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 Testing Best Way to Know Difference Between Cold, Flu, or COVID 

 

for sure   たしかに 

symptom  症状 

soreness  痛み 

nasal   鼻の 

congestion  詰まり、密集 

 

《Vocabulary and Phrase》 

医療専門家は言う、風邪やインフルエンザ、コロナにかかっているかを確かに知る唯一の方法は/ 

症状が似ている、検査を受けることだと// インフルエンザとコロナは同じ症状を持つ/ 咳や熱、倦

怠感や筋肉痛などの// ウイルスは人々が病気であると知るより先に広まっていってしまう// コロ

ナに感染した多くの人々は病気を感じなかった/ しかしそれでもウイルスを広げてしまう// コロナと

の一番の違いは/ 人々が一時的に嗅覚や味覚を失うことである// インフルエンザでは熱が最も

典型である// 風邪をひくと多くの場合人々はのどの痛みや鼻詰まりになる// コロナウイルスは別

のものである// しかし同時に複数に罹患する可能性はある// 人々はインフルエンザとコロナの

合併症を”フルロナ”と呼ぶ// クリスティンコールマンは助手である/ メリーランド大学公衆衛生学

部で教授の// 彼女は言った、インフルエンザとコロナの両方にかかった人々の数は/今後数週

間、数か月で増えるだろう/ 北半球がインフルエンザの季節に入るため// 検査することはどのウ

イルスを持っているかを知る一番良い方法である// 検査は世界の何か所かでは供給薄である

が/ コールマンは検査をする一番の方法は薬局を訪ねることであると言った/ インフルエンザとコロ

ナのどちらも同時に検査することができる場所として// どの病気にかかっているかが分かればすぐ

に医者が治す処置を施してくれる// コールマンは言った、普段は/ 風邪をひいているかどうかは

研究所が見つけだせる// しかしそれらのほとんどが現在はコロナウイルスのための検査に集中して

いる// インフルエンザやコロナウイルスに関する問題を減らす一つの方法は/ ワクチンを接種する

ことだと専門家は言う// 疾病管理予防センターは言った/ インフルエンザとコロナの三回目のワク

チン接種を同時に受けることが安全であると//            314 文字       WPM 

Medical experts say the only way to know for sure if you have the 

common cold, the flu or COVID-19/ is to get a test because symptoms a 

can be similar.// The flu and COVID-19 have common symptoms,/ such 

as a cough, fever, tiredness, and muscle soreness.// The viruses can all 

spread before people know they are sick.// Many people who have COVID-

19 do not feel sick/ but they can still spread the virus.// The main 

difference with COVID-19/is people sometimes lose their ability to smell 

and taste.// With the flu, fevers are more common.// With colds, people 

usually have throat pain or nasal congestion.// The viruses are 

separate.// It is, however, possible to become sick with more than one at 

the same time.// Some people are calling the combination of flu and 

COVID-19 “flurona.”// Kristen Coleman is an assistant professor/ at the 

University of Maryland School of Public Health.// She said the number of 

people with flu and COVID-19/ will increase in the coming weeks and 

months/ as the northern hemisphere enters flu season.// Testing is the 

best way to find out which virus you have.// While tests are in short 

supply in some parts of the world,/ Coleman said the best way to find out 

is to visit a pharmacy,/ where you can be tested for both flu and COVID-

19 at the same time.// As soon as you know which illness you have, 

doctors can help with treatment.// Coleman said that in normal times,/ 

laboratories can find out if you have the common cold.// However, right 

now, most are focused on testing for COVID-19.// One way to reduce 

your chances of having a problem with flu and COVID/ is to get 

vaccinated, experts say.// The U.S. Centers for Disease Control and 

Prevention said/ it is safe to get the flu vaccine and a third COVID-19 

shot, or booster, at the same time.//           314words         WPM 

 《Linking Logic》 

ex.)  

Coleman said that 

hemisphere  半球 

in short supply  供給薄 

pharmacy  薬局 

focus on  焦点を当てる 

prevention  予防、防止 
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