
文字総数 2４0語 

Question 1-3 refer to the following article. 

 

Best and Worst Jobs of the Future 

 

The hottest job of the future might be app developer. All you have to do is look at 

what you're holding in the palm of your hand to figure out why. 

“All of us use our cellphones probably more than we should be every day, and 

that is what is driving the demand for app developers," said Stacy Rapacon, online 

editor at personal finance website Kiplinger.com, which has identified the best 

jobs for the future. "More apps mean more people to develop them.”The median 

salary for app developers is $100,000, and the industry is expected to grow by 30 

percent over the next decade, according to Kiplinger. 

Nurse practitioner is the next best job on Kiplinger's list. The median income for 

nurse practitioners is $103,000, and the field is expected to grow 35 percent 

between now and 2027. “The field, in general, is booming because of the aging 

population," Rapacon said. "Physical therapists, for example, have plenty of patients 

to work with, especially as people are growing older and health care treatments 

are improving. Older people who suffer from heart attacks or strokes or other 

ailments are able to survive those issues and then may need physical therapy or 

occupational therapy to continue being able to live independently.”Half of the jobs 

in the Top 10 — including physician, physician assistant, health services manager 

and physical therapist — are in the health care field. 

  



1. What’s the article mainly about? 

  (1) Future jobs 

  (2) App services 

  (3) Medical workers 

  (4) Income 

 

2. According to the article, what is indicated about Stacy Rapacon? 

  (1) She made the Kiplinger’s list. 

  (2) She is an add developer. 

  (3) She expects the app industry to grow by 30% over the next year. 

  (4) She indicates that nurse practitioners’ median income will be over $100,000 by 

 2027. 

 

3. What is suggested about Kiplinger ’s list? 

  (1) It expects that the number of nurse practitioners will increase. 

  (2) The physical therapists will take care of more senior citizens in the future. 

  (3) People suffering from heart attacks and strokes will live longer. 

  (4) A second of the list accounts for workers in the medical field. 

 

  



■正解 

1. (1) 

2. (1) 

3. (4) 

 

■解説 

1. タイトルにあるように、この話のトピックは将来の職業についての話であることから（１）

が正解となる。 

2. 第２段落に、Rapacon氏はKiplinger.comのオンライン編集者であり、それがKiplinger

のリストを載せており、Rapacon 氏はその関係者の一人であることから（１）が正解と

なる。 

3. 第３段落最後に、リストの半分が医療関係者が占めているという記載から、（４）が正解

となる。 

■重要語句 

app （ケータイの）アプリ 

developer 開発者 

all you have to do is ～しさえすればよ

い 

palm 手のひら 

figure out 理解する・知る 

that is what is  それが～していること 

driving 駆り立てる 

demand 要求・需要 

editor 編集者 

personal 個人の 

finance 財政 

identify 認識する・判断する 

median salary 平均収入 

industry 産業 

nurse practitioner ナースプラクティシ

ョナー（一定の医療行為が認められている

上級看護職） 

field 分野 

boom 活気づく 

aging population 高齢化 

physical therapist 理学療法士 

plenty of たくさんの 

health care treatment ヘルスケア治療 

suffer from ～で苦しむ 

heart stack 心臓発作 

stroke 脳卒中 

ailment 病気 

occupational therapy 作業療法 

independently 独立して・独自に 

 

  



未来における最善最悪の仕事 

 

 将来最もホットな仕事はアプリ開発者かもしれません。その理由を理解しようとするな

らば、手のひらの上に持っているものを見さえすればよいのです。 

 パーソナルファイナンスWebサイト Kiplinger.comは、将来性の最もある職業を判別し

たが、そのオンライン編集者、Stacy Rapaconは「私たちはみんなおそらく必要以上にケ

ータイを利用しており、それがアプリ開発者に要求を駆り立てているのです」と述べ、「ア

プリの多さは、それらの開発者の多さでもある。」とも述べています。Kiplinger によると、

アプリ開発者の平均給与は 10万ドルで、今後 10年間で業界は 30％成長すると予測され

ています。 

 ナース・プラクティショナーは Kiplinger のリストでは、今後最高の仕事です。ナース・

プラクティショナーの平均収入は$ 103万ドルであり、そしてこの分野は現在から 2027

年の間に 35％成長すると予想されています。Rapacon 氏は、「一般的に、この分野は高

齢化のため急成長を遂げている」と述べています。特に理学療法士は、特に高齢者やヘル

スケアが進歩しているため、抱える患者が多くなります。心臓発作や脳卒中、その他の病

気にかかっている高齢者はこれらの病気を克服することが可能になり、その後自分で生活

を続けていくために理学療法や作業療法が必要になるかもしれません。」医師、アシスタン

トドクター、保健サービスマネージャ、理学療法士など、トップ 10の仕事の半分は医療分

野です。 

  



1. この記事は何についてですか。 

  (1) 将来の仕事 

  (2) アプリサービス 

  (3) 医療従事者 

  (4) 収入 

 

2. 記事によると Stacy Rapaconについてどんなことが示されていますか。 

  (1) 彼女は Kiplingerのリストを作成した。 

  (2) 彼女はアプリ開発者である。 

  (3) アプリ産業が来年には 30％増加すると予測している。 

  (4) ナース・プラクティショナーの平均収入は 2027年までに 10 万ドルを超えると彼

女は予測している。 

 

3. Kiplinger のリストについてどんなことが示されていますか。 

  (1) ナースプラクティショナーの数が増加する。 

  (2) 理学療法士は将来更に多くの高齢者の世話をする。 

  (3) 心臓発作や脳卒中で苦しむ人が更に長生きする。 

  (4) そのリストの２分の１が医療分野の労働者である。 


