員が乗客を電車に押し込むこと。
 （33 字）
⑵　ウ
⑶　ア　ｃ　　イ　ｂ　　ウ　ａ
⑷　文頭の３語…Now I silently　　　文末の３語…best of them

⑸ 　この前，私の妹〔姉〕はイギリスのテレビで見た日本に関するテレビ番組に
ついて述べた手紙を私に書いてきた。

⑴　下線部②を含む文は「こんなことが本当に起こっているなんて
信じられない。」という意味で，筆者の妹〔姉〕が日本に関する
イギリスのテレビ番組を見た感想である。下線部の前に目を向け
ると６行目に「彼女はその中の１つの場面を非常によく覚えてい
た。」とあり，その後の２文で説明されている。It was a scene 
where strong railwaymen were pushing arms, legs and people 
into a train so that the doors could shut.  The Tokyo train was 
so crowded. の部分が「こんなこと」の内容として適切。「35 字
程度」なので，中心となる事柄だけ簡潔にまとめる。

⑵　下線部③は「それはまさに適者生存そのものだ。」という意味。
選択肢はそれぞれ，ア「それは最もよい考えだ。」，イ「それはダ
ーウィンが提唱した自然淘汰の理論だ。」，ウ「混雑した電車で生
き残るためには強くなくてはならない。」，エ「混雑した電車に乗
るのは当然のことだ。」という意味。the survival of the fittest 
は「適者生存」，すなわち，環境に適応できた者だけが生き残る
という意味である。fittest は形容詞 fit（（生物が）環境に適応し
た）の最上級。〈the ＋形容詞〉で「～な人々」を表す用法があ
る。cf. the rich（金持ち），the injured（けが人）語句レベルで
考えれば，イにある natural selection（自然淘汰）がほぼ等しい
内容を表すことになるが，筆者はここでダーウィンの唱えた進化
論の話をしているわけではないことに注意しなければならない。
ここでは，電車の混雑に耐えられた者だけが日本で生きていくこ
とができる，つまり日本で生活するには電車の混雑に耐えられる
だけの強さを身につける必要があるということが筆者の言わんと
するところである。よって正解はウ。

解答

解説

QET5A1-H1C3-03

[ 見本 ] 高校コース　本科　高2英語　解答解説（難関レベル）



⑶　ア 　問題文は「早朝のラッシュアワーの間…」という意味。選
択肢はそれぞれ，a「筆者は難なく電車に乗り込み，新聞を
読むことができる」，b「筆者は本厚木への短い旅を楽しみ
にしている」，c「筆者は混み合った電車に足を踏み入れるこ
とさえ大変だと思っている」，d「筆者は込み合った電車か
ら降りることはとても大変だと思っている」という意味。本
文第 1パラグラフ第 4文の During the early morning rush 
hour, it’s quite a fight even to get into the train.（早朝のラ
ッシュアワーの間は電車に乗り込むことさえ，すさまじい戦
いである。）という１文をヒントとして考えると正解はｃに
なる。

　　イ 　問題文は「筆者が電車でかつて腹を立てていた理由は…」
という意味。選択肢はそれぞれ，a「人々が謝りながら，彼
の足を踏んだり，腰の辺りを押したりしたからだった」，b
「たとえ彼の足を踏んでも，彼を押しても，人々は決して謝
らなかったからだった」，c「たとえ彼がにこやかに挨拶して
も，人々が無言のままであったからだった」，d「日本人の
謝り方は彼の謝り方と違ったからだった」という意味。この
問いのヒントは本文第３パラグラフ 19 ～ 21 行目にある。そ
こで筆者は，初めは他の乗客が自分に迷惑をかけながら謝罪
の言葉１つすらなかったということに腹を立てていたと述べ
ている。したがってｂが正解となる。

　　ウ 　問題文は「筆者は，…電車の中で謝るのは無駄だと思って
いる。」という意味。選択肢はそれぞれ，a「人々はつねに
押し合いへしあいをし，足を踏み合っているので，何度もお
互いに『すみません』と言わなければならないだろうから」，
b「人々はお互いに関心がなく，『すみません』と言う必要
はないと思っているから」，c「人々は朝はとても忙しくて，
『すみません』と言う暇がないから」，d「筆者は日本人はロ
ンドンの人たちほど礼儀正しくないと思っているから」とい
う意味。第３パラグラフ 23 ～ 24 行目の文に「混雑した電車
の中では他の乗客に何度も迷惑をかけることになり，その度
に何度も謝ることは不可能である」という内容が書かれてい
る。よって，ａが本文の内容と一致する。

⑷　下線部④を含む文は「日本の電車内では，楽しく快活な態度を
とることが，実際のところ非常に重要である。」という意味。筆
者は，初めのうちは踏まれたり押されたりして，謝られることも

▼  

find it ～ to …
（…するのは～
だと思う）

▼  

i t  i s  n o  u s e  
…ing（…して
も無駄である）▼  

bump（ぶつか
る）
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▼

with the best
（of them）（誰にも
劣らず；じょうず
に）

▼

write A B

ない状況に腹を立てていたが，22～ 23行目でThen I understood 
I was being very foolish.「それから，私は自分が非常に愚かで
あったということがわかった。」と述べている。混雑した電車内
では他の乗客を押してしまうのは仕方のないことで，それに対し
て謝り続けることは不可能だとわかったのである。その後の筆者
の態度が具体的に述べられているのは 24 行目からの Now I 
silently pull, push, squeeze and trample with the best of them.
（私は今では誰にも劣らず黙って引っ張り，押し，ぐいぐい割り
込み，踏みつけている。）である。その後ろに「怒って血圧を上
げるようなことはせず，私はそういうことを本当に楽しむことに
している。」とあることからも，これが，筆者にとっての a 
happy or cheerful attitude だとわかる。

⑸　○　Some time ago my sister wrote me a letter「この前，私
の妹〔姉〕は手紙を私に書いてきた」write A B で「A（人）に
B（手紙・知らせなど）を書き送る」という意味になる。同じ意
味をBとAの順序を逆にして表すと write B to A となる。

○　in which she described a television programme about Japan 
she had seen on British television「彼女がイギリスのテレビで
見た日本に関するテレビ番組について述べた」前置詞付きの関係
代名詞に十分注意したい。この関係代名詞の先行詞は a letter で
あることを確認しよう。前置詞 in は「妹〔姉〕は手紙を書いて
きたが，その手紙の中で」というニュアンスで用いられている。
文中の describe は「～について述べる；～を描写する」という
意味を表すが，目的語を直接続ける他動詞である。「～について」
という日本語につられて × describe about ～ としないこと。
Japan と she の間には関係代名詞の省略があることにも注意し
たい。省略された関係代名詞の先行詞は意味的に考えて a 
television programme であるので，she 以下がこの先行詞を修
飾していることがはっきりとわかるように訳出したい。

（Some time ago） my sister wrote me a letter
　　　　　　　　　　 S　　　V　 O　 O

　in which she described a television programme （about Japan）
　　　　　 S’　 　V’　　　　　　　 O’

　　　　　　　　　　　　　　　　　 関係詞節

　　　　　　　　　　　　she had seen on British television .
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□　quite a ～（l. ３）「本当に～；実際に～」
□　so that ～ can〔may〕…（l. ７）「～が…するために」
□　dramatic（l. 10）「劇的な；印象的な」
□　actually（l. 12）「実のところ；実際は」
□　apologize（l. 22）「謝罪する」
□　instead of ～（l. 25）「～の代わりに」
注
□　kindergarten（l. 15）「幼稚園」
□　fight off ～（ll. 15 ～ 16）「～を撃退する」
□　squeeze（l. 25）「割り込む」

全訳
　我々のほとんどが，電車に乗って多くの時間を過ごす。私もそうしている。私が青
山学院大学の本厚木キャンパスヘ出かける時，私は小田急線と井の頭線の電車に乗っ
て少なくとも３時間を過ごす。早朝のラッシュアワーの間は電車に乗り込むことさえ，
すさまじい戦いである。この前，私の妹〔姉〕はイギリスのテレビで見た日本に関す
るテレビ番組について述べた手紙を私に書いてきた。（①）彼女はその中の１つの場面
を非常によく覚えていた。それは，ドアが閉まるように，力強い駅員が乗客の腕や足，
乗客の体全体を電車に押し込んでいる場面であった。東京の電車は，非常に混み合っ
ていた。それから彼女はこう付け加えた。「こんなことが本当に起こっているなんて
信じられない。BBCの番組をより劇的にしようと，駅員や乗客がそんなことをして
いただけなんだわ。」私は，毎朝この「ドラマ」を楽しまなければならないのだと彼
女に手紙を書いて伝えた。それはまさに適者生存そのものだ。
　実際に，日本人がなぜ今日世界でこんなにも強いのかと不思議に思う人々がいるだ
ろう。日本人は最も長生きで，健康に恵まれ，そして最も裕福である。私はその疑問
の答えを知っている。それは日本人の心身が子供の時から電車（トレイン）の中で強
く競争力がつくように訓練（トレイン）されているからである。恐らく，車内の席に
座ろうと他の人を押し退ける幼稚園児が，いつの日か大会社の社長になるのであろう。
弱々しく見える日本人の年配の御婦人でさえ，誰にも劣らずこの競争をやってのける
のである。
　日本の電車内では，楽しく快活な態度をとることが，実際のところ非常に重要であ
る。初めのうちは，他の人々が私の足を踏んだり，私の顔面に肘を持ってきたり，手
で私の腰の辺りを押したりすると，私は大変腹を立てていたものだった。彼らが無言
のままで，「失礼。」あるいは「すみません。」とは決して言わず，ただ默っていたと
きには，私はさらに腹を立てたものであった。ロンドンでは，そういった振舞いに対
しては普通謝罪の言葉を言うものだ。それから，私は自分が非常に愚かであったとい
うことがわかった。他の乗客を何回も，ひょっとしたら５分間で 500 回押してしまう

重要語句
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かもしれないが，それで 500 回も「すみません。」と言い続けることはまったく不可
能である。私は今では誰にも劣らず黙って引っ張り，押し，ぐいぐい割り込み，踏み
つけている。怒って血圧を上げるようなことはせず，私はそういうことを本当に楽し
むことにしている。

M・E・M・O
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