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■ Opposing Viewpoints Resource Centerについて 

 

 本マニュアルは、Gale 社の時事・社会問題データベース、「Opposing Viewpoints Resource 

Center」（以下 OVRC）の利用法を説明するものです。 

 OVRC は「妊娠中絶」「死刑廃止」「クローン技術」「銃管理」など、現代社会のいろいろな論

点に関する、以下のような英語資料を集めた学習用データベースです。 

 各問題についての様々な立場の専門家・一般人による議論（Viewpoints） 

 問題の概要や背景を説明するレファレンス記事（Reference） 

 雑誌・新聞などの関連する記事（Magazines・News） 

 関連する一次資料・統計資料（Primary Sources・Statistics） 

 関連する画像・音声資料・関連サイトへのリンク集（Multimedia・Websites） 

 資料はテーマ別に検索・閲覧することができます。 

 利用者はさまざまな資料を読み比べながら、時事・社会問題への自身の論点を考え、同時に

批判的読解力・論理的思考力・論述力・ディベート力などを伸ばすことが期待されます。 

 付属のチュートリアル「Toolbox」（p. 24参照）によって、利用者は議論の読解、情報の整理、

エッセイの執筆についての説明を読むこともできます。 

 収録資料はすべて英語で、各資料について読解難易度を３段階（Basic・Intermediate・Advanced）

で表示しています。また、自動翻訳機能（p.11参照）により記事を日本語を含む６ヵ国語に

翻訳することができます。 

 収録資料の大半はGreenhaven Press・Gale刊行の「Opposing Viewpoints」「At Issue」「Contemporary 

Issues Companion」など各種叢書類、百科辞典類などから転載しています。 

 雑誌・新聞記事に関しては、雑誌社・新聞社と Gale 社との契約関係により予告なく収録タイ

トルが変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。 
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■ ツールバーの説明 

 

画面最上部には、常に以下のようなツールバーが表示されています。 

 

 

【上 段】 

·······················  ページをブックマークする際に用います ·····································  p.19参照 

····························  ページを印刷するときに使います ·················································  p.10参照 

····················  テキストや書誌情報をダウンロードするときに使います ··········  p.10参照 

················  マークしたアイテムを表示します ·················································  p.18参照 

·······  検索履歴を表示します 

····················  英英辞典を検索します ····································································  p.21参照 

 ······················  議論を整理し、レポートを書く際のヒント集を表示します ······  p.24参照 

·······················  収録タイトル・リストを表示します 

 ··························  ヘルプ・ファイル（英文）を表示します 

※アイコンが  のように薄く表示されているときには、その機能は使用できないページで

あることを示しています。 

 

【中 段】 

Basic ·········································  基本検索画面に移動します ········································  p.3参照 

Subject Guide ··························  主題検索画面に移動します ········································  p.13参照 

Publication ·······························  刊行物検索画面に移動します ····································  p.14参照 

Advanced ·································  詳細検索画面に移動します ········································  p.15参照 

Curriculum Standards ·············  カリキュラム画面に移動します（日本国内では不要です） 

 

【下 段】 

現在見ているページの階層を表示しています。 

三角形（  ）の１つ左のリンクをクリックすると、１つ前のページに戻ることができます。 

 

例：Basic Search  Results  Document 

現在見ているページ（本文表示画面） 

１つ前のページ（検索結果画面） 

２つ前のページ（基本検索画面） 

 

→ クリックで移動 

→ クリックで移動 
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■ 基本検索（Basic Search） 

 

OVRC にログインすると、最初に Basic Search 画面が表示されます。 

 

 

1. 「Find:」欄に検索語を入力します。複数の検索語はスペースで区切ります。 

（検索語の入力に関する注意とコツについては「検索語の入力方法」p.22を参照） 

 

2. 「Search for words in:」より検索する対象を選択します。 

 Subject: 主題より検索 

 Keyword: キーワード（記事名、著者名、記事冒頭の本文、主題など）より検索 

 Entire Document: 記事の全文（キーワードを含む）より検索 

 

3.  必要に応じて「Limit the Results:」以下より絞込み条件を指定します。 

 to Critical Thinking documents: 別売モジュール Critical Thinking に含まれる記事に限定 

                （Critical Thinking については p.25 を参照）  

 to documents with images: 画像を含む記事に限定 

 by Content level: 英語の難易度で限定（Basic＝易、Intermediate＝中間、Advanced＝難） 

 by content type: 記事の種類を指定（記事の種類についてはp. 6を参照） 
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4. 「Search」ボタンをクリックします。 

 

※または、画面右側の「Or select from the popular topics below:」より 

興味のあるトピック名をクリックすることもできます。 

 

ここに表示されているのは、検索頻度の高い主要トピックです。 

アルファベット順に配列されています。 
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■ 検索結果一覧（Results） 

検索を実行すると、検索結果の一覧（Results）が表示されます。 

 

 

◆検索結果の説明◆ 

○検索結果は資料の種類ごとに「タブ」に分かれて表示されます。 

 それぞれのタブをクリックすると、そのタブが前面になり資料が表示されます。 

 

 Viewpoints ·······················さまざまな識者・一般人による論説 

 Reference························レファレンス記事（百科事典の記事、トピックの概説など） 

 Magazines·······················一般誌・業界誌などの雑誌記事 

 Academic Journals ··········学術雑誌の記事 

 News ·······························ニュース記事（新聞記事、通信社記事など） 

 Primary Sources··············一次資料（白書、法令・判例などの抜粋） 

 Statistics ··························統計資料 

 Multimedia·······················マルチメディア資料（画像、音声資料など） 

            Google Image Search でネット上の画像も検索できます。 
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 Websites ·························関連サイトへのリンク集 

＊該当する資料が存在しないタブは灰色で表示され、クリックしても何も起こりません。 

＊パソコンの画面サイズや環境によってはタブが２列に表示されることがあります。 

 

○タブの下にはページ移動・ソートメニューが表示されます。 

   

・「Previous」「Next」ボタンで検索結果のページを前後にめくります。 

・ 並び順を変更するには、右上の「Sort by:」のメニューを 

  変更します。 

 Relevance: 検索語への関連性が高い順 

 Publication Date: 発行日の新しい順 

 Document Title: 記事名のアルファベット順 

 Document Type: 記事の種類順 

 Publication Title: 収録刊行物のアルファベット順 

 Content Level: 英語難易度順（易→難の順） 

 

○各記事の項目には基本的な書誌情報と、アイコンボタンが表示されます。 

 

 

記事名・著者名 英語の難易度 記事の種類 

収録書〔雑誌〕名・書誌情報 

 アイコンボタンの説明 

・  記事をマークし、後でまとめて閲覧できます。......................... 記事のマーク p.18  

・● ■ ▲  記事の英語難易度（●易・■中間・▲難） 

・  フルテキスト記事 ・  画像入りフルテキスト記事 

・  画像資料（主に Statistics・Multimedia 資料） 

・  記事の PDF ファイルを表示します（一部の雑誌記事のみ） 

・  収録雑誌の説明画面にジャンプします（雑誌記事のみ） .............刊行物検索 p. 14 

・  記事の引用書式を生成できます..............................................引用書式の生成p. 12 
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○検索結果画面の左側には検索語と関連する主題の一覧が表示されます。 

 

リンクをクリックすると、その主題で再検索がかけられます。 

（詳しくは p. 13主題検索を参照） 

 

 

 

 

 

 

 

○画面上部の「Refine Results」をクリックすると、タブ部分が拡大し、 

 限定条件を追加することができるようになります。 

 

限定条件を入力して左下の「GO」をクリックすると再検索がかけられます。 

（限定条件の詳細については p. 15詳細検索をご覧ください。） 
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■ 記事表示（Document） 

 

検索結果一覧より記事名をクリックすると、記事の全文が表示されます。 

検索語は赤くハイライトされます。（ハイライトの色や書式を変更する ⇒ p.23） 
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■ 記事の印刷（Print） 

 

1. 記事の表示画面で、画面左上の  ボタンをクリックします。 

2. 別ウィンドウが開き、印刷しやすい形式にフォーマットされた記事が表示されるので、 

ブラウザの印刷機能を使って印刷してください。 

 

■ 記事のダウンロード（Download） 

 

1. 記事の表示画面で、画面左上の  ボタンをクリックします。 

2. 別ウィンドウが開くので、ダウンロード形式を選択してください。 

 HTML（HTML 形式） 

 Plain text with bibliographic tags (Z39.80)（テキスト形式・Z39.80 形式※の書誌情報付き） 

1. 「Download」をクリックして、保存場所を指定してください。 

 

※ Z39.80 ＝ アメリカ情報標準化機構（NISO）の定めるメタデータ規格 

 

 

■ 記事のメール送付（E-mail） 

 

1. 記事の表示画面で、画面左上の  ボタンをクリックします。 

2. 別ウィンドウが開くので、各項目を選択してください。 

 Mail to（宛先のメールアドレス） 

複数のアドレスに送る場合はセミコロン（;）で区切ってください。 

以下の項目は任意： 

 E-mail format（データ形式） ·························· HTML・Plain text（テキスト） 

 Content options（送付内容） ·························· Full text（記事全文） 

 ············································································ Citation（書誌情報のみ） 

 ············································································ PDF（添付ファイルとして送付） 

 Bibliographic citation format（引用書式）······ MLA 形式・APA 形式・Z39.80 形式 

 Send item as attachment··································添付ファイルとして送る 

 Subject line·························································メールの件名 

 Sender e-mail ····················································発信人のメールアドレス 

 Message ·····························································コメント 

3. 「Send」ボタンをクリックして送信します。 
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■ 記事の自動翻訳（Translate） 

 

1. 記事の表示画面で、記事上部の  ポップアップ・メニューより、

翻訳したい言語を選択します。以下の８ヵ国語から選ぶことができます： 

・Japanese（日本語） 

・Spanish（スペイン語） 

・French（フランス語） 

・German（ドイツ語） 

・Italian（イタリア語） 

・Portuguese（ポルトガル語） 

・Chinese (Simplified)（中国語・簡体字） 

・Korean（韓国語） 

 

2. 「Translate」ボタンを押すと、別ウィンドウが開き、自動翻訳ソフトによって生成された記事

の翻訳文が表示されます。 

 

※ 翻訳文は自動翻訳ソフトによって生成されたもので、正確な翻訳ではありません。 
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■ 引用書式の生成（How to Cite） 

（論文などで記事を引用する際の書式を自動生成します。 

 また、RefWorks などの文献管理ソフトへのエクスポートができます。） 

 

1. 記事の表示画面または検索結果表示画面で、  ボタンをクリックします。 

 

2. 別ウィンドウが開くので、各項目を選択してください。 

 

Save：引用書式をダウンロードして保存する 

 MLA（現代言語学会の定める引用書式） 

 APA（アメリカ心理学会の定める引用書式） 

 Plain text with bibliographic tags (Z39.80)（テキスト形式・Z39.80 形式※の書誌情報付き） 

Export to Third Party Software：外部ソフトにエクスポートする 

 EndNote 

 ProCite 

 Reference Manager 

 RefWorks 

 

3. ダウンロードして保存する場合は「Save」ボタンを、外部ソフトにエクスポートする場合は

「Export」ボタンをクリックして保存・エクスポートします。 
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■ 主題検索（Subject Guide Search） 

 

各記事に割り当てられている主題（キーワード、人名、法人名、地名、事件、組織名、法律名な

ど）から検索することができます。 

 

1. 画面上部より「Subject Guide」をクリックします。 

 

2. 「Find:」欄に検索語を入力し、「Search」ボタンをクリックします。 

（１～２語での検索をおすすめします。より重要な方の語を先に入力してください。） 

（必要に応じて絞込条件も指定します。） 

 

3. 検索語に合致する主題項目（Subject Terms）の一覧が表示されます。 

右側（Results）には該当する記事の件数が表示されます。 

 

・主題項目は、検索語と完全一致するものが一番上に、つづいて１語目が検索語と一致 

 するものがアルファベット順に、２語目が一致するもの…のように表示されます。 

・下位分類があるものについては「Subdivisions」リンクが表示されます。クリックすると 

 下位分類の一覧が「Topics」「Locations」「Dates」の３つのタブに分かれて表示されます。 

・関連主題があるものについては「Related Subjects」リンクが表示されます。クリックすると 

 関連主題の一覧が「Broader」「Narrower」「Related」の３つのタブに分かれて表示されます。 

・別の主題を参照すべき場合には「See ○○」としてその主題へのリンクが表示されます。 

 

4. 見たい主題項目名をクリックすると、検索結果が表示されます。 

 

※基本検索などの検索結果画面の左側にも同様の主題一覧が表示され、 

 主題による再検索を行うことができます。 
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■ 刊行物検索（Publication Search） 

 

雑誌・新聞記事について、記事が収録されている刊行物を検索し、巻号を指定して閲覧すること

もできます。 

 

1. 画面上部より「Publication Search」をクリックします。 

 

2. 「Find:」欄にタイトルに含まれる単語を入力し、「Search」ボタンをクリックします。 

（必要に応じて絞込条件も指定します。） 

 

3. 該当する刊行物の一覧がアルファベット順に表示されるので、見たい刊行物のタイトルをク

リックします。 

 

4. 下記のように巻号一覧が表示されます。 

 

 

5. 見たい号をクリックすると、収録記事の一覧が検索されます。 

（発行年は上のポップアップメニューで変更できます。） 

 

※ 検索結果画面・記事表示画面などに表示される  マークをクリックすることによっても、 

  該当雑誌の巻号一覧ページに飛ぶことができます。 
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■ 詳細検索（Advanced Search） 

 

画面上部のAdvanced Search をクリックすると詳細検索画面になります。 
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1. プルダウンメニューより検索対象となる索引を選択します。 

 Keyword (ke): キーワード（記事名、著者名、記事冒頭の本文、索引項目など）より検索 

 Document title (ti): 記事名を検索 

 Publication Title (pu): 刊行物の題名を検索★ 

 Document Author (au): 記事の著者名を検索（姓, 名の順で入力） 

 Subject (su): 記事の主題を検索 

 Entire Document (tx): 記事の全文（キーワードを含む）より検索 

 Person Name (p0): 人名を検索 

 Place Name (g0): 地名を検索 

 Named Work (w0): 作品名・著作名を検索 

 Company Name (c0): 会社名、組織名、親会社名、子会社名を検索 

 Publisher Name (pb): 出版社名を検索 

 ISSN (ib): ISSN を検索 

 ISBN (is): ISBN を検索 

 Previous Searches (ps): 検索履歴を条件として使用する ★ 

 

★印のついた索引については、内容を閲覧して選択することができます。 

（詳しくは次のページをご覧ください。） 

 

2. 入力欄に検索語を入力します。 

 （検索語の入力に関する注意とコツについては「検索語の入力方法」p.22を参照） 

 

3. 複数の条件を指定する場合は、つづく列で 1., 2. の操作をし、条件間をつなぐ論理演算子（AND, 

OR, NOT）を各プルダウンメニューより選択します。 

 

4. 検索語入力欄は最大 10 個まで増やすことができます。 

（入力欄を増やすにはAdd a Row をクリックします。） 

 

5. 必要に応じて絞り込み条件を指定します。 

 to Critical Thinking documents: 別売モジュール Critical Thinking に含まれる記事に限定 

 to document with images: 画像入りの記事に限定 

 to library holdings: 図書館所蔵の記事に限定（設定が必要です） 

 to peer-reviewed publications: 査読誌の記事に限定 

 by document type: 記事の種類で限定 

 by content type: 資料の種類で限定 

 by content level: 英語の難易度で限定 

 by publication subject area: 出版物の分野で限定 

 by publication date(s): 出版年月日で限定（範囲指定可能） 

 by publication format: 出版形態で限定 
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 by Lexile reading level: Lexile(*1)レベルを限定 

 by Lexile score: Lexile スコアを限定 

 

(*1) Lexile scale（レクサイル指数）とは、英語圏で使用されている「本の難易度」示す指数。

200～1700 までの数値で客観的に表す。アメリカの MetaMetrics 社によって作成された。 

 

6. 「Search」ボタンをクリックします。 

 

 

◆ 閲覧可能な索引について 

 

前ページの★印のついた索引については、収録内容を閲覧させたうえで選択することができます。 

 

1. 詳細検索画面で該当する索引を選択すると、入力欄の右に「Browse…」というリンクが

表示されますので、クリックします。 

 

 

2. 索引のアルファベット順内容一覧が表示されます。 

 

 

3. ボックスにアルファベットの数文字を入れて検索すると、リストの該当部分が表示され

ます。検索条件に加えたいものにチェックを入れます（最大 10 件まで）。 

4. 最後に画面右の「Submit」をクリックすると、詳細検索画面にもどります。 
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■ 記事をマークする（Mark） 

 

気に入った記事を最大 50 件まで随時マークしておき、あとでまとめて閲覧・印刷・ダウンロード

等することができます※。 

1. 気に入った記事の  ボタンをクリックしておきます。 

【検索結果画面より】 【記事の表示画面より】 

  
 

画面上部の  ボタンをクリックすると、マークした記事の一覧を表示できます。 

 

・不要な記事だけを取り除く場合はそれぞれの記事の右横の Remove をクリックします。  

・まとめて記事を取り除く場合はRemove all items from listをクリックします。 

・まとめてダウンロードする場合は右上の Download をクリックします。 

・まとめて引用書式を生成する場合は左上の How to Cite Marked Items をクリックします。 

・まとめて印刷する場合は左上の  ボタンをクリックします。 

・まとめてメールする場合は左上の  ボタンをクリックします。 

 

※ データベースからログアウトすると、マークした情報は失われてしまいます。ログアウト後

もマーク一覧を保持したい場合はInfoMark（p.19）を併用してください。 
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■ 利用中のURLを保存する（InfoMark） 

 

検索画面・検索結果表示画面・記事表示画面・マーク記事一覧・電子目次画面など、ほとんどの

画面がブラウザのブックマーク機能を用いて保存可能です。 

そのことを示すのが、画面左上に表示されている  マークです。 

 がアクティブ表示されている（InfoMark の文字がグレーになっていない）時は、 

下記の手順で、今見ているページをブックマークして、後で見ることができます。 

1. 保存したいページで  マークをクリックします。 

 

 

2. 以下のようなウィンドウが出てきます。 

 

・Copy the InfoMark URL … →  表示されている URL をコピーし、メール本文やワープ

ロソフトなどにペーストすれば、ページを保存するこ

とができます。（ページ自体に表示されている URL とは

若干異なることがありますのでご注意ください。） 

・Email the InfoMark URL … →  リンクを指定のアドレスにメール送信できます。 

 

（次ページに続く） 
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◆このようにして保存された URL には、以下のような便利な特色があります。 

【他のユーザー・購読機関とも共有できる】 

保存した URL は、本人はもちろん、同じ機関の他のユーザーも見ることができます。また、同じ

データベースを購読していれば、他機関のユーザーでも開くことができます。 

 

【検索結果がアップデートされる】 

検索結果の表示画面をブックマークした場合、URL の中に検索式が埋め込まれていますので、同

じ検索条件に該当する新しい資料が後からデータベースに追加された場合でも、URL を開いたと

きに検索結果に反映されます。 

 

【マークしたリストを保存できる】 

データベースのマーク機能（p.18）を利用して作成したリストは、そのままではログアウト後に

失われてしまいますが、マーク記事一覧画面のURLを保存しておけば、後から何度でも閲覧する

ことができます。 

 

 

※ データベースの購読を中止した場合には、ブックマークした内容は見られなくなります。 
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■ その他の機能 

 

 

◆ 英英辞典機能（Dictionary） 

記事中の不明な単語をマウスでドラッグして選択し、画面右上の  ボタンをクリック

すると別ウィンドウが開き、英英辞典『Merriam-Webster's Collegiate Dictionary』を検索できます。

（ドラッグした単語は検索語として自動的に入力されますが、ご使用のブラウザの種類によって

は単語を直接入力する必要があります。） 

 

◆ クイック検索（Quick Search） 

検索結果画面（p.6）・記事表示画面（p.9）では、左側に「Quick 

Search」ボックスが表示されます。ここでつづけてキーワ

ード検索をすることができます。 

 

◆ 検索履歴（Previous Searches） 

画面右上の  をクリックすると別ウィンドウが開き、検索履歴を閲覧できます。 

 

検索式をクリックすると再び同じ検索を行うことができます。「Revise」をクリックすると検索条

件を修正できます。検索履歴を検索条件として使うこともできます（Advanced Search, p. 15）。 

 

※ データベースからログアウトすると、検索履歴は失われます。ログアウト後も検索条件を保

存するにはInfoMarkを利用してください（p.19） 
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■ 検索語の入力方法（Search Tips） 

検索語を入力する際の注意事項やコツを解説します。 

 

◆ 大文字・小文字 

大文字と小文字は区別されません。 

 

◆ 引用符 

フレーズ（句）を検索するには引用符で囲みます。例：”annual report” 

また、論理演算子を単語として検索したいときも囲みます。例：”war and peace” 

 

◆ 任意文字記号（ワイルドカード） 

以下のワイルドカードを使用できます： 

*（アステリスク）…任意の文字。例：japan* ⇒ Japan, Japanese, Japanology 

?（疑問符）…任意の１文字。例：defen?e ⇒ defence, defense 

!（感嘆符）…任意の１文字または文字なし。例：colo!r ⇒ color, colour 

 

◆ ２単語間の距離指定 

△ Wn □（n は数字）…△の後 n 語以内に□が登場する 

 例：american W3 music ⇒ American music, American popular music, American new wave music 

△ Nn □（n は数字）…△の前後 n 語以内に□が登場する 

 例：world W3 news ⇒ world news, news of the world 

 

◆ 論理演算子・入れ子検索 

AND, OR, NOT の演算子を使用できます。２種類以上の演算子が使用されている場合、NOT, 

AND, OR の順に適用されます。括弧（）を使用することで、適用順序を調整できます。 

例：race OR color AND skin ⇒ race が含まれる、または color と skin が両方含まれる 

例：(race OR color) AND skin ⇒ race と color のどちらかと skin が両方含まれる 

 

◆ 検索できない単語 

・「a」「and」「etc.」「in」「of」「on」「the」などの頻用される前置詞・冠詞などは検索語に入っ

ていても無視されます。（「and」「or」は論理演算子として認識されます。） 

・ハイフン「-」やピリオド「.」も無視されます。 

・ただし「e-mail」「gale.com」のように通常単語に含まれるものは使用できます。 

 

◆ アポストロフィ・＆記号 

アポストロフィ「'」やアンパサンド「＆」は検索されます。 

（後者は引用符で挟んだ方がよい結果が得られます。例：”AT&T”） 
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■ 表示設定を変更する（Preferences） 

 

検索結果の表示件数、検索語ハイライトの設定などを変更できます。 

 

1. 画面右上の「Preferences」をクリックします。 

 

2. 別ウィンドウが開くので、設定項目を変更します。 

 

 

 Number of results per page ··············検索結果１ページあたりに表示する件数 

 Language ·········································インターフェース言語（日本語は近日追加予定です） 

 Search term highlighting ··················検索語のハイライト機能をオン／オフにします。 

 Font Color········································検索語ハイライトの色を選択します。 

 Font Style·········································検索語ハイライトの書式を選択します。 

 

3. 最後に  ボタンをクリックして変更を適用します。 

 

（初期設定に戻す場合は、  ボタンをクリックします。） 
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■ 考え方・書き方のヒント（Toolbox） 

 

画面上部のツールバーより  をクリックすると、別ウィンドウが表示されます。 

 

 

これは議論の読み方、情報の整理の仕方、考えのまとめ方、エッセイの書き方などについて解説

するチュートリアル・コーナーです。図や具体例を交えた説明を読み、指示にしたがって説得力

のある英文エッセイを書いてみましょう。 
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■ 別売追加モジュール Critical Thinking 

 

OVRC 内の 250 主題・750 記事を対象とし、対象記事すべての朗読音声やテスト機能を提供する

追加モジュールです。 

 

 

1.  画面上部のCritical Thiking をクリックします。 

 
 

 

2.  Critical Thinking のトップ画面が表示されます。 
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８つの大分野の中から閲覧したいトピックをクリックします。 

 Crime: 犯罪 

 Economics: 経済 

 Government: 政治 

 Health: 健康      

 Science: 科学 

 Society: 社会 

 Teen Issues: 十代の問題点 

 World Affairs: 世界情勢、国際問題 

 

 

3. 主題一覧が表示されるので、好きなテーマをクリックします。 
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4. テーマをクリックすると、基本質問 3 点とエッセイ一覧が表示されます。 

 

 

◆エッセイ 3 点の構成◆ 

１．選んだテーマに関する概論 

２．選んだテーマに関するエッセイ 

３．２のエッセイに対する反対意見を述べたエッセイ 
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5. 見たい記事名をクリックすると記事の全文が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 記事全文の朗読音声を聞くことができます。 

 

クリックすると朗読

音声が再生されます。 

右クリックして、「対象をファイルに保存」を選択

すると、音声ファイルをダウンロードできます。 
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○ 重要難語は黄色くハイライトされます。マウスオーバーすると語義が表示されます。 

 

 をクリックすると、重要難語とその語義の音声が再生されます。 

 

※重要難語は全文の後に、まとめて表示されています。 

ここでも  をクリックすると、重要難語とその語義の音声が再生されます。 

 

 

 

 

○ エッセイの内容についてのテストを受けることができます。全文の後に表示されている 

          をクリックすると、下記の画面が立ち上がります。 

 

1. ３つのメニューの中から好きなメニューを選んでクリックします。 

 Start: テスト画面がすぐに表れます。 

 Print: 印刷用の画面が表示されます. 

 E-mail: テストを E-mail に添付して送付することができます。 
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3. Start を選択すると 1 問目が表示されます。 

 

回答をラジオボタンで選択後            をクリックすると 2 問目に移ります。 

 

 

※ 設問は全 10 問で、そのうち 8 問が 4 択問題、2 問が記述式になります。 

※ 10 問目が終了すると、Student Feed back のページが表示されます。 
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4. 画面下部の「Submit」をクリックするとテストが終了して、テスト結果の画面が表れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テストの結果は、印刷もしくは E-mail に添付して送付することができます。 

 

 

 

○ 関連記事を再検索できます。 

 

 

 

 

 

 

 

「Child Abuse」をクリックすると、OVRC 内の関連記事の一覧が表示されます。 
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