PART 5
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101. 正答 (C)

選択率 (A) 9%

By the end of this year, Decker Industries will
------- new branch offices in three different
European locations.
(A) opens
(B) opened
(C) have opened
(D) have been opened

(B) 2%

(C) 75% (D) 13%

【訳】
今年の末までには、デッカー産業社はヨ
ーロッパの 3 カ所に新しい支店を開設し
ているだろう。

【重要表現】
□ by the end of ... …の終わりま
でに
□ branch ofﬁce 支店

文の構造を見抜く
《正答へのポイント》
選択肢は、動詞 open の、助動詞 have との組み合わせを含めた変化形だ。空所の前後をチェック
すると、空所には will に続く動詞の原形が入ると判断できる。(C) have opened を入れると自然な
文になる。(D) have been opened では後ろの目的語 new branch ofﬁces とつながらず、意味が
とおらない。つまり、＜ will ＋動詞の原形＋目的語＞という構造を一瞬で見きわめたいところだ。
ちなみに、will have ＋過去分詞で未来完了形「（未来のある時点までに）……してしまっているだ
ろう」の構文になっている。

103. 正答 (D)

選択率 (A) 9%

The Guilford Company ------- conducts training
seminars in both March and September.
(A) relatively
(B) presentably
(C) potentially
(D) regularly

(B) 15% (C) 2%

(D) 74%

【訳】
ギルフォード・カンパニーは、3 月と 9
月に定期的にトレーニングセミナーを開
催している。

【重要表現】
□ conduct ……を実施する
□ relatively 比較的
□ potentially 潜在的に
□ regularly 定期的に

意味のとおる副詞を選ぶ

《正答へのポイント》
選択肢には副詞が並んでいる。regularly「定期的に」と conduct「……を実施する」の意味のつな
がりを瞬時に見抜きたいところだ。

The Guilford Company regularly conducts training seminars.
S

（V を修飾）

V

O

Decker Industries will have opened new branch offices.
S（主語）

V（動詞）

102. 正答 (D)

O（目的語）

選択率 (A) 2%

All NRR staff members have been asked to
familiarize ------- with the emergency response
procedures posted on the company intranet.
(A) they
(B) them
(C) their
(D) themselves
定番表現には瞬時に答える
《正答へのポイント》

(B) 42% (C) 2%

(D) 55%

【訳】

NRR の従業員は全員、会社のイントラ

ネットに掲示された緊急事態対応手順に
習熟するように要請されている。

【重要表現】
□ familiarize oneself with ...
……に習熟する
□ emergency response
procedure 緊急事態対応手順
□ post（ネット上に情報）を載せる
□ intranet イントラネット（企業内
や学内など限られた範囲内のネッ
トワーク）

familiarize oneself with ... は決まり文句として覚えてお
こう。この文での themselves は all NRR staff members
を指す。ただ、この問題では文法的に familiarize の目的語になり得るのは (B) の them と (D) の
themselves で、意味がとおるのは themselves と判断することもできる。

familiarize oneself with ...
V

O

（V を修飾）

104. 正答 (B)

選択率 (A) 11% (B) 79% (C) 6%

Our receptionists deal with patients throughout
the day and have been trained to communicate
-------.
(A) effectiveness
(B) effectively
(C) effective
(D) effect
適切な品詞を選ぶ
《正答へのポイント》
直前の動詞 communicate を修飾する副詞 effectively を入
れると、「効果的に意思の疎通をする」となり、自然な意味
の文が完成する。

(D) 4%

【訳】
当病院の受付係は終日、患者さんに対応
します。また、効果的に意思疎通ができ
るように訓練されております。

【重要表現】
□ receptionist 受付係
□ deal with ... ……に対応する
□ throughout ……中ずっと
□ train ... to ~ ……を〜するように
訓練する
□ communicate 意思の疎通をす
る
□ effectively 効果的に

Our receptionists have been trained to communicate effectively.
（受動態）

（communicate を修飾）

「自分自身を……に習熟させる」⇒「……に習熟する」
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