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第 3 種郵便物認可

TOEIC ☆☆☆ / Business Terms ☆☆☆

エッセンス イングリッシュ スクール
学校長 中村紳一郎

Part 5

解答時間 ３分

1. Books currently unavailable to Erie Library patrons ------- in the airtight containers in the basement.
(A) are stored
(C) stored

(B) have stored
(D) are storing

2. Sales representatives should use Form 22B when applying for ------of their travel expenses.
(A) permission
(C) transportation

(B) employment
(D) reimbursement

3. Filling the vacant position is likely to be difficult as qualified translators are in ------- supply.
(A) shortly
(C) short

(B) shortage
(D) shorten

4. All administrative staff are welcome to telecommute next month if
------- work is affected by the office renovations.
(A) they
(C) them

(B) their
(D) themselves

5. Before carrying out any repair work, technicians should always unplug production line machinery as a safety -------.
(A) activation
(C) inspection

(B) violation
(D) precaution

6. The CEO commended Mr. Houghton for being a hardworking and
------- employee.
(A) depend
(C) dependability

(B) dependable
(D) dependence

皆さん、こんにちは。エッセンス イングリッシュ スクールの中村です。
「コーヒー豆の輸出国は？」と問われて誰もが思いつくのが、Brazil と Colombia。Yemen
や Kenya、Jamaica などを挙げる人も少なくないでしょう。しかし意外にも、ブラジルに次
ぐコーヒー豆の大輸出国は Vietnam なのです！
コーヒーの有名なブランドはモカやキリマンジャロ、そして最高級品と言われるブルーマ
ウンテンです。これらはそれぞれイエメン、ケニア、ジャマイカ産のブランドです。コーヒー
豆産業の新興国であるベトナムは、名の知れたブランドこそ持ちませんが、ベトナム産の

コーヒー豆は廉価なコーヒーやインスタント・コーヒーの原料に多く使われており、
コロンビアを凌ぐコーヒー豆の輸出国となっているのです。
では今週の問題を見ていきましょう。

1. (A)

現在エリー図書館の利用者に貸出できない書物は、地下にある密閉した入れ物に
保管されている。

主語 Books に対する動詞が求められています。books は「store される（保管される）」
側なので、受動態の (A) are stored が適切です。他の選択肢はいずれも能動態です。

2. (D)

出張費の払い戻し申請をする際、営業社員は22B 用紙をお使いください。

選択肢に名詞が並ぶ語彙の問題です。of の後ろにある their travel expenses（出張
費用）と組み合わせて文意が通るのは、(D) reimbursement（ 払い戻し）です。(A)
permission は「許可」、(B) employment は「雇用」、(C) transportation は「輸送」
という意味です。

3. (C)

有能な翻訳者が不足しているため、欠員を埋めるのは難しそうだ。

空欄には直後の名詞 supply を修飾する形容詞の (C) short（足りない）が入ります。
in short supply で「（供給が）不足していて」という意味です。(A) shortly（まもなく）
は副詞、(B) shortage（不足）は名詞、(D) shorten（～を短縮する）は動詞です。

4. (B)

来月のオフィスの改装で仕事に影響が生じる場合は、管理スタッフの在宅勤務を
歓迎します。

空欄直後の work は is aﬀected の主語になる名詞です。よって名詞を修飾する所有
格の (B) their（彼らの）が適切です。

5. (D)

技術者は、修理作業を行なう前に安全措置として製造ラインの機械の電源を抜か
なければならない。

選択肢に並ぶ名詞の内、
「修理の前に～として電源プラグを抜く」という前後の流れ
に合うのは (D) precaution（予防策）です。safety precaution で「安全措置」という
意味です。(A) activation は「作動」、(B) violation は「違反」、(C) inspection は「点
検」という意味です。

6. (B)

最高経営責任者はホートン氏が勤勉で頼りになる社員だと称賛した。

空欄直後に名詞 employee（従業員）があるので、名詞を修飾する形容詞の (B) dependable（信頼できる）が正解です。空欄直前の and が hardworking（勤勉な）と
dependable という２つの形容詞をつないでいます。(A) depend（～に頼る）は動詞、
(C) dependability（信頼性）と (D) dependence（依存）は名詞です。

TOEIC 単語帳
▶

sales representative

▶

aﬀect

▶

vacant

▶

carry out

（名）販売員
（形）空きの

（動）～に影響を与える
～を実行する

協力：エッセンス イングリッシュ スクール

◆

Japan introduced the plea bargaining system in June.

（日本は６月に司法取引の制度を導入した）
◆

: 司法取引」
「

私たちがワールドカップの生中継に熱狂していたころ、東京地検特捜部は水面下
で日本初の試みに着手していた。贈賄容疑の大企業との plea bargain（司法取引）で
ある。犯罪捜査の対象となった個人や法人が率先して罪を認め、捜査当局に協力す
る代わりに、自らに対する訴追を免除してもらう、あるいは罪を軽減してもらうの
が司法取引。アメリカなどでは日常的に行なわれているが、日本では今年６月に導
入されたばかりの legal procedure（法的手続き）であり、基本的には暴力団絡みの犯
罪や贈収賄事件に限って適用される。
７月14日の各種報道によれば、日本初の司法取引に応じたのは発電所建設大手の
三菱日立パワーシステムズ。同社の従業員がタイで、資材の荷揚げに便宜を図って
もらう目的で現地の港湾当局幹部に数千万円の賄賂を贈ったとされる事案で、同社
は法人としての責任を認めて guilty plea（有罪の申し立て）をする一方、贈賄に関与
した従業員に対する捜査への全面協力を約束したという。これで同社は訴追を免れ、
最大５億円とされる罰金を払わないで済んだ。
一部の国では、今もビジネスに賄賂は不可欠とされる。ならば社員に贈賄をさせ
た上で、さっさと司法取引に応じるのが賢い経営戦略なのかもしれない。

（東京地検は贈賄事件で三菱日立パワーシステムズと司法取引に合意した）

Review Quiz
空所に当てはまる語は？（最初の１文字のみ与えられています）

Some say the Facebook-Google (d

) threatens the media industry.
正解：duopoly（２社独占）

plea bargain

Tokyo prosecutors struck a plea bargain with Mitsubishi
Hitachi Power Systems Tokyo in a bribery case.

沢田博（さわだ ひろし）
編集者、ジャーナリスト。『Newsweek 日本版』編集顧問。『図書新聞』、
『Newsweek
日本版』、『Esquire 日本版』の各編集長を歴任。主な著訳書に『ジャーナリズム
翻訳入門』（バベルプレス）、『インターネットの英語』（講談社）、『名もなき人々
の街』（ゲイ・タリーズ著／青木書店）、『第一感』（マルコム・グラッドウェル著
／光文社）、『日本大使公邸襲撃事件』（ルイス・ジャンピエトリ著・プレス）、『経
営学大図鑑』（イアン・マルコーズ著／三省堂）などがある。

