LESSON 1
簡単な言葉を使い、不要な言葉を削除するだけですっきりした英文が書けます。
今回のClear Writingでは「正確性・適切性・必要性」を表す言葉について学び、
Dynamic Writingでは簡単な動詞がいかに読みやすい文を作るかを学んでください。
Vocabularyでは「部分から全体を作る」ことを表す動詞についてそれぞれの微妙な
違いを学びます。

Clear Writing
■Style Guideline：不要な強調の言葉・フレーズを避ける（1）
「正確性・適切性・必要性」
「正確性・適切性・必要性」を表す言葉を不用意に使うと、当然了解されていることに重ね
て念を押すことになってしまいます。これらの言葉を使うことが適切な場合と不適切な場合
を見極めましょう。
1. 適切な場合

correct、necessary、suitable、appropriate、proper
★「正確性・適切性・必要性」を強調する形容詞は、文の構成要素として不可欠な場合、
または修飾語として文脈上不可欠な場合は、削除することができません。
〇 We ordered a Model 7 laptop computer, but received a Model 5. Please send the
correct model as soon as possible.
(1a)
Model 7 のノートパソコンを発注したのですが、Model 5 が届きました。至急、正し
いモデルをお送りください。
〇 Before he could repair the watch, the jeweler had to order the proper spring.
腕時計を修理する前に、貴金属商は適切なスプリングを発注しなければならなかっ
た。
(1b)
(1a) で correct は間違えて送られてきた Model 5 との対比を示すため、また (1b) の
proper は特定の腕時計にあったスプリングであることを強調するために不可欠です。
〇 The changes are necessary to clarify the text.
それらの変更は、本文を明快にするために必要である。
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(1c)

〇 To be suitable for farming, the land must have a reliable water source.

(1d)

農業に適した土地には、安定した水源がなければならない。
〇 Words of emphasis are appropriate when they add meaning to a sentence.

(1e)

強調の言葉は文に意味を付け加える場合には適切です。
(1c) ～ (1e) のnecessary、suitable、appropriateは文の構成要素として不可欠なので、削
除できません。

correctly、necessarily、suitably、appropriately、properly
★前記形容詞の副詞形 correctly、suitably、appropriately、properly も文脈上不可欠な
場合には削除できません。
〇 The students answered all the questions correctly.

(1f)

学生たちは全問正解した。
〇 Please dress suitably for the tour of the construction site. Wear a hard hat and
sturdy, comfortable boots.
(1g)
建設現場を見学する際はそれに適した服装をしてください。ヘルメットをかぶり、丈
夫で歩きやすいブーツを履いてください。
〇 Skilled translators use words appropriately.

(1h)

熟練した翻訳者は言葉を適切に使う。
〇 If you have done steps one through three properly, the solution will turn yellow.
１から３までのステップを正しく踏んでいれば、溶液は黄色に変色する。

(1i)

☆necessarily が意味をつけ加えることもありますが、その場合は always で書き換えるの
が一般的です。
The students won’t necessarily complete these lessons in the given time.
〇 The students won’t always complete these lessons in the given time.
学生は必ずしも決められた時間内にこれらのレッスンを終えるとは限らない。
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(1j)

2. 不適切な場合

correct、necessary、suitable、appropriate、proper
★これらの形容詞は、一般に了解されていることを重ねて表す場合は不要です。削除し
ましょう。
The instruction manual shows the correct procedure for setting the clock.

(1k)

取扱説明書に時計の設定の正しい手順が載っている。
取扱説明書が正しい操作手順を示すのは当然のことです。ですから、ここでは correct
は不要です。
We will provide the necessary materials for the project.

(1l)

プロジェクトに必要な資材は当社が供給いたします。
During cold weather, fill the cooling system with suitable ethylene glycol
antifreeze.

(1m)

寒冷期は、冷却システムに適切なエチレングリコール不凍液をいっぱいに補給しな
さい。
To replace the fuse, open the case using appropriate tools from tool kit XB-34.
ヒューズを交換するためには、ツールキット XB-34 の適切な道具を使ってケース
を開けなさい。
(1n)
Our policies set strict standards for proper storage of dangerous chemicals. (1o)
当社の規則では劇薬の適切な保管について厳格な基準を設けている。
上記例文の necessary、suitable、appropriate、proper は、読者にとっては文脈から容易
に想像がつくことであり、いずれも不要な単語です。

correctly、necessarily、suitably、appropriately、properly
★correctly、necessarily、suitably、appropriately、properly も、一般に了解されていること
を重ねて表す場合は不要です。削除しましょう。
After you have correctly completed the questionnaire, please return it to the
address below.
(1p)
アンケートに正確に回答したら下記の住所まで返送してください。
The government necessarily requires employers to provide safe working
conditions.
政府は雇用者に対して安全な労働環境を提供するよう求めている。
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(1q)

When children ride in automobiles, the law requires parents to suitably restrain
them in car safety seats.
(1r)
幼児を車に乗せるときは、親は幼児を安全シートに正しく座らせるよう法律で定めら
れている。
Lower the heat appropriately to prevent the solution from boiling.

(1s)

溶液が沸騰しないように熱を適当に弱めなさい。
To open the electronic lock properly, press 235 on the keypad.
電子ロックを正しく解除するには、キーパッドの 235 を押しなさい。

Clear Writing Summary
不要な強調の言葉・フレーズを避ける（1）「正確性・適切性・必要性」
1. 適切な場合
correct、necessary、suitable、appropriate、proper
★独立した文の構成要素として、または文脈上不可欠なとき
correctly、necessarily、suitably、appropriately、properly
★文脈上不可欠なとき
☆否定文では necessarily の代わりに always を使うのが一般的
である
2. 不適切な場合
correct、necessary、suitable、appropriate、proper
★了解事項を重ねて表すとき
correctly、necessarily、suitably、appropriately、properly
★了解事項を重ねて表すとき
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(1t)

