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英字新聞の読み方 応用編 その57 

 

例文1‐1. 例文は、北朝鮮が8月末から一連のミサイル発射や核実験などで挑発

を繰り返している記事3本を時系列で取り上げました。 

N. Korea fires missile over Japan, escalating tensions 

TOKYO/ SEOUL--North Korea fired a missile early on Tuesday (Aug. 29) that flew 

over Japan and landed in the Pacific waters off the northern region of Hokkaido, South 

Korea and Japan said, in a sharp escalation of tensions on the Korean peninsula. 

The last North Korean projectile to fly over Japan was in 2009. The United States, 

Japan and South Korea considered that launch to have been a ballistic missile test while 

North Korea said it was a rocket carrying a communications satellite into orbit. 

 

例文1‐2. 

N. Korea says 6th nuke test was H-bomb, 'perfect success' 

North Korea announced it detonated a thermonuclear device Sunday (Sept. 3) in its 

sixth and most powerful nuclear test to date. The North called the test a "perfect 

success" while its neighbors condemned the blast immediately. 

 

例文1‐3. 

North Korea shows capability of striking Guam with missiles 

SEOUL—North Korea’s ballistic missile launch on Sept. 15 showed for the first time 

that the U.S. island territory of Guam is well within range of Pyongyang’s arsenal. 

The missile, which flew over Hokkaido, landed in the Pacific Ocean about 3,700 

kilometers from its launch site in a suburb of Pyongyang, according to South Korea’s 

Office of the Joint Chiefs of Staff.  

 

例文1‐1.語句：(見出し）N. Korea 北朝鮮、fires 発射する、missile ミサイル、

over ～を越えて、escalating 増幅させて、tensions 緊張 

(リード）early 早朝、Tuesday 火曜日、flew over ～の上空を飛んだ、landed 落

ちた、Pacific waters 太平洋上、off ～の沖、northern region 北方地域、South Korea 

韓国、sharp 激しい、Korean peninsula 朝鮮半島 

(第2パラグラフ）last 最後の、以前の、projectile 自走ミサイル、United States 米

国、considered 考えた、launch 発射、to have been ～だった、ballistic missile test 

弾道ミサイル実験、while ～の間ずっと、rocket ロケット、carrying 積んでいる、

communications satellite 通信衛星、into orbit 軌道へのせる 
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例文1‐2.語句：(見出し）says 発表する、6th 6回目の、nuke test 核実験、H-bomb 

水素爆弾、perfect success 完璧な成功 

(リード）announced 発表した、detonated 爆発させた、thermonuclear device 核融

合装置、Sunday 日曜日、most powerful 最強の、to date 今まで、called 名付けた、

neighbors 隣国、condemned 非難した、blast 爆破、immediately 即座に 

 

例文1‐3.語句：(見出し）shows 示す、capability 能力、striking 攻撃する 

(リード）for the first time 初めて、U.S. island territory 米領島、well 十分、within 

range 範囲内、Pyongyang’s 北朝鮮政府の、arsenal 兵器 

(第2パラグラフ）launch site 発射地点、suburb 郊外、according to ～によれば、

Office of the Joint Chiefs of Staff 統合参謀本部 

 

例文1‐1 試訳：(見出し）北朝鮮、日本上空越えでミサイル発射、緊張強まる 

(リード）東京・ソウル発―北朝鮮は、火曜日早朝（8月29日）、日本上空を飛

んだミサイルを発射し、それは北海道北部地域沖の太平洋上に落下したが、韓

国と日本両政府は朝鮮半島の厳しい緊張増大になるとした。 

(第2パラグラフ）前回の北朝鮮の自走ミサイルの日本上空越えは2009年だった。

米国、日本、韓国は前回の発射されたミサイルは、北朝鮮が軌道に乗せる通信

衛星を積んだ弾道ミサイルだとずっと言っていたものと考えていた。 

 

例文1‐2 試訳：(見出し）北朝鮮、6回目の核実験は水爆、「完璧な成功」と発

表 

(リード）北朝鮮は、日曜日（9月3日）6回目でこれまで最強の核実験を核融合

装置で爆発させた、と発表した。北鮮政府は、その実験を「完璧な成功」と名

付けたが、一方隣国はその爆破実験を即座に非難した。 

 

例文1‐3 試訳：(見出し）北朝鮮、ミサイルでグアム攻撃の能力示す 

(リード）ソウル発―北朝鮮が9月15日発射した弾道ミサイルは、はじめて北朝

鮮政府が持つ兵器の射程範囲で十分米領グアム島に届くことを示した。 

(第2パラグラフ）韓国の統合参謀本部によれば、北海道上空を飛んだミサイル

は、北朝鮮の首都平壌の郊外の発射地点から約3700キロ飛び太平洋上に落下し

た。 

 


