
はじめに

「文」という漢字は、元来「もよう」という意味を持っています。「もよう」は記号の意味を持
つようになり、「文」が言語自体を表すようになりました。同時に、「もよう」は生活における余
裕を暗示するようになり、「文」が文化をも表すようになったようです。つまり、「文」という漢字
は、言語と文化の２つの基本的な意味を持ち合わせていることになります。

さて、「言語」を支えるもの、すなわち、言語の基盤となっているのは「文法」です。そして 
｢文化」を支えるもの、すなわち文化の下部構造は「経済」といえます。本書は、技能的には、言
語の基盤となる文法を学び、教養的には、文化の下部構造である経済に関わる事象を学ぶこと
を主眼としています。

勿論、本書は、言語の学習は文法を基本であるという発想のもと、４技能全体に目を配り、
現代の国際化時代に対応して、英語コミュニケーション能力の涵養に役立つよう編集されてい
ます。

同時に、本書は、現代の情報化時代に対応すべく、経済そのものから派生した話題、ビジネ
スや経営など幅広く現代的な話題を取り上げ、内容的にも深みのある情報を提供することを目
指しています。

本書は、現在、大学英語教育に不可欠な要素となっているTOEICテストの対策としても利用
できるよう編まれています。つまり、TOEICテストのリスニングセクションのPart ３やPart ４、
また、リーディングセクションのPart５などの対策が可能です。

本書は、各章最初の Reading Passage を Thomas Koch が、① T/F Listen-
ing と④ Vocabulary Check を松村優子が、③ Grammar Check、⑤ Composition
と⑥ Taskを山口修が、② Listening Practice を Lance Burrows が、Words & 
Phrases、Grammar Pointer と Vocabulary Pointer、さらに全体の監修を石井隆之が
担当しました。

本書を通じて、英語の総合能力を向上させ、経済的な情報を学び、トータルな国際人として
の素養を身につけることに貢献できれば、著者として、これ以上の喜びはありません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　著　者
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■本書の4大特長■
① 英語４技能と単語と文法の基礎的な能力向上が可能な総合教材である。
② 各章の最後にタスクを設け自由英作文能力養成にも対応できる。
③ 練習問題も充実しており、TOEICのPart３とPart４の対策 、文法問題や単語問題はTOEICの 
 Part５の対策にもなる。　
④ 巻末に重要語のリストをつけている。

■本書の章構成■
① Reading Passage　最初に英文パッセージ１ページ強。
② True/False Question 穴埋め形式でリスニング、全４問。
 穴埋め箇所は２箇所、[  ]内にTまたはFを記入。
③ TOEIC系問題 (Part３とPart４型問題を交互に出します)
 １つのListeningに対して２設問。
④ 文法問題　各章にテーマを設定　テーマはその章のReading Passageに頻出する、
 または、そのPassageで目立つ文法項目を採用する。
 次のAとBの２つがある。
  A：文法テーマに関する基礎的問題　全４問。
  B：文法テーマに関するTOEIC Part５的問題（Part５文法系問題） 全２問。
⑤ 語彙問題　その章のReading Passageに頻出する語彙、または、コラム「Vocabulary 　     
     Pointer」に関連する語彙項目を採用する。
 次のAとBの２つがある。
  A：語彙に関する基礎及び応用問題　合計4問。
  B：TOEIC Part５的問題（Part５語彙系問題） 全２問。
⑥  英作文問題　全５問。章が進むにつれてレベルが上がる。形式は以下(a)(b)(c)の３種類。
 全て日本語文がついています。
 (a)  並べ替え　英文の一部の単語をばらばらにしてあり、日本語文に合うよう　　  
  並べ替える問題。７つ（～１２）の語句の並べ替え。
 (b)  空欄穴埋め作文　(   )が複数個あり、日本語文に合うように正しい英語を
  (　 ) 内に埋める問題。
 (c) フル 作 文 　 与えられた日本 語 文 を英 語 に作 文 する問 題 。章を重 ねるごとに 、 
          難易度を少しずつ上げる。　　
⑦  ライティングタスク　次の２つのタスクを入れる。
 (i) 復習タスク (ii) ライティングタスク
 復習タスクは、Reading Passageに下線を引く形式。
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Unit  11
Corporations: Economies Larger than Countries

Corporations in America have had an in-
teresting history. Corporations were brought 
from England to the U.S. with the fi rst set-
tlers. The fi rst corporation in the U.S. was 
the Massachusetts Bay Company charted by 
King Charles I of England in 1628 to develop 
North America. 

In the United States, to form a corpora-
tion, a group must receive permission to 
incorporate from one of the 50 states in the 
U.S. Since becoming a corporation is a privi-
lege, and not a right, there are many laws 
that corporations must follow. The State of Delaware is a very popular state for the 
process of incorporating, or forming a corporation, because its laws are favorable to 
corporations. More than 250 of America’s largest 500 corporations were formed, or 
incorporated, in Delaware. 

Many years ago, many of the corporate laws did not apply to the average person, 
but now they are applied to individuals as well as corporations. The driver’s license is 
an example of this. When driver’s licenses were fi rst issued, they were only required 
for company drivers. Some historians believe that governments began issuing driv-
er’s licenses to the general population in the 1930s as a form of identifi cation.

Over time, corporations have grown in size and infl uence. Of the world’s 100 larg-
est economies, 51 of them are corporations. Two hundred of the world’s largest cor-
porations now control over 25% of the world’s economic activity. Critics have argued 
that as the corporations and profi ts have gotten larger and larger, workers and com-
munities have gotten a smaller piece of the growing international economy. Corpora-
tions argue that people have benefi ted by becoming more effi cient in a free market 
environment.

As corporations have increased their infl uence and power, the relationships be-
tween governments and corporations have become closer and closer. Since politicians 
need large amounts of election campaign money, they have passed laws allowing cor-
porations to donate money to politicians.
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Words and Phrases
chart 計画する    incorporate 法人組織にする    privilege 特権    issue 発行する    identifi-
cation 身分証明    donate 寄付する    Supreme Court 最高裁判所    free speech 言論の自由 

1. True / False Listening

2. Listening Practice - Short Talk

次の英文を聞いて空欄に当てはまる単語を記入し、英文の内容がReading Passageと一致してい
る場合はTを一致していない場合はFを[   ]内に書き入れなさい。

次のアナウンスを聞いて空欄に当てはまる単語を記入し、後の問いに答えなさい。

 The (                    ) of establishing the first corporation in the U.S. was to   1. [      ]  
          (                    ) North America.  

 At (                    ) there are a very small number of laws that (                    ) must  2. [      ]  
          abide by. 

 The (                    ) of driver’s licenses is an (                    ) of the application of  3. [      ]  
      corporate laws to individuals.

 The more influence corporations (                    ), the weaker the relations  4. [      ]  
          between (                    ) and corporations became.  

Where is the announcement taking place? 1. 
  (A) In a government agency  
  (B) In a restaurant  
  (C) In the dining hall  
  (D) In Starr hall

Attention, everyone. We hope that you are enjoying your ( a.                ) here in the company  
( b.                ) hall. There will be a reception in Starr Hall at 6 p.m. tonight to ( c.                ) 
Congressman Friendly, who has ( d.                ) us win a $385 million ( e.                ) to build 
20 prisons throughout the country. Free beer, wine, soft drinks, barbecued chicken and  
( f.                ) will be provided. All employees are ( g.                ). In ( h.                ) to give the 
congressman the attention that he ( i.                ), all employees from the government affairs 
office are ( j.                ) to attend.

The United States Supreme Court decided in 1978 that giving money to a politi-
cian was a form of free speech. The Court also found that the right to free speech was 
the same for corporations as it is for individuals. Meanwhile, critics argue that since 
politicians are dependent on the corporations for election campaign funds, the corpo-
rations have gained excessive power over the politicians. 
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Grammar Pointer [1]  - 動名詞
動詞のing形で名詞として機能する形を動名詞と呼ぶ。
動名詞(が導く句)は、主語の位置、補語の位置、目的語の位置、或いは前置詞
の直後に来る可能性がある。
Becoming a corporation is a privilege. [主語]
Governments began issuing driver’s licenses.　[目的語]
Delaware is a popular state for the process of forming a corporation. [前置詞の後]

3. Grammar Check
A: 正しい形を選びなさい。

B: 次の空欄に当てはまる語句を選択肢(A)～(D)の中から１つ選びなさい。

Upon ( hear / hearing ) the news, Ms. White burst into tears. 1. 
そのニュースを聞くとすぐ、ホワイトさんは泣き出した。
I2.  remember ( seeing / to see ) him somewhere in the neighboring town before. 
私は彼を以前に隣町のどこかで見た記憶がある。
The3.  boss is considering ( to go / going ) on a business trip next week. 
上司は来週出張することを考えている。
Would4.  you mind ( turning / to turn ) off your mobile phone?. 
携帯電話の電源を切っていただけますか。

Since we have run out of both printer ink and printer paper, we have to stop1.  ____________. 

  (A) copy    (B) to copy 

  (C) copying   (D) being copied 

Don’t forget2.  ____________  enough rest when you are under a lot of stress. 

  (A) to get     (B) getting 

  (C) to be gotten   (D) having gotten

What item will not be provided at the reception? 2. 
  (A) Barbecued beef 
  (B) Barbecued chicken   
  (C) Beer 
  (D) Soft drinks  
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Vocabulary Pointer [1]  - 接頭辞 IN 
接頭辞のINには「中へ」という意味と「不」の意味の２つがある。
incorporate（＜in[中へ] corp[体の]ate[動詞]）＝取り入れる
individual（＜in[不] divid[分ける] ual[こと]）＝[これ以上分けられない]個人
independent（＜in[不]+dependent[依存する]）＝独立した 
cf. inpatient（入院患者）とimpatient（我慢できない[←in（不）＋patient]

4. Vocabulary Check
A: （　）内に当てはまる英単語を入れなさい。

Shakkei1.  is a unique method of (                    ) the outer scenery into a garden.  
借景は庭に外部の景色を取り入れるユニークな方法だ。

T2. here has been a constantly increasing number of two (                    ) families. 
夫婦２人とも収入のある家族の数が常に増えている。

T3. he newly employed manager is (                    ) of dealing with difficult tasks. 
新しく雇われた部長は難しい仕事に対処する能力がない。

M4. y boss is such an (                    ) person that I avoid talking to him whenever  
possible. 
私の上司は不誠実な人なので、できれば口を聞きたくない。

B: 次の空欄に当てはまる語句を選択肢(A)～(D)の中から１つ選びなさい。

 1. ____________  is one of the most important elements you should show when you are 
interviewing for a job. 
  (A) Individual  
  (B) Individualize 
  (C) Individuality 
  (D) Individualist 

We have an2.  ____________  number of documents we have to handle this month even 
though we will all be engaged in another project. 
  (A) inexpensive 
  (B) asymmetrical 
  (C) anticlockwise 
  (D) uncountable
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5. Composition

6. Task

次の日本語に合う英文になるように、（　）内を並べ替えなさい。

復習タスク	i.	
最初のReading Passageに出てくる全ての動名詞に下線を引きなさい。
ライティングタスクii.	  
次のどちらかについて、自分自身の意見を英語で書きなさい。 
 (a) 将来どんな会社で働いてみたいか？ 
 (b) 会社を運営する場合、何が最も大切であると思うか？

現在施行されている法律の多くは現在、会社同様個人にも適用されている。 1. 
Many of the laws enforced at present ( individuals / as well / to / applied /are / 
corporations / as ).

証2. 券会社は、仕事内容が効率的になって初めて、利益を得ることになった。 
It was ( became / the / until / that / not / efficient / its tasks ) securities firm ben-
efited.

政3. 治家は選挙資金に企業を頼るので、企業のほうが政治家より権力を持っていると言える。 
The fact that politicians depend on corporations for election funds ( it / to / us / say 
/ possible / for / makes ) that corporations exercise more power than politicians.

私の4. 上司は、私が以前仕事上で重大なミスをしたという理由で、私が３日間休暇を取るのに反対し
た。 
My boss ( because / three / to / days off / taking / objected / my ) I previously 
made a serious mistake in the report.

たとえ5. 都合が悪いと言ったとしても、そこを何とかして欲しいといつも言う人は本当に思いやりのな
い人だ。 
Any person who always asks others to do what he wants them to do even when they 
say ( inconsiderate / them / it is / is / for / really an / inconvenient ) person.




