「Ｚ会の映像」 教材見本

こちらの見本は、実際のテキストから１回分を抜き出したものです。

ご受講いただいた際には、郵送にて、冊子をお届けします。
※実際の教材は、問題冊子と解説冊子に分かれています。
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総合問題 16

問題
▪予習
★★

【１】 次の英文の下線部を和訳せよ。
Ａ．
ⓐ In no respect do Japanese and Americans display greater differences than in their
attitudes concerning employment.   When Japanese graduate from high school or university
they are likely to seek a著作権の処理上，英文を記載しておりません。
position that will provide them with lifetime employment.  ⓑ Choosing
a job is thus as important a step as choosing a wife or husband, and the results are likely to
５

last as long.

Ｂ．
As Molly Gilmore waited for the train to reach *Ardsley Station, her face was serene
and untroubled.   ⓐ A handful of people waited with her, standing on fixed spots like so
many statues, staring blankly into space.   Molly strolled casually along the platform.   She
checked her watch, tucked her handbag more firmly under her arm, then ⓑ noticed the
５

way that the sun was glinting
on the track.
著作権の処理上，英文を記載しておりません。
Molly Gilmore was a tall, slim, handsome woman in her thirties.  She had long, lustrous
auburn hair which she wore in a variety of styles depending on her moods, and she
favoured loose-fitting clothes.  The hair was up at the moment and pale fawn coat had been
chosen for ⓒ the day’s outing.

10

She was not a typical commuter.  ⓓ What set her apart from the other passengers was
the fact that she was looking forward to the trip.  They had all switched to automatic pilot
and were simply following a daily routine.  Molly was not.  For them, Manhattan was a kind
of prison: for her, it was a means of escape.
The train came around a long, graceful bend in the track and then straightened up as it

15

headed for the station.  Molly glanced at the circled letter M as it surged towards her on
the front of the train.  When the doors slid open to let them aboard, she flicked an eye at
the name emblazoned on the side of the car ― Metro North Commuter Railroad.  She was
no sooner inside than the doors closed behind her and ⓔ the train resumed its journey.
Molly went down the aisle between the seats and found herself a place on the right.  

20

ⓕ A few muted conversations were in progress but it was the general air of resignation
that still pervaded.  The freedom and cleanliness of Westchester County was being traded
for the frenzied bustle of workaday Manhattan.
*Ardsley：「アーズリー（New York 北方の Westchester County にある住宅地）
」

★★

【２】 次の英文を読んで，後の設問に答えよ。
There can be no doubt that man, also, is a（  ⓐ  ）animal.  Even in circumstances so
far removed from the primitive as contemporary Western civilization, the countryside is
*demarcated by fences and hedges many of which carry notices stating that ‘Trespassers
will be prosecuted’; and ⓑ the entry of our houses by unauthorized persons is resented as
５

much as the loss of any property with which they may *abscond.   ⓒ The presence of a

著作権の処理上，英文を記載しておりません。

stranger in the garden is generally regarded as a threat, or at least as a circumstance
requiring investigation; and, on a national scale, the invasion of the homeland by an enemy
evokes a more passionately aggressive response than does a battle with the same foe on
territory which belongs to neither.
10

Like other animals, man also reacts badly to overcrowding.   Although in advanced
civilization, the packing together of people in cities does not necessarily ⓓ lead to a shortage
of food, there are perhaps detectable traces of the aggressiveness which once served to space
out both individuals and groups of men.   ⓔ Those of us who live in towns have learned to
accommodate ourselves to some degree to the kind of congestion which seems to be an

15

inevitable consequence of urbanization; but, ⓕ the closer we are packed, the more easily
resentful of each other do we tend to become.  ⓖ It is probably on this account that many
people find life in cities irritating and exhausting, since they are compelled to control
aggressive impulses which arise solely as a result of overcrowding.  ⓗ It is also probable that
it is because of the wider spacing between individuals which is usual in the countryside that

20

rural folk are less tense, more neighbourly, and often better mannered than their urban
counterpart.  When animals of the same species who are not overcrowded fight together, it is
rare, ⓘ as you know, for them to inflict any serious damage upon one another.
*demarcate：「～の限界・境界を示す〔定める〕
」
*abscond：「姿をくらます；逃亡する；持ち逃げする」

（１） 空所ⓐに入れるのに適当な語を次の中から１つ選び，記号で答えよ。
ａ

territorial

ｂ

contemporary

ｃ

primitive

ｄ

aggressive

（２） 下線部ⓑ，ⓒ，ⓔ，ⓕ，ⓖ，ⓗを和訳せよ。
（３） 下線部ⓓと異なる意味を表すものを下から１つ選び，記号で答えよ。
ａ

bring about

ｂ

give rise to

ｃ

keep up with

ｄ

result in

（４） 下線部ⓘと同じ用法の as を含むものを下から１つ選び，記号で答えよ。
ａ

As it was getting dark, we soon turned back.

ｂ

As is often the case with him, he was late for school.

ｃ

You should have done as I had told you.

ｄ

Good as he is, he will never come out at the top of his class.

★★

【３】 次の日本文の下線部を英訳せよ。
最近の若者は人と議論をすることが少ない。（１）人と仲良くやっていこうとすることは
もちろん結構なことだが，若者の中には人から嫌われることを極端に恐れている者もいるよ
うである。（２）彼らはいざこざを避けるために自分を抑え，その結果周りの人には彼らの
本当の姿が見えなくなってしまう。

▪自習
★★

【４】 次の日本文の意味を表すようにカッコ内の語句を並べ換えて英文を完成せよ。
（１） 彼に会うとは思いがけなかった。
〔３語余分〕
He was（

）（

（
（a

）
（
did ／ b

）（

）（

）（

）

）
.
expected ／ c

I ／ d

him ／ e

last ／ f

not ／ g

person ／

h see ／ i the ／ j to）
（２） １人くらい増えても減ってもたいしたことはない。〔３語余分〕
One more（
（
（a
g

）（

）（

）（

）（

）

）
.
difference ／ b
much ／ h

doesn’t ／ c

or ／ i

important ／ d

isn’t ／ e

less ／ f

make ／

reduced）

（３） 彼が両親に手紙を書くのは金が必要な時だけだ。
（

）
（

）
（

（

）
（

）he writes to his parents.

（a
h

it ／ b

money ／ c

）
（
when ／ d

）
（
is ／ e

that ／ f

）
（
only ／ g

）
he ／

needs）

（４） たいていの人は新聞を売店で買わずに家に配達してもらっている。〔１語余分〕
Most people（
（

）
（

）
（

）（

）
（

）（

）（

）（

）

）at a newsstand.

（a have ／ b buying ／ c delivered ／ d their homes ／ e instead ／ f of ／
g to ／ h a newspaper ／ i one ／ j it）
（５） 必ずこれらの基本単語を暗記しなさい。〔１語余分〕
Don’t（
（

）（
）
（

）（

）（

）（

）

）
.

（a fail ／ b these ／ c learn ／ d basic words ／ e to ／ f by ／ g heart ／
h remember）

★

【５】 次の日本文の意味を表すのに最も適当なものをそれぞれ次の中から１つずつ選び，記号
で答えよ。
（１） 彼が人間的弱さを持っているので余計彼が好きだ。
I like him all（
a  more

）for his human weakness.
ｂ  better

ｃ  the better

ｄ  the best

（２） それはまさしく総理大臣その人だった。
It was（
a  no more

）a person than the prime minister.
ｂ  no less

ｃ  not more

ｄ  not less

（３） 私はドイツ語なんか読めない。まして話すなんてなおさらだ。
I cannot even read German,（
a  much less

ｂ  much more

）speak it.
ｃ  no more than

ｄ  no less than
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問題
【１】
Ａ．
全訳

ⓐ雇用に関する考えにおいてほど，日本人と米国人が大きな違いを示す点はない。日本人
は高校や大学を卒業すると，終身雇用を提供してくれるような勤め口を探し求めるのが一般

著作権の処理上，英文の訳を記載しておりません。

的である。ⓑこのため職業の選択は，配偶者の選択と同じぐらいに重要な一歩であり，その
選択の結果は配偶者の選択の結果と同じぐらいに長く続く可能性が高いのである。
Ｂ．
全訳

モリー・ギルモアが，列車がアーズリー駅に到着するのを待つ間，その表情は穏やかで曇
りは見られなかった。ⓐ数人の客が彼女とともに待っていたが，彼らは皆，さながら銅像の
ように１ヶ所に立ったままぼんやりと虚空を見つめていた。モリーは何の気なしにプラット
ホームを歩き，腕時計を確認し，手提げかばんをしっかりと脇の下にかかえ込み，そうして
ⓑ太陽が線路の上できらめいていることに注意を向けた。
モリー・ギルモアは長身で細身で容姿端麗な 30 代の女であった。彼女は長くて艶のある
赤褐色の髪を持ち，それをその時々の気分に合わせてさまざまな形にしていた。そして彼女
著作権の処理上，英文の訳を記載しておりません。
はゆったりした服装を好んだ。髪は今日は上げられ，淡い黄褐色の上着がⓒこの日の通勤の
ために選ばれていた。
彼女は典型的な通勤客ではなかった。ⓓ彼女を他の乗客たちから分け隔てていたものは，
彼女がその通勤を楽しみにしているという事実であった。他の乗客たちは皆，いつの間にか
無意識に，ただ単に毎日の決まりきった手順に従っているだけであった。モリーはそうでは
なかった。彼らにとって，マンハッタンは一種の監獄であったが，彼女にとっては脱出のた
めの一手段であった。
列車は線路の長くて優美な曲線を滑って来て，そうして駅に向かうにつれて真っ直ぐに伸
びて行った。モリーは列車の正面に付いている丸で囲まれたＭの文字が彼女の方へ向かって
来る時，その文字をちらっと見た。ドアが左右に開いて客を乗せる時，彼女は車両の横に付
けられた名前に目を遣った――地下鉄北通勤線。彼女が車内に踏み込むと同時にドアが背後
で閉まり，ⓔ列車は再び動き出した。
モリーは席の間の通路を下って，右側に空席を見つけた。ⓕ小声の会話があちこちでささ
やかれてはいたが，車内に依然として広がっていたのは乗客全体の諦めの雰囲気であった。
ウェストチェスター郡が持つ解放感と清潔感は平日のマンハッタンが持つ狂気のような騒々
しさに取り替えられようとしていた。

【２】
解答

（１） a    
（２）「全訳」の下線部ⓑ，ⓒ，ⓔ，ⓕ，ⓖ，ⓗを参照。
（３） c    （４） b
解説

（１）「人間もまた（  ⓐ  ）な動物であるのに疑いの余地はない」という主張を裏付ける具
体例が第２文以降に挙げられている。具体例はどれも「自分の領土を守ろうとする人
間」についてであるので，a

territorial を選ぶ。

◦ territorial animal「領土の動物」
《直訳》→「自分の縄張りを守ろうとする習性を
もった動物」
ａ

territorial adj.「領土の；土地の」

ｂ

contemporary adj.「①同時代の；同時代に存在する  ②現代の」

ｃ

primitive adj.「①原始の  ②原始的な  ③根本の；基本となる」

ｄ

aggressive adj.「①侵略的な；攻撃用の（⇔ defensive） ②積極的な

③自信たっ

ぷりな」
  cf. aggression n.
（２） ⓑ ◇ the entry of our houses by unauthorized persons「許可されていない人々によ
る我々の家への侵入」
《直訳》
◦ entry n.  cf. enter vt.，vi.
◦ the entry of our houses の of は 目 的 格 関 係 を 表 す。Unauthorized persons
enter our houses. の名詞化表現。
cf. 文法的関係を表す of
①主格関係（of の後ろの名詞が意味上の主語になる）
（a）
‘ 行為者 ’「～が；～の」
（b）
‘ 作者 ’「～の著した」
（c）
‘it is ～ of Ａ to …’
「Ａが…するのは～である」（Ａは意味上の主語の働きをする）
②目的格関係（of の後ろの名詞が意味上の目的語になる）「～を；～への」
e.g. ①（a）the rise of the sun（日の出）＜ The sun rises.
（b）the plays of Shakespeare（シェイクスピアの劇）
＜ the plays written by Shakespeare
（c）It’s very kind of you to help me with my work.
（私の仕事を手伝って下さるなんて親切ですね。）
＜ You are very kind to help me with my work.
② the writing of a letter（手紙を書くこと）＜ write a letter
◇ unauthorized adj.「許可のない」
cf. unauthorized ⇔ authorized「①公認〔認可〕された

②権限を与えられた」

authorize vt. ＜ authority n.
◇ … is resented as much as the loss of ～「…は～の紛失に対してと同じくらい
憤慨される」
《直訳》

◦ resent vt.「～に憤慨する」
cf. resent Ｏ
（’s）… ing「Ｏが…するのをひどく嫌う」
◦ as much as ～「～と同じくらい；～と同様に」
◦ the loss of ～ の of は目的格関係を表す。lose ～ の名詞化表現。
◦ loss n.「①失うこと  ②敗北  ③損失  ④減少」
◇ any property with which they may abscond「彼らが持ち逃げするかもしれな
いいかなる所有物でも」
《直訳》which は any property を先行詞とする関係代名
詞で，they may abscond with any property という関係になっている。
◦ property n.「①財産；資産；所有物  ②（～の）所有権  ③特性；特質」
◦ they ＝ unauthorized persons
◦ abscond with ～「～を持ち逃げする」
ⓒ ◇ The presence of a stranger in the garden「庭における見知らぬ人間の存在」
《直
訳》The presence of a stranger の of は主格関係を表す。A stranger is present.
の名詞化表現。
◇ … is generally regarded as a threat, or at least as ～「…は普通，脅威として，
あるいは少なくとも～としてみなされる」
◦ regard Ｏ as ～「Ｏを～とみなす」２つの as ～ が続くので注意する。
◦ threat n.「脅迫；脅し」 cf. threaten vt.
◇ a circumstance requiring investigation「調査を必要とする状況」
◦ requiring ～ は a circumstance を修飾する現在分詞。
◦ investigation n.「調査；取調べ；研究」
  ＜ investigate vi.，vt.
ⓔ ◇ Those of us who live in towns「我々のうちで都市に住む者」
◦ those who …「…する人々」
この部分が文の主語になっている。
◇ accommodate ourselves to some degree to ～「～にある程度慣れる」
ourselves と to の間に to some degree が挿入されている。
◦ accommodate Ａ to Ｂ「ＡをＢに適応させる」
◦ accommodate oneself to ～「～に慣れる；順応する」（≒ adjust oneself to ～）
◦ to some degree「ある程度は」
（＝ to some extent）
◇ the kind of congestion which seems to be an inevitable consequence of urbanization
「都市化の避けられない結果であるように思われる混雑し過ぎている状態」
《直訳》
◦ a kind of ～「～の一種；～のようなもの」
関係詞節で限定されているので a が the となっている。
◦ congestion n.「混み過ぎていること」（≒ overcrowding）
◦ inevitable「①避けられない；必然的な  ②お決まりの」
◦ consequence n.「①結果；成り行き  ②帰結；結論  ③（影響の）重大性；重要さ」
cf. consequent adj.
ⓕ ◇ the closer we are packed, the more easily resentful of each other do we tend
to become

◦ the 比較級 …, the 比較級 ～「…すればするほど～」
◦ pack vt.「～を荷作りする；詰め込む」n.「包み」
◇ the more easily resentful of each other do we tend to become
we tend to become が倒置の形になっていることに注意。
◦ tend to …「…する傾向がある；…しがちである」
◦ become resentful of ～「～に憤慨する；腹を立てる」
ⓖ ◇ It is probably on this account that …「…なのはおそらくこのためである」
◦ it is ～ that … の強調構文。
◦ on this account「この理由で」
（＝ for this reason）
cf. account n.「①勘定書；勘定  ②報告；記述；話；釈明  ③考慮；配慮  ④重要
性；重大さ  ⑤理由；根拠」
cf. account for ～「～の理由を説明する」
account Ｏ Ｃ「ＯをＣだとみなす」
◇ many people find life in cities irritating and exhausting
◦ find Ｏ（to be）Ｃ「ＯがＣだとわかる；感じる」
Ｏ＝ life in cities，Ｃ＝ irritating and exhausting
◦ irritating adj.「
（人を）いらいらさせるような」
cf. irritated adj.「いらいらした」＜ irritate vt.
◦ exhausting adj.「心身を疲れさせる；骨の折れる」
cf. exhausted adj.「①疲れ切った

②使い尽くされた 」＜ exhaust [ɪɡzɔ́ːst] vt.

ⓗ ◇ It is also probable that …「またおそらく…だろう」
◦ it は that 節を代表する形式主語。
◇ it is because of the wider spacing between individuals which is usual in the
countryside that …
「…なのは，田舎では普通である個人間のより広い距離のせいであろう」《直訳》
→「…なのは，田舎では普通，個人間の距離によりゆとりがあるからである」
→「…なのは，田舎では普通，個人間でもっと広い距離をとるからである」
it is ～ that … の強調構文であることに注意。
◦ because of ～「～のために；～が原因で」
（＝ due to，owing to，on account of）
◦ spacing n.「間をあけること；間隔」
  ＜ space n.，vi.，vt.
◦ which は the wider spacing between individuals を先行詞とする関係詞。
◇ rural folk are less tense, more neighbourly, and often better mannered than
their urban counterpart
◦ rural adj.「田舎（風）の；田舎の人の；農業の」（⇔ urban）
◦ folk n.「①人々（複数扱い）②（one’s folks で）両親；家族  ③国民；民族」
◦ less tense ＝ more relaxed   
◦ tense adj.「①ぴんと張った  ②緊張した；張り詰めた；神経質な；
（状況などが）
緊迫した」
◦ mannered adj.「
（通例複合語で）行儀が…の」

e.g. well-mannered「行儀のよい」（⇔ ill-mannered）
◦ counterpart「
（～に）対応〔相当〕するもの」
rulal people に対応して their urban counterpart が続いていると考える。よって
ここでは urban people の意。
（３） lead to ～「①～に通じる；至る  ②～を引き起こす；～につながる；結び付く」
ａ

bring about「～を引き起こす；～を成し遂げる」

ｂ

give rise to「～を引き起こす；～のもとになる」

ｃ

keep up with「①～についていく  ②（研究などを）し続ける」

ｄ

result in「～に終わる；～という結果になる」→「結果として～を引き起こす」

（４） この as は When animals … fight together, it is rare for them to inflict any serious
damage upon one another の内容全体を先行詞とする関係代名詞。
ａ

暗くなってきたので，私たちはすぐに引き返した。〔理由を表す接続詞〕

ｂ

よくあることだが，彼は遅刻した。〔主節全体を先行詞とする関係代名詞〕

ｃ

あなたは私の言った通りにすべきだったのに。〔様態を表す接続詞〕

ｄ

彼は賢いが，クラスで首位の成績を収めることは決してないだろう。
   〔譲歩を表す接続詞（形容詞・副詞など＋ as〔though〕＋ＳＶ）〕

全訳

人間もまた，自分の縄張りを守ろうとする習性をもった動物であることに疑いの余地はな
い。現代の西欧文明のように，原始文明から遠く隔たった環境においてさえも，田舎の土地
は柵や生け垣によって境界を定められており，その多くは「無断で立ち入る者は告訴される」
という掲示を掲げている。また，ⓑ人が許可なく我々の住居に入ることは，その人が持ち逃
げする可能性のある我々の所有物を失うのと同じくらい怒りを買う。ⓒ自分の庭に見知らぬ
人がいれば，それは脅しとして，あるいは少なくとも調査を必要とする状況だとみなされる
のが普通である。そして国家的規模では，敵による自国への侵入は，どちらにも属さない領

著作権の処理上，英文の訳を記載しておりません。
土で行われる同じ敵との戦いよりも，いっそう激しく攻撃的な反応を引き起こすものである。
他の動物と同じく，人間もまた，過密の状態に対して悪い反応を示す。進んだ文明におい
ては，都市に人々が密集して住んでも，必ずしも食料不足が生じることにはならないが，か
つては個人間や集団間に一定の距離をおかせる役目を果たした攻撃性の痕跡を，おそらく認
めることができるだろう。ⓔ我々の中で都市に住む人々は，都市化の避けられない結果であ
るように思われる過密状態に，ある程度は適応できるようになったが，ⓕ過密になればなる
ほど，我々は互いに対してすぐに憤慨してしまう傾向がある。ⓖ多くの人々が，都市生活に
いら立ちと疲労を感じるのは，おそらくこの理由のためであろう。というのも，彼らは，ひ
とえに過密状態の結果として生じる攻撃的な衝動を制御せざるを得ないからである。ⓗそし
てまたおそらく，田舎の人々の方が都会の人々よりも，のんびりしていて親しみやすく，礼
儀正しい場合が多いのは，田舎では普通，個人間でもっと広い距離をあけるからであろう。
ご存知のように，過密状態にない同じ種の動物が争い合う時は，お互いに深刻な危害を加え
ることはまれなのである。
注
ℓ. 1 ◇ There can be no doubt that …「…であることに疑いはあり得ない」

◦ can は「可能性・推量」を表す。
◦ doubt と that 節は同格。
◇ Even in circumstances so far removed from the primitive as contemporary
Western civilization「現代の西欧文明のように，原始文明から遠く隔たった環境
においてさえも」
◦ so ～ as …「…と同じくらい～；…のように～」
◦ removed adj.「
（距離・関係が）遠く離れた；隔たった」
circumstances を修飾している。
◦ the primitive「原始的なもの」
‘the ＋形容詞 ’ で抽象的意味「～なこと；もの」を表す用法。
◦ contemporary「①同時代に存在する  ②現代の」
ℓ. 2 ◇ the countryside is demarcated by fences and hedges many of which …「田舎
の土地は柵や生け垣によって境界を定めてあり，そのうちの多くは…」
◦ the countryside is demarcated by fences and hedges ＋ many of the fences and
hedges … と考えられる。
ℓ. 3 ◇ notices stating that …「…と述べている看板」《直訳》
◦ notice  n.「①注目；注意  ②通知；予告  ③掲示；看板；貼り紙」
◦ stating は notices を修飾する現在分詞。
◦ that … は stating の目的語に当たる名詞節。
◇ trespasser n.「不法侵入者」
ℓ. 4 ◇ prosecute vt.「①（調査・研究，事業など）を遂行する；行う  ②～を起訴する」
cf. prosecution n.
ℓ. 7 ◇ on a national scale「国家的な規模においては」
◇ the invasion of the homeland by an enemy evokes a more passionately aggressive
response than does a battle with the same foe on ～「敵による母国への侵略は，
～における同じ敵との戦いよりもいっそう激しく攻撃的な反応を呼び起こす」→
「敵が自国の領土を侵略すれば，その敵と～で戦うよりも，いっそう激しく攻撃的
な反応を呼び起こす」
◦ evoke vt.「①（賞賛・笑いなどを）引き起こす  ②（記憶・感情などを）呼び起こす」
◦ than does a battle with ～ ＝ than a battle with ～ does → does は evokes の繰り
返しを避けて用いられた代動詞。a battle に長い修飾語が付いているので，does
を主語 a battle の前に出した倒置の形をとっている。
◦ foe n.「敵」
（＝ enemy）
ℓ. 9 ◇ territory which belongs to neither「どちらにも属さない領土」
ℓ. 11 ◇ the packing together of people in cities「人々を都市に詰め込むこと」《直訳》
◦ pack people together in cities の名詞化表現。
◦目的格関係を表す of。
◇ does not necessarily …「必ずしも…ない」《部分否定》
ℓ. 12 ◇ detectable traces of the aggressiveness which once served to space out both

individuals and groups of men「かつて個人間や集団間に間隔を置く役目を果たし
た攻撃性の，見つけることのできる痕跡」《直訳》
◦ detectable adj.「見つけ得る；探知できる」＜ detect vt.，detective n.
◦ trace n.「跡；痕跡；形跡」
cf. trace vt.「①～をたどる；探し出す  ②（図面など）を敷き写す；トレースする  
③（場所・由来・出所まで）～を逆上る」
◦ aggressiveness n. ＜ aggressive adj.
◦ serve vi.「①勤務する  ②食事の世話をする」
serve as〔for〕～「③（物・事が）～として役立つ」
serve to …「④…する役目をする」
◦ space out「～を一定の間隔に置く」
ℓ. 17 ◇ be compelled to …「…せざるを得ない」（＝ be forced to，be obliged to）
ℓ. 18 ◇ impulse n.「衝動」
◇ solely adv.「①１人で；単独で  ②単に」（＝ only）cf. sole adj.
◇ as a result of ～「～の結果として」
ℓ. 21 ◇ it is rare, as you know, for them to inflict any serious damage upon one another
◦主節の内容全体を先行詞とする関係代名詞の as。
◦ it は to … を代表する形式主語。
◦ for them は to 不定詞の意味上の主語。
◦ inflict vt.「①（損害・迷惑など）を与える  ②～を苦しませる；悩ませる」
【３】
ポイント

この問題では，動名詞や名詞構文などを利用して，文を簡潔に引き締める工夫をしてみる
とよいだろう。例えば，
「人と仲良くやっていこうとすること」，「人から嫌われることを恐
れる」などでこうした形が活用できるだろう。
解答

Young people today do not argue with others very much.  （１）Of course, it’s all very
well to try to get along with others, but some of them seem to be much too afraid of
being disliked.  （２）They repress themselves in order to avoid conflict, and as a result
the people around them never see who they really are.
別解

（１） It goes without saying that trying to get along with others is a virtue, but it seems
that some of them avoid arguments because of excessive fear of being unpopular.
（２） By repressing themselves in order to avoid complications, they hide their true
selves from the people around them.
解説

（１） 構文の骨組みとしては前半と後半を並列関係の節とし，but で結ぶのが最も自然。前
半は「人と仲良くやっていこうとすること」を動名詞または不定詞で表して主語とし，

不定詞にするのであれば形式主語 it で始めれば書きやすいだろう。後半は「何人か
の若者」を主語とし，
「…することを恐れている」を後に続けるか，There are 構文
で始め，関係代名詞を用いて「…する若者もいる」とする構成が考えられる。
◦「 人 と 仲 良 く や っ て い こ う と す る こ と 」 は try to get along with other people
〔others〕を動名詞，または不定詞にして表せばよい。
◦
「もちろん結構なこと」
「もちろん」は of course，certainly など。「結構な」は，
be all very well；be very good が簡単だろう。a virtue（美徳；徳目）とすること
もできる。
「もちろん」の意味を強めるために it goes without saying that …や needless to
say を用いてもよい。
◦「若者の中には…もいるようである」は some of them seem to …で始めてもよいし，
There seem to be some young people who …の構文も使える。
◦「人から嫌われることを極端に恐れる」に近い訳としては be much too afraid of
being disliked や have an excessive fear of being disliked がある。「嫌われる」は
being unpopular（人気がない；評判が悪い）としてもよい。あるいは発想を少し
変えて，冒頭の文の「人と議論をすることが少ない」の内容を踏まえて「人から
嫌われることを恐れて議論を避ける」と読み換えて avoid arguments because of
excessive fear of being disliked としてもよいだろう。
（２） 文の組み立てとしては特に問題ないだろう。前半と後半を等位節としてつなげればよ
い。別の訳し方として前半も後半も「彼ら」を主語にして，
「彼らは…することによっ
て自分の本当の姿を隠してしまう」のようにとらえることもできる。
◦「いざこざを避けるために」
（in order）to avoid conflict（s）とすればよい。「いざ
こざ」は「口論；もめごと；困難な状況」と読み換えて，conflict（s）；quarrels；
trouble
（s）
；complications などを用いるとよい。
◦
「 自 分 を 抑 え る 」 の「 抑 え る 」 は repress や restrain。「 自 分 」 は 再 帰 代 名 詞
themselves の他に their personalities（自分の個性）のようにすることも可能。な
お，ここは節で表現する代わりに by repressing themselves と動名詞句を使って
表してもよい。この場合は次の「周りの人には彼らの本当の姿が見えなくなって
しまう」は repressing の意味上の主語と合わせて，主語を「若者」とする文構成
となるように注意する。
◦「その結果」and as a result や so that で２つの節を結べばよい。
◦「周りの人」the people around them または those around them が適切。
◦「彼らの本当の姿」は節で表せば who they really are，句なら their true selves と
すればよい。
◦
「見えなくなってしまう」は「周りの人々」を主語とすれば never〔don’t〕see；
find it difficult to see などが考えられる。「若者」が主語なら hide（隠す）とする。

【４】
解答

（１） i － e － g － c － b － j － h（a，d，f が余分）
（２） h － e － b － f － g － a（c，d，i が余分）
（３） a － d － f － c － g － h － b － e
（４） a － h － c － g － d － e － f － b － i（j が余分）
（５） a － e － c － b － d － f － g（h が余分）
解説

（１） He was the last person I expected to see.
◦ the last ～「可能性が最も少ない～」
◦ expect to …「…するだろうと思う」
◦ the last person（that）I expected to see と関係代名詞が省略されている点に注意する。
（２） One more or less doesn’t make much difference.
◦ does not make much difference「あまり重要でない」
cf. make no difference（重要でない）
（３） It is only when he needs money that he writes to his parents.
◦ It is ～ that ….「…なのは～だ」
（強調構文）
（４） Most people have a newspaper delivered to their homes instead of buying one at a
newsstand.
◦ have Ｏ 過去分詞「Ｏを…してもらう」
◦ instead of …ing「…する代わりに」
◦ one ＝ a newspaper
（５） Don’t fail to learn these basic words by heart.
◦ Don’t fail to …「必ず…しなさい」
※ fail to …（…しない）を否定することによって，強い肯定の意味を表す二重否定の表現。
◦ learn ～ by heart「～を暗記する」
※ learn ～ by heart は，古風な表現なので，英作文ではあまり用いない。代わりに，
memorize ～ を使うこと。ニュージャージー州出身のインフォーマントによると，
learn ～ by heart を聞いたのは，小学生の時の１回だけだということである。
【５】
解答

（１） c

（２）b

（３）a

解説

（１） ◦ all the better for ～「～なのでそれだけいっそう…」
◦ the（副詞）
「その分だけ」
（２） ◦ no less a person than Ａ「Ａそのもの；本物のＡ」
（３） ◦否定文 , much less …「まして…ない」
※肯定文 , much more …「まして…だ」の形は，今日用いられていない。

