
TOEIC   Part 5 & 6 穴埋め問題 
 
TOEIC の穴埋め問題には、Part 5 短文穴埋め問題	 （1 問、1 問	 文章が分かれている）
と Part 6 長文穴埋め問題（１つの文章の中に 3問の問題が入っている）があります。 
 
日本人学生にとって一番点数が取れるパートが Part 5,6になります。 
 
TOEIC対策では以下の手順で進めます 
 
① Part 5 を 10問ずつ解く/ Part 6 は 9問ずつ（3文章） 
② グループ内で順番を決め、1人 1問ずつ回答していき、その理由を伝える 
③ 回答に相違がある場合は、違う意見を持っている人がその理由を伝える 
④ ＧＡが最終的に正解とその理由を伝える 
 
Q1 
正解とその理由 
C 
Have to の後は、動詞の原形が入る 

 
Q2 
正解とその理由 
A 
動詞が空欄にされている文章になります。動詞として使用できるのは、Ａのみ。Ｃは進行

形なので、be動詞が必要（例：is realizing ） 
 
Q3 
正解とその理由 
B 
火の取扱いが制限されているという事。Aは作成直すという意味の動詞、Ｃは止めさせる
という動詞で近いが、文章内には are という be動詞があるので、使用できない、Dは復
興や復帰するという意味の名詞になる 

 
Q４ 
正解とその理由 
B 
予約するという単語になります。予約は reserve以外にも bookという単語も使用されま



す。I booked a room.  
 
Q5	  
正解とその理由 
D 
is located と書いてあり、～に位置しているという意味になります。その間に入る言葉は
副詞（より状況を深く説明する言葉）が入り、Dは「～に便利に位置している」という意
味になります。 

 
Q6 
正解とその理由 
C 
Extraordinary	 並外れたというのが答え。Aは名詞、Ｂは副詞なので、上記文章にはあ
てはまりません。Ｄは形容詞で霊感などの意味 

 
Q7 
正解とその理由 
A 
Purchaseは購入という意味。他は関係ない意味の単語が羅列している問題になります。
Purchase=buy ⇔sellといった具合に、類似語、反対語を覚えましょう。 

 
Q8 
正解とその理由 
B 
The restoration project was done.のみでも文章としては成り立つ事を考えて、副詞が入
る事を理解（副詞は状況をより詳細に説明する詞） 

 
Q9 
正解とその理由 
C 
人口の高齢化という意味になります。Ａは評判、Ｂは普及者、Ｃはアイスの意味。 

 
Q10 
正解とその理由 
B 
意味の違う動詞が並ぶ問題。commend は命令する、recommendは推薦する。 



 
Q11  
正解とその理由 
D 
Attendees は参加者の意味。Attireは服装、attentionsは注意、注目、attractは魅力的、
引き付けるという動詞 

 
Q12 
正解とその理由 
A 
近づいてきているという意味。進行形を使用。 

 
Q13.  
正解とその理由 
B 
Than	 は比較級に使うので、今回の文章では使えない。Then は「それから（時間の流
れ）」という意味なので大丈夫。Therefore は「したがって」という意味であり、この文
章には入れる事ができない。 

 
Q14 
正解とその理由 
D 
Quite oftenで「よく行く」という意味。 

 
Q15 
正解とその理由 
A 
満足するという意味。Ｂは名詞なので、文章のこの部分には入らない。Ｃ、Ｄは動詞にな

ります。 
 
Q16 
正解とその理由 
C 
文章内の他の動詞が過去形なのに注意する。Drew は draw の過去形。 

 
 



Q17 
正解とその理由 
B 
意味の違う動詞が並ぶ問題。評価という意味のＢが正解。Ａは沸騰、Ｃは避難、Ｄは回避。 

 
Q18 
正解とその理由 
D 
Acted＝演技をした。が正解。文脈に併せて正しい単語を選ぶ問題。 

 
Q19 
正解とその理由 
A 
Lawn companyは芝生を仕入れたり、手入れをする会社。Loan （銀行などのローン）会
社とは間違えないように。 

 
Q20 
正解とその理由 
B 
Long-awaited	 長い間待った	 という意味。	 Dは評決。 

 
TOEIC Part 6 長文穴埋め問題 
Q1 
正解とその理由 
A 
本気で、まじめに入りたいと考えている人のみ。という意味 

 
Q2 
正解とその理由 
D 
Job seeker 求職者はよく利用される単語です。Jobと一緒に覚えておきましょう。 

 
Q3 
正解とその理由 
A 
Thanks to （事、人）	 で「～に感謝する」という意味になる。 



Q4 
正解とその理由 
B 
文面から一番高く売れたという事が理解できる。Highest が正解。Best は一番という意
味があるが、金額という意味においては、highestが正解。 

 
Q5 
正解とその理由 
B 
2人の人が競り合っていたと書いてあるので、Ｄは不正解。Each other というのは「双
方」「お互いに」という意味。 

 
Q6 
正解とその理由 
C 
Previous は以前の（1つ前の）という意味。Oldは古い記録となり、意味合いが異なる。 

 
Q7  
正解とその理由 
D 
Invested「投資した」が正解。Inventedは新しい物を作り上げたという事で、この文章
の意味には合わない。 

 
Q8 
正解とその理由 
A 
Surgeは増加という意味、labor costは人件費。Cost＝fee=expenseなどがこの箇所には
使用できる 

 
Q9 
正解とその理由 
D 
Strengthen は動詞なので、Toの後に入れる事ができます。	 Strength は名詞なので、
この部分には入りません。 

 
 



Q10  
正解とその理由 
B 
英語力を上げるという意味になる。 

 
Q11 
正解とその理由 
C 
プログラムは今始まったばかりであり、きちんと継続できるか確定していないので、

hopefully「～と願う」が正解。Surely や Thankfullyは確定していないので、使用不可。 
 

 
Q12  
正解とその理由 
C 
「修正した」が正解。Repairは物を修理するの意味。 

 
 
  



TOEIC Part 7 読解問題 
 
TOEICリーディング攻略のカギは、沢山の文章内容を素早く理解し、問題を解いていく事
です。TOEIC	 900 点以上をマークする人でもリーディング全ての文章を読み、理解し、
時間内に質問に答えるのは至難の業です。 
 
TOEIC対策では、とにかく多くの英文に触れる事に重点をおきます。 
 
① 定められた時間で文章を読む	 （辞書無し） 
② 内容を日本語で枠内に書く	 （固有名詞、数字、時間は必ず書く） 
③ もう一度辞書を使って同じ文章を読みこむ 
④ 内容に修正がある場合は修正する。 
⑤ ＧＡが最終的に内容訳を話す 
⑥ 単語やイディオムの意味の確認を行う 
 
＊目的はとにかく多くの英文に触れてもらう事です 
＊出来る限り短時間で読め、意味を理解できるようになる事。時短を目的としてください。 
 
１．Breakfast Pizza	 （5分間辞書無しで読み、内容を書きましょう） 
 
Ingredients 
4 ounces      plain or peppered bacon, finely chopped 
1/2 cup       chopped green sweet pepper 
1/4 cup       sliced green onion (2) 
1 12 inch     prebaked pizza crust 
1 8 ounce tub cream cheese spread 
2            eggs 
1 cup        cubed cooked ham 
1 cup        shredded cheddar cheese (4 ounces) 
 
Directions 
1. In a 10-inch skillet cook bacon over medium-low heat until crisp. Using a slotted spoon, 

remove bacon from skillet and drain on paper towels. Drain skillet, reserving about 1 
tablespoon drippings in skillet. Add sweet pepper and green onion to reserved 
drippings; cook until tender. Drain and set aside 

2. Preheat oven to 400F. Place pizza crust on a large baking sheet; set aside. In a small 



bowl, beat cream cheese spread with an electric mixer just until smooth. Add eggs, 
one at time, beating until combined. Spread cream cheese mixture over pizza crust. 
Sprinkle with bacon, sweet pepper and green onion. Top with ham. 

3. Bake, uncovered in the preheated oven for 15 to 20 minutes or until cream cheese 
layer is set. Sprinkle with cheddar cheese. Bake for 3 to 4 minutes more or until cheese 
melts. To serve, use a pizza cutter to cut into wedges. Makes 6 to 8 servings. 

 
内容（日本語） 
 
朝食ピザ 
 
材料 
プレーン、又は胡椒のきいたベーコン	 細かく刻む	 4オンス（1オンスは約 30ｇ） 
ピーマン（甘目のピーマン）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1/2カップ 
刻んだネギ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1/4カップ 
12インチの焼いてあるピザクラスト（ピザ生地）	 	  1 
8オンスのクリームチーズ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	       1 
（spreadとあるのは、パンなどに塗りやすく加工されたクリームチーズを意味していま
す）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    
卵	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2  
角切りにしたハム	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1カップ 
おろしたチェダーチーズ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1カップ 
（チーズは通常大きなブロックで売っているので、とろけるチーズの様な使いやすい形

になっている事を Shreddedと呼びます） 
 
作り方 
１．10インチのフライパンにベーコンを入れ、中火でカリカリになるまで焼く。穴が開
いているスプーンを使い、ベーコンをフライパンからペーパータオルに移す。フライパン

に大さじ１の油を残し、他の油は捨てる。そこにピーマンとネギを加え、柔らかくなるま

で炒める。炒め終われば、お皿に移す。 
 
２．オーブンを華氏 400 度にあたためる。天板の上にピザ生地を載せる。横に置いてお
き、小さなボールにクリームチーズをいれ、電動ミキサーで、滑らかになるまで混ぜ、卵

を一度に入れ、よく混ざるまで混ぜる。それをピザ生地に広げ、その上に炒めたベーコ

ン、ピーマン、ネギをのせ、最後にハムをのせる 
 



３．何もかぶせないで、オーブンで 15分～20分、又はクリームチーズの部分に火が通る
まで焼く。チェダーチーズをふりかけ、さらに 3～4分焼く（またはチーズが溶けるまで）。
ピザカッターを使い、切り分ける。6人～8人分。 
 

 
 
２．How to take a bath in Japan	 （5分間辞書無しで読み、内容を書きましょう） 
 
Below is a description of the most common way of taking a bath in hot spring or public bath 
in Japan.  
 
1) Take off all your clothes in the changing room and place them into a basket together 

with your bath towel. Coin lockers for valuables are often available. 
2) Japanese hot springs are enjoyed naked. Swimming suits are not allowed in most 

places. However, it is the custom to bring a small towel into the bathing area, with 
which you can enhance your privacy while outside of the water. Once you enter the 
bath, keep the towel out of the water. 

3) Before entering the bath, rinse your body with water from either a tap or the bath using 
a washbowl provided in the bathing area. Traditionally, just rinsing your body is 
considered sufficient (and many older baths do not even provide showers and soap), 
but particularly among younger bathers you will find an increasing number of people 
who insist on taking a shower before entering the bath these days. 

4) Enter the bath and soak for a while. Note that the bath water can be very hot (typical 
temperatures are 40 to 44 degrees in Celsius. If it feels too hot, try to enter very slowly 
and move as little as possible. 

5) After soaking for a while, get out of the bath and wash your body with soap at a water 
tap, while sitting on a stool. Soap and shampoo are provided in some baths. Like in 
private Japanese bathrooms, make sure that no soap gets into the bath water. Tidy up 
your space after you finished cleaning your body. 

6) Re-enter the bath and soak some more. 
7) After you finished soaking, do not rinse your body with tap water, for the hot spring 

water’s minerals to have full effect on your body. 
 

 
 
 



内容（日本語） 
 
日本での温泉の入り方 
 
下記は日本での一般的な温泉又は公共浴場の入り方です。 
 
１）脱衣所で全ての洋服を脱ぎ、置いてあるバスケットの中に自分のバスタオルと一緒

に入れます。貴重品を入れるコインロッカーがある浴場もあります。 
２）日本の浴場は裸で入るのが決まりです（礼儀です、又は喜ばれます）。水着を着て入

る事は、ほとんどの浴場で禁止されています。しかし、お湯に浸かっていないいない

時に、体を隠す小さなタオルを持って入る事は、習慣としてあります。お湯に浸かっ

たら、そのタオルは離しておきましょう（お湯には付けない）。 
３）お湯に浸かる前に、水道の蛇口からのお湯か、浴槽に入っているお湯を浴場にある杓

子ですくい、体を流しましょう。（伝統的には）通常は体を流すだけで十分と思われ

ます（古い浴場は、シャワーや石鹸が無い所もあります）。しかしながら、若い人達

は、入浴する前に、シャワーで石鹸を使い、体を全て洗ってから入る人達も最近は増

えてきています。 
４）入浴し、少しゆっくりしましょう。お湯が非常に熱い場合があるので、入浴する時は

注意が必要です（通常	 摂氏 40度～44度）。熱すぎると感じたら、ゆっくりお湯に
入り、あまり動かない事です。 

５）しばらく入浴したら、シャワーや蛇口がある所でお風呂の椅子（stoolは背もたれの
無い椅子という意味。バーカウンター等の椅子であったり、高い物を取る時に使う足

の踏み場などを意味します）に座り、体を石鹸で洗いましょう。浴場によってはシャ

ンプーや石鹸が入浴者用に置いてある場合があります。個々の家の浴室でもそうで

すが、石鹸泡等がお湯に入らないように気を付けてください。体をきれいに洗い終わ

った後は、椅子など使用した身の回りをもう一度きれいにしてください。 
６）もう一度お湯に戻り入浴します。 
７）温泉水のミネラル等の効能が流されないように、お湯から出たら、水道のお湯や水で

体を流さないようにしてください。 
 
 
 
 
 
 
 



3．Hawaii, one of the most famous destinations on the earth	  
（5分間辞書無しで読み、内容を書きましょう） 
 
As far away destination owned by the United States of America, Hawaii has served as one 
of the best holiday destinations for most of the international tourists who are ready to 
adventure the world. Hawaii can be seen on the map as an archipelago of more than ten 
islands floating in the northern part of the Pacific Ocean. This is one of the dream 
destinations of almost every person that loves traveling. It is a destination that attracts so 
many tourists from all over the world. 
  
The capital city of the state is Honolulu. Hawaii people speak either English or Hawaiian 
language. The popular islands of this archipelago are: the Hawaii Island, Oahu Island, 
Maui Island, Kauai Island, Molokai Island, Lanai Island, Niihau Island and Kahoolawe 
Island. 
 
Hawaii Island is the largest island with active volcanoes. It is also referred to as the Big 
Island to avoid the general state name being restricted to the island. The Hawaii Volcanoes 
National Park is the place where tourists can get to see the Mauna Kea and the Mauna 
Loa Volcanoes in action. Farming is a major part of the economy of this island since huge 
plantations of various crops such as nuts and herds of cattle in various ranches can be 
seen. 
 
Oahu Island is the most populated island and bears the capital city, Honolulu at its southern 
coast. It is the center for all government and commercial activities that take place in all 
islands of Hawaii. Many tourist attractions can be met in this island. The famous Waikiki 
Beach is the most visited lively sandy beach in Hawaii. It is one of the significant 
international tourist destinations because of its advanced hospitality and the big bunch of 
fun activities taking place in the beach.   
 
Hawaii offers the highly regarded accommodation services and facilities including exotic 
spa and massage centers. Tourists will never miss a restaurant or hotel at the site to dine 
the unique delicious Hawaiian dishes. 

 

 
 
 



内容（日本語） 
遠くのアメリカの土地	 （アメリカ本土から遠いという意味）、ハワイは海外旅行を楽し

みたい海外旅行者とって休暇に行きたい場所の１つとして、上げられています。 
地図でハワイを見ると、太平洋の北側に 10個以上の島々が諸島として連なっています。
ここが、旅行好きの方なら誰でも訪れたい夢の渡航先、そして世界中の旅行者を魅了する

土地です。 
 
ハワイの州都はホノルルです。ハワイの人は現地のハワイ語か英語を喋ります。この諸島

の有名な島は、ハワイ島、オアフ島、マウイ島、カウアイ島、モロカイ島、ラナイ島、ニ

イハウ島、そしてカホオラウェ島です。 

 
ハワイ島は一番大きな島で活火山があります。また州の名前（ハワイ）と間違わないよう

にビッグアイランドと呼ばれる事があります。ハワイ火山国立公園は観光客がマウナケ

アやマウナロア活火山を見学できる場所です。農業がこの島の主な産業であり、様々な大

農園がナッツ類等を育て、牧場では様々な家畜を見る事ができます。 

 
オアフ島は一番人口が多く、州都が存在する島です。ホノルルは島の南側の海岸に位置し

ます。ハワイ州の全ての政治、商業の中心がここにあります。また様々な観光客向けのア

トラクションもこの島にあります。有名なワイキキビーチはハワイの砂浜で一番人が訪

れるビーチです。そして、上級のおもてなしがあり、様々な遊びがビーチで楽しめる事か

ら、海外からの観光客に人気の場所です。 

 
ハワイは素晴らしい宿泊施設、スパやマッサージなどのサービスが充実しています。観光

客は美味しいハワイ料理を食べるレストランやホテルを探す事にも苦労しないでしょ

う。 

 
Uniqueは必ずしも「変」や「変わった」というネガティブな意味だけでなく、「一味違っ
た」という良い意味でつかわれる事もあります。 

 
 
 
 
 
 
 
 



4．Stock Market News	 （5分間辞書無しで読み、内容を書きましょう） 
 
Asian stocks fell, with the regional benchmark index extending its second weekly loss, as 
improving U.S. economic data boosted bets the Federal Reserve will reduce stimulus as 
early as next week. 
 
AMG Ltd. led a decline in gold producers declining 4.4 percent in Sydney as the price of 
the precious metal retreated. NCB Corp. slid 1.9 percent in Tokyo, extending yesterday’s 
19 percent slump, as XXX Co. cut its recommendation on the shares after the chemical 
maker lowered its earnings estimate. KBC gained 2.2 percent after the supermarket 
operator forecast higher profit. 
 
The SCI Asia Pacific Index dropped 0.3 percent in Tokyo this week.  
 
The Topix rose 44 percent this year through yesterday, the most among 24 major 
development markets tracked by Bloomberg, as Prime Minister Shinzo Abe and the Bank 
of Japan seek to end 15 years of deflation. 

 

 
内容（日本語） 
 
アジア市場は下落、アメリカ市場が来週早々にも連邦準備基金が減少するという予測を

受け、伸びている中、アジア地域基準指標が 2週間連続で下落中です。 
 
有限会社ＡＭＧは、4.4%値を下げ、シドニーでの金の取引評価が下がった事が原因です。
株式会社ＮＣＢは、1.9％東京市場で下がり、昨日の 19％もの暴落から更に下げています。
株式会社ＸＸＸは、化学メーカーの収益予測が下がった事から、そのシェアを下げていま

す。ＫＢＣはスパーマーケットオペレーターの収益予測が良かったので、2.2％の上昇で
す。 
 
ＳＣＩアジア太平洋指標は、東京市場で 0.3％下げています。 
 
Topix、東京株価指数は、昨日までに今年 44％上昇し、ブルームバーグによって調べれら
れている 24の市場で最も値を上げました。日本の安倍晋三首相、日本銀行が 15年にも
及ぶ不況から脱するように動いているからです。 
 



 
5．Shrimp Sushi Rolls	 （7分間辞書無しで読み、内容を書きましょう） 
 
Ingredients 
1/3 cup seasoned rice vinegar 
2 teaspoons     sugar 
1 teaspoon      salt 
1 1/2 cup        short-grained rice 
1 1/2 cup        water 
4 sheets         tasted nori 
 
Fillings: 
1/2 regular cucumber, seeded and cut into matchsticks 
1/2 firm-ripe avocado peeled, thinly sliced lengthwise, sprinkled with lemon juice 
8 large cooked shrimp, peeled and cut in 1/2 lengthwise  
Soy sauce 
Equipment: Bamboo sushi mat 
 
 
Directions 
 
Mix together vinegar, sugar and salt. 
 
Rinse the rice with cool water in a colander; drain. Put the rice and water in a medium 
saucepan with a tight fitting lid. Bring to a boil over high heat, reduce heat to very low and 
simmer, tightly covered (for a good seal, wrap the pan’s lid tightly with a small kitchen towel 
and cover the sauce pan. Make sure the towel’s edges are folded up well away from the 
heat). Cook until all the water is absorbed, about 15 minutes. Remove the rice from the 
heat (don’t uncover) and set aside for 10 minutes. 
 
Fluff the rice with a fork and transfer to a large bowl. Add the vinegar mixture and toss with 
a wooden spoon. Spread the rice out on a parchment paper-lined baking sheet Fan the 
rice continuously with a fan or magazine until cooled. Cover the rice with a damp towel. 
 
To assemble rolls: 
 



Place the sushi mat with the slats running crosswise directly in front of you on a clean work 
space. Lay a sheet of nori shiny-side down and lined up with the closest edge of the mat. 
Light moisten fingers with water and evenly press about 1/4 of the rice onto the nori, with 
1 1/2 inches uncovered at the far edge. Line up the fillings about an inch from the closest 
near edge, evenly across the rice. Leave 1 inch of rice uncovered at the far edge. 
 
Beginning with the near edge of the mat, tightly roll up the nori, rice and fillings into a 
cylinder. Firmly tug on the rounded mat over the roll as you pull on the far edge of the mat 
to tighten the roll. Open the mat, dab unsealed edge of nori with a bit of water and roll the 
such forward to seal. Transfer the sushi to a plate and cover with damp paper towels. 
Repeat with remaining rice and fillings. 
 
Cut each sushi roll, into 8 pieces with a sharp wet knife. 
 
Serve with bowl of soy sauce for dipping 
 

 
内容（日本語） 
海老巻き 
 
材料 
味付けされた米酢	 	 1/3カップ 
砂糖	 	 	 	 	 	 	 	 小さじ 2 
塩	 	 	 	 	 	 	 	 	 小さじ１ 
短粒米	 	 	 	 	 	 	 1 1/2カップ	 （short-grainは短粒種、短米⇔long-grain 長粒種）	  
水	 	 	 	 	 	 	 	 	 1 1/2カップ 
軽く炙った海苔	 	 	 4枚 

 
中身: 
きゅうり 1/2 種をとって、マッチ棒の様に細く切る 
固めで熟したアボカド 1/2、皮をむき、アボカドの長さに合わせて細長く切る、レモン汁
をふりかける。 
火を通した海老 8尾、皮をむいて、縦半分に切る  
醤油 

 
道具：巻き簾 



 
作り方 

 
酢、砂糖、塩を混ぜる 

 
ざるを使い、お米を水で洗う、水を捨てる。米と水を中ソースパンに入れ、ふたをきっち

り閉める。強火で沸騰させ、弱火に落とす。ふた固く閉めたまま（きちんと閉まるように、

ふたを小さなキッチンタオルでカバーし、隙間の無いようにしてください。タオルの端が

火元に近づかないように、端は上に折りたたまれるようにしてください）。水が全て無く

なるまで弱火、約 15分間。火からおろし、（ふたを開けないで）10分間おいておきます。 

 
ふたを開け、お米をフォークで混ぜ大きなボールに移します。酢、砂糖、塩を混ぜた物を

加え、木のスプーンで混ぜます。お米をオーブンの天板に広げ、うちわか、雑誌などでパ

タパタ扇ぎ、冷まします。湿らせたタオルでカバーします。 

 
巻き寿司を作る： 

 
巻き簾を竹の棒が横に向くように自分の前に置きます。場所をきれいに確保します。海苔

はピカピカ光る方を下に置き、自分に近い巻き簾の端に海苔を合わせます。指を水で少し

濡らし、約 1/4のお米を海苔の上にのせ広げます。自分から遠い方の海苔の端は 1 1/2イ
ンチ（3～4センチ）空けておきます。	 具材を自分の手前の端から 1インチ離れた所に
置いていきます。自分から離れた端も 1 インチ具材を置かない場所を作り、それ以外は
お米の上に均等に具材を置いていきます。 

 
自分側の端から、しっかりと海苔、お米、具材をシリンダー型（丸く、長く）に巻き上げ

ていきます。丸くなった巻き簾をぐっとひっぱり、しっかりと巻きを作っていきます。巻

き簾を取り除き、少量の水を海苔の最後の部分に塗り、巻きの最後をとめます。巻き寿司

をお皿に移し、湿ったペーパータオルで覆います。他のお米、具材も同様にします。 

 
各巻き寿司を 8等分によく切れる包丁で切り分けます。 

 
醤油をディッピングソース（付けるソース）として一緒に出します。 

 
 
 
 



6．Top 10 Museums in the World	 （5分間辞書無しで読み、内容を書きましょう） 
 
If you feel like learning more about history, culture and customs of any place you go to, it’s 
essential that you visit the local museums. You can always get some information from 
books or even from the net but there is no denying that museums will allow you to see and 
sometimes experience history and will at the same time, allow you to understand people 
and their culture a lot more. Every single town or city on earth has a museum or an art 
gallery that shows tourists and locals the achievements. Even when the majority of 
museums how some of the most historical events for the city, this doesn’t mean that all 
museums are equally popular. If you really want to improve your understanding of history, 
then it is essential that you get acquainted with the variety of museums available in different 
countries and cities of the world. Needless to say, not everybody knows everything about 
museums nor do we have full knowledge of where museums are in the world. However, it 
is important to have a look at the following list of top 10 museums of the world, in particular 
if you are planning to gain some hands-on experience that will be useful for your every day 
life. 
 
1. The Vatican Museums 
2. Le Louvre 
3. The British Museum 
4. The Uffizi Gallery 
5. The Metropolitan Museum of Art 
6. Museo del Prado 
7. Egyptian Museum 
8. Rijksmuseum 
9. The Smithsonian 
10. The State Hermitage 

 

 
内容（日本語） 
 
自分が訪ねた先の歴史、文化、習慣などをもっと知りたいと思えば、その地域の美術館

（博物館も含む）に行くのが不可欠です。インターネットや本からも情報を得る事は出来

ますが、美術館は見る事が出来、同時に歴史を体感する事も出来ます。	 人々の事、文化

をもっと学ぶことが出来ます。地球上にある全ての町には美術館やアートギャラリーが

存在し、観光客や地元の人が町の偉業を見る事が出来ます。また、多くの美術館が町の歴



史上の大きな出来事などを見せてくれます。しかし、どの美術館も同じように有名という

訳ではありません。歴史をもっと学びたければ、世界中様々な国の様々な地域にある美術

館をもっと熟知していなければいけません。言うまでもないですが、誰もが全ての美術館

に詳しいわけでも、どこに位置しているか全て把握している訳でもありません。特に、あ

なたが、日常使える知識を得、体感したいのであれば下記に記した 10の世界中の美術館
を見てみる価値はあると思います。 

 
 
バチカン美術館	  
ルーブル美術館	  
大英博物館 
ウフィツィ美術館 
ニューヨーク近代美術館 
プラド美術館 
古代エジプト美術館 
アムステルダム国立美術館 
スミソニアン博物館 
エルミタージュ美術館 

 
＊それぞれの美術館や博物館がどこにあるのかを調べるのも楽しいアクティビティにな

るでしょう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7．Human Rights	 （5分間辞書無しで読み、内容を書きましょう） 
 
The Office for Democratic Institutions and Human Rights of the Organization for Security 
and Cooperation in Europe (OSCE/ODIHR), the Council of Europe, the Office of the United 
Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) and the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) have jointly published Human 
Rights Education in the School System of Europe, Central Asia and North America. 
 
Designed for primary and secondary schools, teacher training institutions and other 
learning settings, the new tools are valuable resource for teachers and education 
policymakers. 
 
It provides resource materials relevant to key elements for successful human rights 
education including 1) laws, guidelines and standards: 2) learning environment; 3) 
teaching and learning tools; 4) professional development for educators, and 5) evaluation.  

 
内容（日本語） 
 
欧州安全保障協力機構（OSCE）内にある民主主義機構と人権組織事務局、国連人権高等
弁務官事務局、そして、国連のユネスコが人権教育をヨーロッパ、中央アジア、北米にて

行うと発表した。 
小等、中等教育に向けて作成され、先生のトレーニング施設や他の施設、新しい教材等が

先生や教育機関政策者にとってとても貴重な資源となります。 

 
欧州安全保障協力機構は、人権教育を教えるにあたっての教育内容を１）法律、ガイドラ

イン、基準	 ２）学ぶ環境	 ３）教材	 ４）教育者への教育	 ５）評価 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8．Schools in Asia	 （5分間辞書無しで読み、内容を書きましょう） 
 
The world’s center of high performance in school education is now East Asia. Four of the 
five top-performing systems are Hong Kong, Shanghai, South Korea and Singapore, 
according to OECD’s 2009 PISA assessments. In recent years, Australia and many OECD 
countries have substantially increased education expenditure, often with disappointing 
results. Between 2000 and 2008, average expenditure per student rose by 34% across 
the OECD. Large increases in expenditure have also occurred in Australia, yet student 
performance has fallen.  
 
The global economic crisis demands budget cuts. Yet education performance is vital to 
economic growth. As the world’s economic center shifts to the East, there is scope to learn 
from its most effective school system to improve our children’s lives. 
 
Only 11 years ago, Hong Kong ranked 17th in assessments of reading literacy (PIRLS) and 
Singapore was ranked 15th. Just five years later (in 2006) they ranked 2nd and 4th.  

 
内容（日本語） 
 
世界の中で高い結果を出している教育システムは今東アジアにある。OECD（経済協力開
発機構）が 2009年に行った PISA（生徒の学習到達度調査）で、トップ５か国の 4か国
が東アジアにある、香港、上海、韓国、シンガポールでした。最近では PISAの結果に満
足できないオーストラリアやたくさんの OECD諸国が実質的に教育関連の歳出を増やし
ています。 2000年～2008年までの間に 1人の生徒に国から歳出される費用が OECD諸
国で平均 34％アップしました。この大きな歳出の違いは、オーストラリアでも起こりま
したが、まだ調査には結果として表れていません。 

 
 
世界な経済危機に対応するには、歳出を抑えなければいけませんが、教育は経済成長の要

です。東に世界経済が動くにつれ、私達の子供達にとって何が最も効果的な教育システム

なのかを学ぶ事が出来ます。 

 
たった 11 年前、香港は読解力で 17 位でした。シンガポールは 15 位、しかし、5 年後
（2006年）には、2位と 4位になっていたのです。 
 

 



9．Shoe Pain	 （5分間辞書無しで読み、内容を書きましょう） 
 
Holiday shopping and standing all night at festive cocktail parties can leave you with sore, 
achy feet. But you don’t have to let the agony of “da-feet” from enjoying this holiday season. 
 
Pain and inflammation along your feet or along the metatarsals (the bones on the bottom 
of your feet that connect with your toes) can be caused by metatarsalgia. This painful 
condition affects not only holiday shoppers: it also affects athletes who land hard on their 
feet, such as dancers, runners and basketball and volleyball players. In addition, 
metatarsalgia can occur in athletes who diet to make certain weight divisions and 
experience bone loss from nutritional deficiencies.  
 
As you walk, run or jump, your body weight shifts onto these metatarsal bones as the toes 
“push-off” to propel you forward. Problems occur when the weight does not get distributed 
evenly throughout the foot and these bones take the brunt of the force. Too much “rolling 
in” of the foot can contribute to this condition. Tight or wek tow muscles along with muscle 
imbalances in the leg can cause disproportionate forces throughout the foot, causing 
additional stress to the metatarsal bones. Significant weight gain and poorly fitted shoes 
can also trigger this condition. 

 
内容（日本語） 
 
ホリデーショッピングや、年末年始のカクテルパーティーでずっと立っていると、足が痛

くなったりしてしまいます。しかし、その苦痛を「あの足（da feet= the feet）」をそのま
まにしなくていいのです。 

 
足、または中足骨（足の底辺にあり、足のひらと指を繋げている骨）に起こる痛み

（metatarsalgia は「中足骨頭部痛」専門用語）によっておこります。この耐え難い痛み
は、ホリデーの買い物に忙しい人達だけに起こるわけではありません。アスリートで激し

く床や地上に降り立つ人、例えばダンサーやランナ―、バスケットボールやバレーボール

の選手にも見受けられます。またこの痛みは、アスリートの中で、体重制限のランクに入

る為に、過剰なダイエットで栄養不足になり、骨が無くなった人にも見られます。 

 
歩く、走る、ジャンプをする時につま先に力をいれ、前に進もうとする動きが自分の体重

がこの中足骨にかかってしまいます。問題は、体重が足（のひら）に均等にかかるのでは

なく、矛先の動きで、これらの骨に過剰にかかるという事です。バランスのとれていない



足の筋肉に対し固まったまたは、弱い指先の筋が均等に力がかかる事を防ぎ、中足骨に過

剰な重さがかかってしまうのです。急に太ってしまったり、足に合わない靴を履いている

と、この症状を引き起こしてしまう事もあります。 
 
 
10．	 The World’s Most Popular Sport（5分間辞書無しで読み、内容を書きましょう） 
 
Questions about what is the world’s most popular sports is often asked and possibly has 
never been definitively determined. A quick search online found many referenced to the 
top sports of the world, the soccer / football. 
 
The problem with listing the world’s most popular sports is coming up with a clear defining 
meaning for popular. By popular, do you mean most watched, the most played, or the most 
talked about! Just some of the factors which could help determine the lists of popular sports 
include the number of spectators, the number of registered participants, the number of 
national associations, the number of people that play the game, stadiums and facilities 
worldwide, tournaments held all over, and merchandise sold. Many of these should be 
factors in a list of the world’s top sports, though it would be difficult to include them in a 
single list. 
 
When discussing popular sports around the world, the sports most played is often 
considered, not just what people like to watch (there is a difference). Soccer is played in 
the streets by millions of kids worldwide, though they are not always counted on the most 
played sports lists as they do not participate in organized games and are not easily 
counted. Using official figures, sports such as Volleyball and Table Tennis have very high 
participation rates. 
 
So now, my question would be, what do you think the most popular sport in the world? 
 

 
内容（日本語） 
 
世界で一番親しまれているスポーツは？という質問は良く聞かれるが、しっかりした答

えは出ていない。インターネットで少し調べてみると、世界で一番親しまれているのは、

サッカーという記述が一番多かった。 

 



しかしながら、こういった記述の一番難しいところは、何をもって「親しまれている」と

明確に伝えるところです。「親しまれる」という事は、一番観覧する人が多いという事？

競技人口が多いという事？一番会話に出てくるという事？	 一番親しまれているという

事をどの様に評価するかと考えただけでも観覧者が多い、登録している競技人口が多い、

また正式な協会の数、そのスポーツをしている人の数、世界中にあるスタジアムや施設の

数、トーナメントが行われている数、関連グッズが売れている数。 これら全てが評価さ
れて初めて世界で一番親しまれているスポーツと言えるでしょう。しかしながら、それら

一つ一つを評価していくのは、容易ではありません。 

 
世界で親しまれているスポーツを言う時、観覧数ではなく、競技人口が多い事が上げられ

る事が多いです（その２つには違いがあります）。	 世界中でサッカーは路地裏でも子供

達がしているでしょう。しかしながら、彼らを競技人口の中に入れる事はできないでしょ

う。正式に登録されていませんし、きちんとした試合などではありません。こういった場

合、数を把握するのは難しいです。正式に出た競技人口のみでいくと、バレーボールや卓

球は競技人口が多いスポーツになります。 

 
ですから、今回皆様にお聞きしたいのは、どのスポーツが一番世界中で親しまれていると

思いますか？ 

 
 
11．	 Job Hunting（5分間辞書無しで読み、内容を書きましょう） 
 
So many job hunting websites talk about showing where you are an “expert”. Personally, I 
disagree with this. When I have acted like “I know my stuff”, it hasn’t put forth the best of 
what I offer. In my experience, show being open to learning what a new job requires. I am 
not saying to undersell what you can do, but strike a balance between what you know and 
what you can learn. 
 
In an interview I had recently, the person asked me “So why do you want to work here?” 
my response was, “First, I love your mission. Second, I really am looking to grow my 
knowledge and experience with these areas. I think it will build on my strengths, but also 
allow me to grow and explore.” “No word yet on if I got that job, but after that question the 
interviewer said “Normally we don’t share this, but you’re doing remarkably well.”  
 
That’s something that architect Frank Lloyd Wright said. Don’t just think outside the box, 
but destroy the box and find a different paradigm. What does this mean for a job search? 



It means finding creative ways to turn skills into revenue.  
 
Slowly, but surely, I am confident that each of you can carve out your niche doing the work 
you love that makes a difference. My favorite definition of “vocation” comes from Frederick 
Buechner: “Where your deep gladness meets the world’s deep need.” 
 

 
内容（日本語） 
 
沢山の就職関連ウェブサイトでは自分が秀でているものを見せなさいと言います。個人

的な意見ですが、私はこの考えに反対です。私が「自分の事は良く分かっている」と主張

した時は、自分が出来るものを発揮した事が無いからです。私の経験から言うと、新しい

仕事に関して必要なスキルを学ぶ事にオープンである（学びたいと思っている姿勢）と見

せる事が良いと思います。自分を過小評価して売り出しなさいという事ではありません。

しかし、自分に何が出来て、何を学びたいと思っているかというバランスが必要という事

です。 

 
最近私が行った面接で、面接官が「では、どうしてここで働きたいのですか？」と聞いて

きました。私の答えは、「まず、御社の理念が好きです。2 つめに、自分自身の見聞を深
めてこの分野での経験を増やしたいのです。それが私の強さになるだけでなく、成長と新

しい事を見出してくれると思います」まだ仕事が決まったわけではありませんでしたが、

その質問の後、面接官が「通常はお伝えできませんが、あなたはとてもいいですね。」と

言ってくれました。 

 
建築家のフランクロイドライトも言っていました。Don’t think outside of the box( 
既存の考えにとらわれずに考えるだけでなく）but destroy the box and find a different 
paradigm (その既存の考え方を壊して、違う対策論を見つけろ)。それではそれを就活に
陥れるとどうなりますか？それは、創造的に自分のスキルを収入に変える方法を考える

という事です。 

 
少しずつだけれど、確かに私はあなたたちが自分のスキルを活かし、好きな仕事でニッチ

なニーズを埋め、世界を変えていける事を信じています。「vocation (天職)」という意味
で好きなフレーズがフレドリック・ブッチナーによって以下の様に言われています「あな

たの深い歓びが世界の深い（強い）ニーズに合う事」。 

 

 



 
 
12．	 First Ladies’ Fashion（5分間辞書無しで読み、内容を書きましょう） 
 
For over hundred years, one of the Smithsonian Institution’s most visited exhibitions has 
been a display of gowns worn by the First Ladies of the United States. An unofficial title, 
“first lady” has been in popular use since the 1860s to refer to the president’s official 
hostess who is usually, but not always, the president’s wife. 
 
Many people think of the first family as United States’ version of royalty who are expected 
to fulfill ambiguous and evolving ideals of how to act and look. New first ladies have often 
discovered that they will have to learn how to dress to belong in this national spotlight. If a 
first lady fails to achieve this elusive goal, she is vulnerable to the political consequences 
of media criticism; but when a first lady does succeed, she may popularize a fashion. 
 
Dolly Madison and Jacqueline Kennedy were two first ladies who popularized more than 
a dress style. They each embodied a unique way of dressing that influenced women in 
their own time. In the early nineteenth century, Dolly Madison’s love of French fashions 
and elegant furnishings encouraged conservative American women to more fully embrace 
the latest foreign fashions. The popularity of the lively Mrs. Madison blunted the effect of 
the critics who accused her of aristocratic behavior unsuitable for the first lady of a republic. 
In contrast, two months before the election in 1960, Jacqueline Kennedy was directed by 
her husband’s advisers to stop buying French couture. Taking into account the best of 
French fashions, she crafted a simple, youthful, made-in-America glamour. She 
exemplified a new, and soon-to-become classic American look.  

 
内容（日本語） 
 
100 年以上もの間、スミソニアン博物館で最も見学者の多い場所の一つにアメリカのフ
ァーストレディー達が来たドレスを展示しているコーナーがあります。非公式ですが、

「ファーストレディー」と 1860年代頃から呼ばれ始め、殆どの場合、大統領の妻を意味
してきました。 

 
ファーストファミリー（大統領の家族）とは、多くの人はアメリカ版王家と思っており、

どのように着飾り、振る舞うべきかという指標となってきました。国の象徴となる時に、

新しいファーストレディー達はどの様に聞かざるかを考慮してきました。その難しい課



題を成功できなければ、政治メディアによって酷評される対象となりやすいですが、その

課題を上手く乗り越えれば、ファッションアイコンとして活躍できます（ファッションを

広める事が出来る）。 

 
2人のファーストレディー、ドリーマディソンとジャクリーン・ケネディーは着飾る事以
上にそのスタイルを上手に具体化し、その時の世の女性に影響を与えました。19 世紀初
頭、ドリーマディソンはフランスのファッションに目覚め、そのエレガントな装飾は保守

的なアメリカ人女性が最新の外国のファッションに興味を持つきっかけを与えました。

また生き生きとしたミセス	 マディソンはそういったフランスを真似た上級（特別）階級

のふるまいはファーストレディーにはふさわしくないという批評さえもそのまま受け入

れた。これとは別に、1960年の大統領選挙 2か月前、ジャクリーン・ケネディ―は、夫
のアドバイスのもと、フランスの洋服を購入する事をやめました。フランスファッション

は最高のものでしたが、彼女は若さとシンプルさでアメリカ産の魅力を演出しました。彼

女は、（すぐ）後にアメリカンクラシックとなる例を作り上げました。 

 
 


