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英字新聞の読み方 応用編 その 53 

 

例文3. 次は、北朝鮮の新たな脅威、開発中の新型ミサイルが発射実験に成功

したと同国政府が発表した記事です。 

North Korea: New long-range missile can carry heavy nuke  

SEOUL--North Korea said Monday the missile it launched over the weekend was a new 

type of "medium long-range" ballistic rocket that can carry a heavy nuclear warhead. A 

jubilant leader Kim Jong Un promised more nuclear and missile tests and warned that 

North Korean weapons could strike the U.S. mainland and Pacific holdings. 

North Korean propaganda must be considered with wariness--Pyongyang has 

threatened for decades to reduce Seoul to a "sea of fire," for instance--but Monday's 

claim, if confirmed, would mark another big advance toward the North's goal of fielding 

a nuclear-tipped missile capable of reaching the U.S. mainland. Some experts, including 

officials in Tokyo, estimate that Sunday's launch successfully tested a new type of 

missile in Pyongyang's arsenal. 

The test is also an immediate challenge to South Korea's new leader, Moon Jae-in, a 

liberal elected last week who expressed a desire to reach out to North Korea. 

Pyongyang's aggressive push to boost its weapons program also makes it one of the 

Trump administration's most urgent foreign policy worries, though Washington has 

struggled to settle on a policy. 

 

ヒント：見出しにあるコロンは、「～が発表した」という意味です。  

第2，3パラグラフにあるPyongyang や第3パラグラフのWashington の都市名は国

家の首都を示しその国の政府という意味を表します。 

リード文は通常1センテンスですが、ここでは2センテンスで構成しています。 

第2パラグラフ文中、wariness― ～ instance—とダッシュで区切られた文があり

ますが、それは、これまでの北の1例を挙げた挿入文です。 

 

語句：(見出し）long-range 長距離の、missile ミサイル、carry 運ぶ、heavy nuke 

強力な核 

(リード）North Korea 北朝鮮、launched 発射した、over the weekend 週末にかけ

て、new type 新型、medium long-range 中距離、ballistic rocket 弾道ロケット、

warhead 弾頭、jubilant leader 喜ぶ指導者、Kim Jong Un 金正恩、promised 誓っ

た、warned 警告した、weapons 兵器、strike 攻撃する、mainland 本土、Pacific 

holdings 太平洋の保有地 

(第2パラグラフ）propaganda 宣伝活動、(be) considered 考慮される、wariness 慎
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重さ、Pyongyang （平城)北朝鮮政府、threatened 脅した、decades 数十年、reduce 

破壊する、sea of fire 火の海、for instance 例えば、claim 主張、if confirmed 事実

であると確認されれば、mark 示す、advance 進化、toward ～に向けて、goal 目

的、fielding 出動させる、nuclear-tipped missile 核弾頭ミサイル、capable of ～が

できる、reaching 到達する、experts 専門家、including ～を含む、estimate 推測

する、launch 発射、successfully 成功裏に、tested 実験した、new type 新型の、

arsenal 兵器 

(第3パラグラフ）immediate 即座の、challenge 挑発、South Korea’s new leader 韓

国の新指導者、Moon Jae-in 文在寅（ムンジェイン）、liberal 改革主義、elected 選

ばれた、last week 先週、expressed 表明した、desire 願望、reach out to ～に働き

かける、aggressive push 攻撃的行動、boost 強化する、weapons 兵器、Trump 

administration’s トランプ政権の、urgent 喫緊の、foreign policy 外交、worries 憂

慮、though ～しているものの、Washington （ワシントン）米政府、struggled to 必

死で～しようとする、settle 解決する、policy 政策 

 

試訳：(見出し）北朝鮮、新長距離ミサイルはより強力な核搭載可能と発表 

(リード）ソウル発―北朝鮮は月曜日、同国が週末にかけて発射したミサイルは

強力な核弾頭を搭載可能な新型の「中距離」弾道ロケットだったと発表した。

喜ぶ指導者金正恩は、より多くの核やミサイル実験を誓い、北朝鮮の兵器は将

来アメリカ本土や太平洋の保有地を攻撃できると警告した。 

(第2パラグラフ）北朝鮮の宣伝活動は、例えば同国政府が韓国ソウルを「火の

海」まで破壊すると数十年間脅してきたなど、慎重に考慮されなければならな

い、しかし月曜日の主張は、事実であると確認されれば、アメリカ本土に届く

核弾頭ミサイルを出動させる北の目的に向けてさらなる大きな進化を示すこと

になる。東京の当局者を含む専門家らは、日曜日の発射は北朝鮮の兵器の中で

新型ミサイルを成功裏に実験したと推測している。 

(第3パラグラフ）その実験はまた、北朝鮮へ働きかける願望を表明して先週選

ばれ韓国の改革派の新指導者文在寅氏への即座の挑発だ。北朝鮮政府の兵器を

強化するという攻撃的な行動はまた、米政府が政策に関し必死で解決しようと

しているものの、トランプ政権の喫緊の外交懸念の一つとなる。 

 


