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Double passage では２つのパッセージには必ず関連がありますか
ら、関係を見抜くことがポイントになります。今回はビジネス場面で
のお知らせとメールを素材にして、Double passage の攻略のコツを
見ていきましょう。

Questions 1-5 refer to the following announcement and e-mail.
Announcement from the Cafeteria Reorganization Committee
To: All Employees
Final arrangements have been made for the renovation of the company cafeteria. The facility will be closed for three months, beginning this coming Friday, May 12, and then it will reopen as “Josie’s
Natural Foods Café.” In deciding to offer the contract to restaurateur and health food store owner Josie Hendrickson, the committee
made their decision based on over 300 employee surveys and comment cards, as well as strong urging from our company president.
Our goal was to find a healthy alternative to our present set-up. Our
current cafeteria has not been remodeled or updated since the company began, in 1967. In addition to bringing a whole new, healthy
menu to our facility, Josie and her team will bring in more modern
equipment. Much of the new menu will be organic, which does tend
to cost a bit more to provide. However, there will be a daily Super
Savings Special that will be priced at $7.00 or less. We calculated
that the average person has spent $8.50 per meal at the cafeteria in
the past, so the committee determined that there would always be a
meal that is available for less than the average price. Another new
feature is that, beginning in August, the cafeteria will be open from
6:30-10:00 a.m. for breakfast. The menu will include organic farmfresh eggs cooked to order, fresh baked breads, hot and cold cereals
and fruit platters. We realize that it is an inconvenience to have the
cafeteria closed for most of the summer, but we trust the new set-up
will be a positive change for all employees.
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To: All McPherson Electronics Employees
From: Ross McPherson, Jr. CEO
Subject: New Café
By now you have most likely seen the announcement about the
changes to the cafeteria. Having grown up around this company, I
have had thousands of lunches in our old facility. The first time was
probably when I was five years old, the year my father, Ross
McPherson, Sr., started this company. My father and I played golf
on Sunday and I told him about the new café. He was thrilled. Over
the past few years my father has become very health conscious and
he now only eats organic and natural foods. “Now, I can meet you
for lunch at work,” he said to me. As president of a family-owned
company, I felt that I needed to see our cafeteria become the sort of
place that I would take my family. The only drawback to this
change is that we will be without a facility for three months.
Rhonda Winston in personnel is compiling a list of local restaurants. Also, about four blocks from here, at 1964 Wilmington Rd.,
is a health food store called All Natural. They have a small window
that makes sandwiches and salads to go. All Natural is owned by
our new cafe chef Josie Hendrickson. During the three months that
our cafeteria is closed, you can request the “McPherson Special”
and get a lunch plate to go for about $7.00. Thank you for your patience. I look forward to seeing you at the café!

Step 1 初めに何を知らせるお知らせ（announcement）なのか、次
の質問に答えましょう。

What is this announcement about?
(A) Introducing “Josie’s Natural Foods Café.”
(B) Renovation of the company cafeteria.
(C) Raising the cost of cafeteria
announcement は何かを伝えるのが目的ですから、はっきりとした
トピックセンテンスがあります。多くは冒頭で述べられます。このア
ナウンスは、食堂改革委員会から、社員全員に向け、食堂の改築につ
いて知らせるものです。
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Step 2 次にメールについて見てみましょう。下の英文の空所に適
語を書き入れましょう。

This e-mail is from Ross McPherson to ( 1 ) about ( 2 ).
He is the ( 3 ) of McPherson Electronics.
Eメールや手紙、メモの件名は、メールの用件をまとめたものです
から、必ずチェックしましょう。このメールは社長である Ross
McPherson Jr. が McPherson Electronics の全社員へ向けて新し
いカフェテリアについて述べています。 By now you have most
likely seen the announcement about the changes to the cafeteria. から、食堂改革委員会からの通達を受けて書いていると考えられ
ます。

Double passage では、状況を把握する
まず、冒頭の Questions x-x refer to the following announcement and e-mail. から文書の種類を確認しましょ
う。次に両方の文書の関係を把握します。時間的にはどちらが
先か、誰が誰にどういう趣旨であてた文書か、といった状況を
とらえ、文書の関連を見抜きます。今回の場合、社員食堂のリ
ニューアルに対する社員へのアナウンスと社長からのメッセー
ジメールですから、時間的にはほぼ同時です。これらはメール
や手紙のタイトル、会社の業種、あて名、書き手の名前などか
ら素早くとらえることができます。また両方に共通する名前な
どからも情報が把握できます。

正解・訳
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では、2つの文書の概要がわかったところで、TOEIC 形式の質問に
答えてみましょう。

1. How was this change in the cafeteria decided?

(A) By the president alone.
(B) By the committee alone.
(C) By the committee with input from the president and his
father.
(D) By the committee with input from employees and the
president.
A B C D
2. What is NOT mentioned on the breakfast menu?

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Step 1
Step 2
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(B)
(1) all employees (2) new café (3) president [CEO]

(A) Hot cereal.
(C) Cold cereal.

(B) Fresh bread.
(D) Hot coffee.

A

B

C

D

A

B

C

D

3. What year was Ross McPherson, Jr. born?

(A) 1961.
(C) 1964.

(B) 1962.
(D) 1967.

4. What does Ross McPherson Jr. imply about his father?

(A) That he would not want to eat in the current cafeteria.
(B) That he does not believe that health food is that important.
(C) That he worries that his son is not doing a very good
job as president.
(D) That he is not a very good golf player. A B C D
5. What is Josie offering for the next three months?

(A) An opportunity for cafeteria employees to work at her
health food restaurant.
(B) A lunch cart outside the company building selling the
“McPherson Special.”
(C) A lunch menu McPherson employees can get at her
health food store.
(D) A list of restaurants that she can recommend to company employees.
A B C D
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ANSWERS
正解

1. (D)

2. (D)

3. (B)

4. (A)

5. (C)

訳 問題1-5は次のお知らせとメールに関するものです。
食堂改革委員会からのお知らせ
あて先：全社員
社員食堂改築のための最終調整がなされました。施設は次の金曜日の5月12日か
ら 3か月間閉鎖され、その後「ジョージーの自然食品カフェ」として再開店しま
す。料理店経営者兼健康食品店オーナーのジョージー・ヘンドリクソンに契約の
申し出をするにあたって、委員会は、300人以上の社員に対する調査やコメント
カードの他に、当社の社長からの強い勧めに基づいて決定をいたしました。私た
ちの目標は、現在のものの代わりとなる健康的な設備を見つけることでした。私
たちの現在の食堂は1967年に会社が始まって以来改築されたり改新されたりし
ていません。私たちの施設に全く新しい、健康的なメニューが持ち込まれるだけ
でなく、ジョージーと彼女のチームはより近代的な設備を持ち込んでくれます。
新しいメニューの多くは有機的で、確かに提供するには少し高くつきます。しか
しながら、7ドルかそれ以下のスーパー・セービング・スペシャルが日替わりで
提供されます。私たちの計算では、これまで平均的な社員は食堂で 1 食につき
8.50ドル使っていたことになりますから、委員会はその平均価格よりも安く手に
入る食事が常にあるだろうという結論に達しました。もう1つの新しい特徴は、
8月から食堂が朝食のため、6時半から10時までオープンするということです。
そのメニューには、注文により料理される有機農場直送の卵や焼きたてパン、温
かい、あるいは冷たいシリアルと果物の盛り合わせなどがあります。食堂がほと
んど夏中閉鎖されるのは不便だと承知していますが、新しい設備が全社員にとっ
て好ましい変化になるだろうと信じています。
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

あて先：マクファーソン・エレクトロニクス全社員
差出人：ロス・マクファーソン・ジュニアCEO
件名：新しい食堂
皆さんはおそらくもう食堂の改装についてのお知らせをご覧になったでしょう。
私はこの会社近辺で育ちましたので、私は私たちの古い施設で何千という昼食を
とりました。初めて食べたのはおそらく私が5歳のとき、父のロス・マクファー
ソン・シニアがこの会社を始めたときだと思います。父と私は日曜日にいっしょ
にゴルフをしましたので、父に新しい食堂のことを話しました。彼はとてもわく
わくしていました。ここ数年間、父は非常に健康志向が強くなり、今では有機物
および自然食品しか食べません。
「これでおまえと会社で昼食に会えるな」と彼は
私に言いました。同族会社の社長として、私は、自社の食堂を、自分の家族を連
れて行きたいような場所にする必要がありました。この変化について唯一の障害
は、3か月間施設を使えないということです。人事部のロンダ・ウィンストンが
この地域のレストランの資料作りをしています。また、ここからおよそ4ブロッ
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ク離れたところ、ウィルミントン通り1964番地に、「オール・ナチュラル」とい
う名前の健康食品店があります。そこには、持ち帰り用のサンドイッチとサラダ
を作っている小さな窓口があります。
「オール・ナチュラル」は、私たちの新しい
食堂のシェフであるジョージー・ヘンドリクソンの所有です。食堂が閉鎖されて
いる3か月間、皆さんは「マクファーソン・スペシャル」を頼めば約7ドルで持ち
帰り用の盛り合わせ昼食を買うことができます。しばらくご辛抱をお願いしま
す。食堂で皆さんにお会いできるのを楽しみにしています
 1. お知らせの第 3 文目に、 made their decision based on over 300 em-

ployee surveys and comment cards, as well as strong urging from
our company president. とあります。つまり、社員からの意見と、社長か
らの勧めをもとに決めたということで、(D) が正解です。

2. 朝食メニューとして述べられているのは、卵、パン、温かいシリアルと冷た
いシリアル、果物ですから、(D)のコーヒーが述べられていません。したがっ
て、これが正解です。

3. 社長はメールの中で、 when I was five years old, the year my father,
Ross McPherson, Sr., started this company. と書いています。最初のお
知らせの中で、会社は 1967 年に始まったと書かれていますから、この年に
5 歳だったということは、 1962 年に生まれたということになり、(B)が正解
です。

4. メールの本文を順に見ていくと、ゴルフについては、 My father and I
played golf on Sunday と書かれているだけで、上手かどうかについては
述べていないので、(D) は一致しません。健康食品については、 my father
has become very health conscious and he only eats organic and
natural foods. とありますから、(B)も一致しません。また、父親が “Now,
I can meet you for lunch at work.” と言っていることから、今は会社で昼
食に会うことはできないと判断できます。今は健康食品は提供されていない
ので、会社の食堂では食べられないということですから、(A) はこの内容に
一致します。(C)については明確には述べられていませんが、息子の計画を
聞いて He was thrilled. とあるので、うまくやっていないと心配している
様子はありません。

5. Josie は新しい食堂のオーナーの名前ですが、メールの最後のほうに名前が
出て、閉鎖中の 3 か月間のランチについて、 y o u c a n r e q u e s t t h e
“McPherson Special” and get a lunch plate to go for about $7.00. と
あります。 (C) の内容がこれに一致します。

語句

reopen「再開する」、restaurateur「レストラン経営者」、survey「調
査、アンケート」、urging「促し」、alternative「代わりになるもの」、
remodel「〜を改造する」、updated「最新の」、equipment「設備、道
具」、 organic 「有機物の」、 feature 「特徴」、 farm-fresh 「農場直送
の」、platter「大皿」、inconvenience「不便」、conscious「関心が高
い」、drawback「障害」、compile「資料を集める」、patience「忍耐」
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