
朝活TOEIC講座
- PART 7 読解問題 -



★今日のポイント

「手紙・Eメール」の特徴を理解しよう！



★今日のポイント

「手紙・Eメール」の特徴

▶話の流れが理解しやすい

▶一般的な流れ

1. 目的を伝える

2. 詳細を述べる

3. 追加情報

▶冒頭から目的を読み取ることで、概要をつかむことができる



Brush Up 流れをつかもう

手紙・Eメールの流れは、冒頭で目的

や概要を伝え、その後詳細へと入って

いきます。

文書レベルで見ると、初めの段階では

目的や概要が伝えられ、徐々に詳細情

報への入っていきます。

最後の段階は、質問がある場合の問い

合わせ方法や注意事項であることが多

くあります。



Brush Up 流れをつかもう

いくつかの段階に分かれている場合、1つの

段階には1つの内容が書かれているととらえ

ましょう。

1つの段階の構成も、最初の文でその段落の

概要が示され、続く文からその段落の詳細

情報が提示されます。

文書レベルでも段落レベルでも、「目的・

概要→詳細」という流れで構成されていま

す。



Brush Up 流れをつかもう

▶ 目的を伝える

I am writing to confirm...         「...を確認するために書いています」

I am writing in response to...   「...への返事として書いています」

This is to confirm....                「これは...を確認するためのものです」



Brush Up 流れをつかもう

▶ 行動を促す

If you have any questions, please do not hesitate to contact us.

「質問があれば、遠慮なく私たちに連絡してください」



Exercise 1 並べ替えよう

手紙・Eメールの流れの順に、1～3の番号を入れてください。また、重要語句の意味として正しいものを

【 】の中から選んで〇をつけてください。

【 】The item you have ordered is in stock, and will be shipped 

within three days.

【 】I am writing to confirm your order.

【 】If you have any questions, please contact us at 555-0012

in stock  在庫が【ある/ない】 ship  【注文/発送】する

confirm 【キャンセル/確認】する contact 【連絡/行動】する

重要語句



Exercise 1 並べ替えよう

【 】The item you have ordered is in stock, and will be shipped within three days. 

ご注文をいただいた商品は在庫がありますので、3日以内に発送されます。

【 】I am writing to confirm your order.

ご注文を確認するために書いています。

【 】If you have any questions, please contact us at 555-0012

ご質問がある場合は、弊社555-0012にご連絡ください。

in stock  在庫が【ある/ない】 ship  【注文/発送】する

confirm 【キャンセル/確認】する contact 【連絡/行動】する

重要語句



Exercise 1 並べ替えよう

【 2 】＜詳細＞ The item you have ordered is in stock, and will be shipped 

within three days. 

ご注文をいただいた商品は在庫がありますので、3日以内に発送されます。

【 1 】＜目的＞ I am writing to confirm your order.

ご注文を確認するために書いています。

【 3 】＜追加＞ If you have any questions, please contact us at 555-0012

ご質問がある場合は、弊社555-0012にご連絡ください。

in stock  在庫が【ある/ない】 ship  【注文/発送】する

confirm 【キャンセル/確認】する contact 【連絡/行動】する

重要語句



Exercise 2 質問に答えよう

手紙やEメールの一部を読んで、設問に答えましょう。まず質問文を先に読んでおきましょう。

What is the purpose of the information?

(A) To place an order 

(B) To confirm an order

This e-mail is to confirm your order placed on October 10 (Confirmation

Number 991201).

The DB all-in-one printer is currently out of stock, but will be ready

to be shipped in two weeks. If you have any questions, do not 

hesitate to contact us.



Exercise 2 質問に答えよう

What is the purpose of the information? 情報の目的は何ですか？

(A) To place an order 注文すること

(B) To confirm an order 注文を確認すること

This e-mail is to confirm your order placed on October 10 (Confirmation

Number 991201).

The DB all-in-one printer is currently out of stock, but will be ready

to be shipped in two weeks. If you have any questions, do not 

hesitate to contact us.

このEメールは、10月10日のご注文（注文番号991201）を確認するためのものです。

DB一体型プリンターは現在在庫切れとなっておりますが、2週間後に発送の準備が整います。

ご質問がある場合は遠慮なくご連絡ください。



Exercise 2 質問に答えよう

What is the purpose of the information? 情報の目的は何ですか？

(A) To place an order 注文すること

(B) To confirm an order 注文を確認すること

This e-mail is to confirm your order placed on October 10 (Confirmation

Number 991201).

The DB all-in-one printer is currently out of stock, but will be ready

to be shipped in two weeks. If you have any questions, do not 

hesitate to contact us.

このEメールは、10月10日のご注文（注文番号991201）を確認するためのものです。

DB一体型プリンターは現在在庫切れとなっておりますが、2週間後に発送の準備が整います。

ご質問がある場合は遠慮なくご連絡ください。



Let’s try! テスト形式に慣れよう
Part7に出題される形式で練習しましょう。次のEメールに関する3つの設問の答えとして最も適切なものを選
んでください。

1. What is the purpose of the e-mail?
(A) To offer a position          
(B) To submit an application form
(C) To apply for a job           
(D) To report sales results

2. What does Ms. Heath send with the e-mail?
(A) A lest of open positions   
(B) Her business plan
(C) A Japanese language certificate
(D) Her professional background information

3. In which of the positions marked  
[1],[2],[3]and[4]does the following sentence
best belong?  
“I also worked in Japan for five years.”
(A) [1] (B) [2]
(C) [3]          (D) [4]



Let’s try! テスト形式に慣れよう

送信者：Iheath@jetin.com
宛先：mrose@enfact.com
件名：応募

ローズ様
デイリーニュース紙で販売部長募集の広告を拝
見し、その職に応募したいと思います。
私は、過去6年間、国際的な食品流通会社で販
売部長を務めてきました。また５年間日本で働
きました。そのため私の日本での経歴が、御社
が業務を拡大するためのお役に立てると思いま
す。添付の履歴書をご覧ください。
早い段階でお返事いただけることを楽しみにし
ています。
敬具
リサ・ヒース

mailto:Iheath@jetin.com
mailto:mrose@enfact.com


Let’s try! テスト形式に慣れよう
Part7に出題される形式で練習しましょう。次のEメールに関する3つの設問の答えとして最も適切なものを選
んでください。

1. What is the purpose of the e-mail?
Eメールの目的はなんですか？
(A) To offer a position        

職を与えること
(B) To submit an application form

応募用紙を提出すること
(C) To apply for a job

仕事に応募すること
(D) To report sales results

販売結果を報告すること



Let’s try! テスト形式に慣れよう
Part7に出題される形式で練習しましょう。次のEメールに関する3つの設問の答えとして最も適切なものを選
んでください。

1. What is the purpose of the e-mail?
Eメールの目的はなんですか？
(A) To offer a position        

職を与えること
(B) To submit an application form

応募用紙を提出すること
(C) To apply for a job

仕事に応募すること
(D) To report sales results

販売結果を報告すること



Let’s try! テスト形式に慣れよう
Part7に出題される形式で練習しましょう。次のEメールに関する3つの設問の答えとして最も適切なものを選
んでください。

2. What does Ms. Heath send with the e-mail?
Heathさんは、Eメールと一緒に何を送って
いますか？
(A) A lest of open positions   

空いている職のリスト
(B) Her business plan

彼女のビジネスプラン
(C) A Japanese language certificate

日本語（能力の）証明書
(D) Her professional background information

彼女の職歴情報



Let’s try! テスト形式に慣れよう
Part7に出題される形式で練習しましょう。次のEメールに関する3つの設問の答えとして最も適切なものを選
んでください。

2. What does Ms. Heath send with the e-mail?
Heathさんは、Eメールと一緒に何を送って
いますか？
(A) A lest of open positions   

空いている職のリスト
(B) Her business plan

彼女のビジネスプラン
(C) A Japanese language certificate

日本語（能力の）証明書
(D) Her professional background information

彼女の職歴情報



Let’s try! テスト形式に慣れよう
Part7に出題される形式で練習しましょう。次のEメールに関する3つの設問の答えとして最も適切なものを選
んでください。

3. In which of the positions marked  
[1],[2],[3]and[4]does the following sentence
best belong?  
“I also worked in Japan for five years.”

[1],[2],[3],[4]と記載された箇所の内、次の文
が入るのに最もふさわしいのはどれですか。
(A) [1] (B) [2]
(C) [3]          (D) [4]



Let’s try! テスト形式に慣れよう
Part7に出題される形式で練習しましょう。次のEメールに関する3つの設問の答えとして最も適切なものを選
んでください。

3. In which of the positions marked  
[1],[2],[3]and[4]does the following sentence
best belong?  
“I also worked in Japan for five years.”

[1],[2],[3],[4]と記載された箇所の内、次の文
が入るのに最もふさわしいのはどれですか。
(A) [1] (B) [2]
(C) [3]          (D) [4]

解説：挿入文は I also …と日本で働いていた
経験を追加している。「そのため日本での経
歴を役に立てることができる」という文の前
に入るのが適切なため、（B) [2]が正解



★今日のポイント

「手紙・Eメール」の特徴

▶話の流れが理解しやすい

▶一般的な流れ

1. 目的を伝える

2. 詳細を述べる

3. 追加情報

▶冒頭から目的を読み取ることで、概要をつかむことができる


