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Japanese company allow pets into the office 

ｈ 

initiate   始める 

novel   新しい 

entice   そそのかす 

executive  幹部 

aim at   目的とする 

《Vocabulary and Phrase》                           

コロナウイルスのパンデミックは世界中で労働環境を変えてきた// 何百万もの人

がオフィスで働くことから切り替えている/ 家でリモートワークをすることに// ある日

本の会社は新しい方針を始めた/ 社員をオフィスに戻すように// テクノロジー大

手の富士通は社員に許可している/ 彼らとともにペットを仕事に連れてくることを

// 幹部は東京近郊である川崎のビルに「ドッグオフィス」を設けた// スタッフたち

はオフィスに戻ってくるように促されている/ 仕事場に犬を持ってくることを許可す

ることで// これは仕事場でより社員が働きやすいようにする試みの一環である// 

より多くの人がリモートワークを止めることをいとわないだろう// 

日本の労働者はオフィスで長時間過ごすことで有名である// パンデミックはこれ

を大きく変えた// 多くの労働者が家で働き始め/ そして人々は新しい文化であ

るテレワークを気に入っているようだった// 彼らはまたリモートワークの方がより良

いと考えた/ 郊外から二時間の通勤に耐えるよりも// 人々はペットと充実した

時間を過ごしたいと言う考えに愛着を持った// 富士通の実験は社員にとりイン

センティブになる/ オフィスに彼らの犬ととみに戻ることが// ある社員は言った ほ

かの人とコミュニケーションがとれる/ 犬の力を借りて// ロイター社は言う 富士

通の「ドッグオフィス」は六匹までの余裕があると/ そして汚れ防止のカーペットや

様々な犬の用品があると// 

The coronavirus pandemic has changed working conditions 

worldwide.// Millions of people have switched from working in their 

offices/ to working remotely at home.// A Japanese company has 

initiated a novel measure/ to entice workers back into the office.// 

The technology giant Fujitsu is allowing some of its workers/ to bring 

their pet dogs to work with them.// Executives set up a "dog office" at 

a building in Kawasaki, near Tokyo.// Members of staff are being 

encouraged to return to the office/ by being allowed to bring their dogs 

to work.// It is part of a trial aimed at making workers more 

comfortable in the workplace.// More people may be willing to give up 

working remotely from home.// 

Japan's workforce is renowned for spending long hours in the office.// 

The pandemic greatly changed this.// Many workers started working 

from home/ and people seemed to prefer this new culture of 

teleworking.// They also decided that working remotely was better/ 

than enduring two-hour commutes from the suburbs.// People got 

attached to the idea of spending more quality time with their pets.// 

Fujitsu's experiment is an incentive for workers/ to return to the office 

and be with their pooches.// One worker said he could "communicate 

with other people/ with the help of our dogs."// Reuters says the 

Fujitsu "dog office" has space for up to six dogs/ "and features stain-

proof carpets and a range of pet supplies".// 

《Linking Logic》 

ex.) time with their pets 

 

willing to  いとわない 

renowned for  ～で有名である 

endure   耐える 

commute  通勤する 

pooch   犬 
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