
PR (*Duplex-Flip on short Edge (Landscape)) 

Portugal bans bosses contacting staff after work 

 

integral   不可欠な 

indispensable  なくてはならない 

intrusive  邪魔な 

incursion  介入、侵犯 

prohibit   禁止する 

《Vocabulary and Phrase》                           

テクノロジーは私たちの生活において必須のしばしば欠かせない部分である// し

かしまた邪魔にもなりうる/ 特に職場が関係してくると// 多くの雇用主や上司は

従業員に仕事の時間以外であっても連絡をしてくる// これはスタッフが仕事から

完全に切り替えることができないことを意味する// ポルトガル政府は労働者の

生活への介入を制限するための対策している// 政府は雇用主と上司に禁止さ

せる法律を導入した/ 労働時間外のメール、メッセージや電話による連絡をする

ことを// その法律は 10人以上の労働者がいる職場に適用される// 政府はこ

の違反は重罪になると述べている/ さらに罰金刑になりうると// ポルトガル政府

は新たなプライバシー法を導入した/ コロナウイルスによるロックダウン中に大量の

苦情を受け取った後に// より多くの労働者が/ コロナウイルスの影響で家からリ

モートで働いている// リサーチ会社であるガートナーは見積もっている/ リモート

ワーカーたちは 2021年の終わりまでに倍になり世界全体の労働力の 32％に

なる/ 2019年の 17％と比較して// ポルトガル政府は言った/ 「雇用主は労

働者のプライバシーを尊重しなくてはならない// 新しい法律はまた雇用主に求

める/ 家で働くために適切なツールを提供することを/ またそれに伴い必要になっ

た費用を賄うために電気代などを支払うこと// 

Technology is an integral and often indispensable part of our 

lives.// However, it can also be an intrusive part,/ especially where 

the workplace is concerned.// Many employers and bosses contact 

employees outside of working hours.// This means staff can never 

entirely switch off from work.// The government in Portugal has 

taken steps to limit this incursion into the lives of workers.// It has 

introduced a law that prohibits employers and bosses/ from 

contacting workers by email, message or phone outside of working 

hours.// The law applies to companies with more than 10 

employees.// It states that any violation constitutes a "serious 

offense"/ and could result in financial penalties.// The Portuguese 

government has introduced the new privacy law/ after receiving a 

deluge of complaints during the coronavirus lockdowns.// An 

increasing number of employees/ are now working from home 

remotely because of COVID-19.// The research company Gartner 

estimated/ that remote workers will nearly double to represent 32 

per cent of the global workforce by the end of 2021,/ compared to 

17 per cent in 2019.// Portugal's government said:/ "The employer 

must respect the privacy of the worker."// The new law also 

requires employers/ to provide employees with the appropriate 

tools to work from home,/ and reimburse them with any costs 

incurred to assist with increased energy bills.// 

215 words       WPM 

《Linking Logic》 

ex.) An increasing number 

 

constitute  構成する、当たる 

deluge   大洪水、氾濫 

represent  表す 

reimburse  弁償する 

incur   引き起こす、受ける 
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