66

Do you have any valid reason to ～ ?
⇨
「～する正当な理由がありますか」 cf ）have a
reason for 〜「〜に対する正当な理由がある」

① Do you have any valid reason

valid

to believe you have been

scammed?
② Do you have any valid reason

to compensate employees for

damages?
③ Do you have any valid reason

to justify your agreement to

the plan?
④ Do you have any valid reason
 o you have any valid reason
⑤D

to be given a grant?
to have your travel expenses

reimbursed?

67

Do you have any specific reason to ～?
⇨
「～する特別な理由がありますか」
cf ）general「一般的な」

 o you have any specific reason to
①D
 o you have any specific reason to
②D

back up your arguments?

execute your special plan?

 o you have any specific reason to
③D

delegate authority to

subordinates?
 o you have any specific reason to
④D

enforce new customer-

first service?
 o you have any specific reason
⑤D

to cash?
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why you prefer a credit card

Track 66
できたらチェック
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TOEIC TEST 頻出単語
詐欺に遭う

compensate ～ for 	
①あ
 なたが詐欺にあったと信じる正当な理由がありま

～に…を償う・補償する

すか。

damage
②あ
 なたが従業員に損害補償する正当な理由がありま
すか。
③計
 画への同意を納得させる正当な理由がありますか。

④ 補助金を支給される正当な理由がありますか。
⑤ 交通費を返金してもらう正当な理由がありますか。

損害

justify 	
～を正当化する、～を納得させる

agreement

同意、賛成

give a grant

補助金を支給する

travel expense
reimburse

交通費

～を払い戻す

Your turn

① あなたの議論を裏付ける特別な理由がありますか。
②あ
 なたの特別な計画を実行する特別な理由がありま
すか。
③ 部下に権限を委ねる特別な理由がありますか。

④ 新しいお客様優先サービスを実施する特別な理由が
ありますか。

back up ～を裏付ける
argument 議論
execute a plan 	
計画を具体化する・実行する

delegate authority to
～に権限を委ねる

subordinate 部下
enforce 	
～を実施する、～を施行する

customer-first service 	
顧客優先サービス

⑤キ
 ャッシュよりクレジットカードを好む特別な理由
がありますか。

prefer ～ to … …より～を好む
credit card クレジットカード
cash キャッシュ、現金
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証拠・根拠に関する英語表現

be scammed

175

It’s critical to protect ～

⇨
「～を保護することは重要である、不可欠である」
cf ）indispensable「不可欠の、必須の」

① It’s critical to protect

data on digital devices.

② I t’s critical to protect

our private information.

③ I t’s critical to protect

confidential documents.

④ I t’s critical to protect

our online reputation.

⑤ I t’s critical to protect

our products through corporate

branding.

176

The priority is that ～

⇨
「優先事項は～である」 cf ）the top priority is 〜「最優先事項
は〜である」 the first priority is 〜「第 1 の優先事項は〜である」

① The priority is that

we need to offer quality goods.

② The priority is that

we should cut down on the advertising

costs.
we should indicate the mistakes and
fraudulent dealings of our competitors.

③ The priority is that

④ The priority is that

we should develop low-priced goods.

⑤ The priority is that

given time.
212

we need to carry out a given task at a

Track 175
できたらチェック

175

Track 176

176

～に関するデータを保護する

①情
 報機器に関するデータを保護することは重要です。

digital device 	
デジタル機器、情報機器

② 私たちの個人情報を保護することは重要です。

③ 機密書類を保護することは重要です。

④ オンライン上の評判を守ることは重要です。

⑤コ
 ーポレート・ブランディングをとおして当社の製
品を保護することは重要です。

private information

個人情報

confidential document
機密文書、秘密書類

online reputation 	
オンライン上の評判

corporate branding 	
企業そのもののブランドを確立する
こと

Your turn

① 優先事項は当社は質の高い品物を提供する必要があ
ることです。
② 優先事項は当社が広告費を軽減するべきことです。

③ 優先事項は当社がライバル企業の誤りや詐欺的な取
引を指摘すべきことです。

④ 優先事項は当社が低価格の品物を開発すべきことで
す。
⑤ 優先事項は当社が与えられた時間で与えられた仕事
を実行する必要があることです。

offer ～を提供する
quality goods 良質の品
cut down on 	
～を軽減する、削減する

advertising cost 広告費
indicate the mistake 	
誤りを指摘する

fraudulent dealing 	
詐欺的な取引

competitor ライバル企業
low-priced goods 低価格の品物
carry out ～を実行する
a given task 与えられた仕事
at a given time 	
与えられた時間で
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主張・強調に関する英語表現

protect data on 	
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