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3と も全文訳の下線部参照。

解説

1.context「 (文の)前後関係,文 脈」

グッシュ以下全体 は the context

と同格で, contextと はどうV うヽこ

となのかをグッシュ以下で補足説明

的に,別 の表現で述べている。同格

はグッシュのほか, コロン,セ ミコ

ロン, コンマ,that is(to say)「す

なわち」,namely「 すなわち」,of,

that節 などで示される。(暉 22.6)

the sentence that it's in「そヤ化

が含まれている〔使われている〕文」

it=each wordで , each wordと

は下線部の直前の文の内容から判断

して,「意味のわからない語」。

th e  s e n t e m c e s  t h a t  c o m e

b e f o r e  a n d  a f t e r「前後の文」

2. A s  l o n g  a s～ 「～である限りは,

～である間は」

they=(the words)`fret' or
`bawl'

way of～ ing「～する方法 〔手

段〕」ofは 同格を表す用法。

see what happens「 どうなるか

考えてごらん」→ 「どうなるでしょ

うか」seeは 「考える,予 測する」。

be put into a context「冴)る文

脈の中におかれる」→ 「ある文脈で

使われる」

到倒劇ヨ

〔英文の解説〕

0第 1段落

Look to see if～「～かどうか調べる」if～は名言司節。

the more～ , the働 飯研.… 「～が多ければ多いほど, …・はやさしい」

くthe十比較級～,the十 比較級…〉の構文。(C17.4口2① )itは と

もにthe wordを 受ける。

●第 2段落

Unless your English is very good=If your English is not

v e r y  g o o d で, n o t  v e r y ～は 「あまり～ない」の部分否定。

bθれれあ nOt Oれthe fret behindも onも 前置言司で, the fretが

共通の目的語。共通構文。(げ22日3② )

.…kept me awake～ ing「・・・が～して私を目ざめさせていた」→

「・…が～して私は寝られなかった」

guess that～ ,or that.… 「～であることや,…。であることを推

測する」 2つ のthat節 はともにguessの 目的語。共通構文。

(C22.3① )

0第 3段 落

Don't waste too much time～ ing「～して時間をあまりむだに

使ってはいけない」nOt～too,…,not～much.… ,not～too much

.…は部分否定で,「あまりたくさん～ない,あまり～しすぎない」。

〔全文訳〕

ほとんどの英語の本のなかで,わ からない単語に出会うでしょう。

それらを辞書で調べることは, もちろんできますが,で きるだけ辞

書なしですます習慣を身につけるのがよいのです。ことに試験の準

備をしている場合はそれがよいのです。実際,本 を注意深 く読んで

考えれば,ほ とんどのわからない単語の意味はたいてい推測できる

のです。(1)それぞれの単語の前後関係――その単語が使われている

文や,前 後の文――に注意して読みなさい。その単語が本のあとの

ほうでくり返し使われているかどうか調べてみなさい。その単語が

使われている度数が多ければ多いほど,そ の単語は理解しやすくな

るのです。

英語があまり得意でなければ,fretや bawlと いう単語はおそら

くわからないでしょう。修)fretやbawlが 単独である限りは,そ れ

らの意味を推測する方法はありませんが,そ れらがある文脈の中で

使われるとどうでしょう。たとえば,

1.ギ ターの弦は,fretの 上ではなく,fretの すぐ後ろを押さえ

なさい。そうすれば,弦 はfretの金属にぴったり接触します。



下線部訳問題の解 き方

下線部分が長い場合と,比 較的短い場合があるが,

いずれの場合にも共通する留意点は次のとおり。

① 下線部分は全体の中の一部分であることを忘れ

ない。つまり,全 体の流れ ・論旨の中でその部分

をとらえるべきで,下 線部分だけを見てはいけな

② 下線部分には必ずポイント(出題のネライ)があ

るはずである。それを押さえる。

3。 some=some words

some that～of=some of、vhich

～でthatは 目的格の関係代名詞。of

hatと いう形はない。(げ13.1.4)

you can only get a vague idea

o f ～「～がばく然とわかることができ

るだけだ」→ 「～がtゴく然としかわか

らない」youは
「一般的な人」。

a few=a few words

impossible「不可能な」この語の

沈)とに, for you to get an idea of

が省略されている。

Glll

選択肢の訳文は次のとおり。

(1)「書物が有名になることができる

唯一の方法は読者の心と精神に深い

印象を与えることである。そういう

読者はその書物を他の読者に知らせ

てくれるからである」第 1段落第 3

文 ・第 4文 。第 5文 に一致。

(2)「本当にすばらしい書物が長い問

失われることはありうるが,再 発見

されると,そ の書物は昔 と同じよう
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指をfretの上へ移動させるたびに,弦 の音調が半音高 くなるこ

とに注意 して ください。

2.隣家の奥さんが夜半までご主人にbawlingし ていたために私

は寝られなかった。

fretというのはギターの音を区分する薄い金属板の 1つ であるこ

と,またbawlingと いうのは攻撃的に話 した り大声で叫んだ りする

という意味に違いないということを推測するのはあまりむずか しく

はありません。

本に出て くる未知の単語がすべて推測できると思ってはいけませ

ん。r郵中にはばく然 とだけしかわからない単語があるで しょうし,全

くわからない単語も少数はあるでしょう。そんなことで悩んで時間

をあまりむだに使ってはいけません。最も大切なことは本全体をで

きるだけよく理解することであり, 1つ 2つむずかしい単語があっ

ても普通はあまり問題にならないのです。

③ 承前語(句)(代名詞,代 動詞,副 詞など)が何を

受けるかを見極め,必 要に応じて訳出する。承前

語(句)問題の解き方についてはp.77を参照。

④ 省略語(句)は補って訳す。 1‐1の 3を参照。

⑤ 構文をしっかりと押さえて,そ の構文が理解で

きていることが採点者にわかるように訳す。

⑥ 基本動詞 (see,get,take,have,go,runな ど)

を軽 く見ない。
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〔英文の解説〕

●第 1段落

people who cannot forget it and who will make it known

to others 2つのwho～ が先行詞であるpeopleを修飾してい

る。次の図を参照。

people who～ and who.…

■
つまり, a n dは w h o～ とw h o .…をつないでお り,こ れらがいっ

しょになって p e o p l eを修飾 している。「～であり, (かつ)・…であ

る人 」々と訳せばよい。(グ第2段落,the great adventures

which～ that,…)

0第 2段 落

Some～ Others,… 相関表現。「～であるものもあれば,… である

ものもある」( C M . 7 . 5 ②)

is that it can be lost～has forgotten that以下全体がisの補



秘

に,あ るいは時には昔よりもっと重

要である」第 2段落第 3文 に一致。

伸)「普通の人にとっては,図 書館の書

棚ですばらしい書物を見つけること

は古代の書物を再発見することほど

わくわくすることではない」第 2段

落第 4文 ・第 5文 に反する。

“)「紙に印刷されている現代の書物は

羊皮紙に書かれた古代の偉大な書物

よりもはるかに容易に失われやす

い」第 3段 落第 2文 に反する。

(5)「羊皮紙は多湿で高温の気候では腐

らないし,容易に燃えることもない」

第4段 落第 1・ 2文 に反する。

(6)「偉大で有名な書物は,通 常,困 難

なく読まれる」第 5段 落第 3文 に反

する。

(7)「偉大で貴重な書物はどんな書物で

もその第 1ペ ージはすべての読者が

喜んで読みたくなるくらいわくわく

する」第 5段落第 4文 に反する。

は)「現代の読者は偉大な書物はどんな

ものでも速いペースで読むことがで

きる」第 6段 落第 2文 ・第 3文 に反

する。

(9)「書物は,わ かるのに時間がかかれ

ばかかるほど,偉 大なものになる」

第 7段落第 4文 に反する。

CO「最初は古典と呼ばれたのはギリシ

ャやローマの著者の作品だけであっ

た」第 8段落第 3文 に一致。

語になる名言司節。because以 下はsometimes more important

にかかる。

it is■ot more wonderful than～ 「それは～以上にすばらしいと

いうことはない」→ 「それは～ほどすばらしくはない」

the great adventures which～ that.… 関係代名詞による二重

限定である。(C13.1.6)「 ～である冒険の中で,… であるすばら

しい冒険」 と訳せばよい。

●第 4段 落

It takes～ for.…to一 「・・・が_す るのに～(時間 ・労力など)を要す

る」

●第 5段 落

boys and girls～could en30y.… couldは仮定法の用法で,主

語に条件が含まれている。(Cg口7.3①)

●第 6段落
～have accustomed us to.… 「～がわれわれを…に慣れさせてい

る」→ 「～のおかげで,わ れわれは…に慣れている」

Much of what～ makes... Much～ bookが makesの 主語。

●第 7段落

a slow beginner「なかなか本題にはいっていかない書物」

●第 8段落

of great value=very valuable くof十抽象名言司〉=形 容言司の類型。

their study「それらの勉強」→ 「それらを勉強すること」所有格

theirが study`つ意味上α)目的語。

〔全文訳〕

あらゆる時代に,書 物がたくさん作 られてもわずか しか作 られな

くても,中 には他のどれよりも本当にすばらしい書物があり,読 者

は決 してそれらの書物を忘れることはできない。読者はそれらにつ

いて語 り続け,書 き続ける。自分の喜びを他のすべての読者 と分か

ち合いたいからである。有名になるためには書物は単に読まれるだ

けではいけない。それを忘れることができず,そ れを他の読者に知

らせ ようとする人々に読まれなければいけないのである。こうなる

ためには,書 物は彼 らの心や精神に深い印象を与えなければならな

い。彼 らが人生をよりよく理解 し,人 生についてもっと考え,人 生

をもっと愛するのに役立たなければならない。こうしてこそ書物は

有名になることができるのである。

これまでに書かれた最 もすばらしい書物の中には,永 久に失われ

てしまったものがある。失われて何世紀 もたってから再発見された

書物 もある。本当にすばらしい書物に関 して不思議なことは,そ れ

が何百年 も失われてしまうことはありうるが,見 つかると昔 と同じ

ように重要である一一時には,人 類が人生についてかつては知って

いて忘れて しまっていることを人類に教えて くれるために,昔 より

も重要になるということである。そのような書物を見つけることは

胸踊る発見である。だが, 1人 1人 の少年少女やおとなにとっては,

それは図書館の書棚で りっぱな書物を見つけることほどすばらしい
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ことではない。そのような本を捜 し求めて見つけることは,読 書家

が有する冒険の中で,他 の人々には味わえないすばらしい冒険の一

つである。

印刷機のおかげで,今 日では同 じ本が数千部 も,時 には数十万部

もある。非常に部数が多いために,今 日有名になる書物は,動 物の

丈夫な皮でできた羊皮紙 よりもはるかに消滅 しやすい紙に印刷され

てはいても,古 代の偉大な書物ほど容易に失われることはありえな

い。

古代の有名な書物の中に完全には消滅 しなかったものがある唯一

の理由は,そ れらが乾燥 した暑い気候の地中海の地域で羊皮紙に書

かれたからである。羊皮紙はそのような気候では腐るのに非常に長

い時間を要 し,ま た容易には燃えないので,昔 の書物は今 日の書物

ほど火によって容易に消滅することはなかったのである。

ある書物が有名であれば,だ れ もがそれを読みたがるだろうと考

えやすい。だが,こ れは事実ではない。おとなはもちろん,少年少女

でも読めば楽 しめるはずなのにめったに読 まれない有名な本がた く

さんある。そういった書物になじむのは少々やっかいだからである。

そういう書物は第 1ペ ージには大切なことは出てこないのである。

昔の著者は,物 語にはいる前にいわゆる背景を知るための時間が

今 日の読者よりもたくさんあった読者のために書いたのであった。

背景を知ると物語の楽 しみが増すことが多いが,ラ ジオや映画のお

かげでわれわれは速いペースで書かれたものに慣れている。かつて

は書物の中で重ん じられたものの多 くが現代の読者をいらいらさせ

るのである。

有名な書物のすべてがこうであるわけではない。第 1ペ ージもめ

くらないうちに,読 者を魅了する書物 も中にはある。だが,な かな

か本題にはいっていかない書物をあまり早 くあきらめてはいけない。

ゆっくりとわかって くる書物が終生の友になることがあるのである。

世界中の有名な書物の中には学校で読 まれたり勉強されたりする

ものがある。教師や学生はそれらを古典 と呼ぶ。このことばは初め

はギリシャやローマの著者の作品にだけ使われた。ルネッサンスの

時代にこれらの作品は若者の米青神を教育するのに非常に価値がある

と考えられるようになり,そ れらを学ぶことが学校の課程の重要な

一部になったのである。

内容一致 ・真偽判定問題の解 き方 ◎

① 問題文を読む前に,選 択肢に目を通す。このこ

とによって,問 題文が何について書かれているの

か見当がつき,問 題文を理解しやすい。特に選択

肢が日本文の場合に,こ のことがいえる。

② 問題文を通読しながら,選 択肢の該当箇所と思

われるあたりに印をつけておく。

③ 選択肢と問題文中の該当箇所を正確に照合させ

る。該当箇所は1文だけでなく, 2文以上にわた

ることもある。全体の論旨が対象の場合もある。

④  l‐2の (1)のように,厳密には問題文と一部違

っても全体的な主旨としては合致する場合がある。

⑤ (自分の)常識で判断せず,あ くまでも問題文の

記述内容で判断する。

⑥ 設間の指示を見誤らないようにする。一致する

ものを選ぶのか,一 致しないものを選ぶのか,選

ぶ数に制約があるのか, といった点である。




