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今回は、画期的な朝鮮半島の非核化に向けて予定した6月12日初の米朝首脳会談

が中止の可能性が出た記事です。 

 

例文1. 6月12日シンガポールで予定した米朝首脳会談が中止にするとトランプ大

統領が北朝鮮へ書簡で伝えた記事です。しかし開催のゆくえはまだはっきりしてい

ません。 

参考までに、それ以前の4月27日に南北朝鮮首脳の和平へ向け板門店で合意した

時点の記事の見出しとリード文を加えておきます。 
 

Trump cancels North Korea summit scheduled for June 12 

WASHINGTON--U.S. President Donald Trump on Thursday called off a planned historic 

summit with North Korean leader Kim Jong Un, even after North Korea followed through 

on a pledge to blow up tunnels at its nuclear test site. 

Referring to a scheduled June 12 meeting with Kim in Singapore, Trump said in a letter 

to the North Korean leader: "Sadly, based on the tremendous anger and open hostility 

displayed in your most recent statement, I feel it would be inappropriate, at this time, to 

have this long- planned meeting." 

Trump called it "a missed opportunity" and said he still hoped to meet Kim someday. 

The North Korean mission to the United Nations did not immediately respond to a request 

for comment on Trump’s cancellation of the summit. 

 

●参考例文：南北朝鮮首脳の和平に向け合意した記事 

Korean leaders aim for end of war, ‘complete denuclearization’        
SEOUL--North Korean leader Kim Jong Un and South Korean President Moon Jae-in 

embraced after pledging on Friday to work for the "complete denuclearization of the 

Korean Peninsula," punctuating a day of smiles and handshakes at the first inter-Korean 

summit in more than a decade. 

 

語句：(見出し）cancels 取り消す、North Korea 北朝鮮、summit 首脳会談、scheduled 

予定された、June 6月 

(リード）U.S. President 米大統領、Thursday 木曜日、called off 取りやめる、planned 

予定された、historic summit 歴史的首脳会談、Kim Jong Un 金
キム

正恩
ジョンウン

、even after ～

したものの、followed through 徹底的に従った、pledge 誓約、blow up 爆破する、

tunnels トンネル、nuclear 核、test site 実験場 

(第2パラグラフ）Referring to ～に言及して、meeting with ～との会談、letter to ～

への書簡で、Sadly 不幸にも、based on ～に基づいて、tremendous anger 激しい怒

り、open hostility あらわな敵意、displayed 表示された、recent 最近、statement 声
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明、feel 感じる、inappropriate 不適切な、at this time 現時点で、long-planned 念願

の 

(第3パラグラフ）called 呼んだ、a missed opportunity 逃した好機、hoped 望んだ、

meet 会う、someday いずれ、mission 使命、immediately 即座に、respond to ～への

対応、comment on ～についてのコメント、cancellation 取り消し 

 

参考例文語句：(見出し）Korean leaders 南北朝鮮の両首脳、aim for ～を目指す、

end of war 終戦、complete 完全な、denuclearization 非核化 

(リード）North Korean 北朝鮮の、South Korean 韓国人、President 大統領、Moon Jae-in 

 文在
ムンジェ

寅
イン

、embraced 抱擁した、pledging 誓って、Friday 金曜日、work for ～に有効 

な、Peninsula 半島、punctuating 強調して、smiles and handshakes ほほ笑みと握手、 

Inter-Korean summit 南北朝鮮の首脳、more than ～以上の、decade 十年 

 

試訳：(見出し）トランプ氏、6月12日予定の北朝鮮首脳会談を中止 

(リード）ワシントン発―ドナルド・トランプ米大統領は、木曜日、北朝鮮が核実

験場のトンネルを爆破する約束について徹底して従ったものの、北朝鮮の首脳の金

正恩との予定された歴史的首脳会談を取り消した。 

(第2パラグラフ）予定の6月12日シンガポールでの金氏との会談に言及して、トラ

ンプ氏は、北朝鮮の指導者にあてた書簡の中で、次のように言っている、「不幸に

して、つい最近の貴殿の声明で表明された激しい怒りとあらわな敵意に基づき、私

は現時点で、この念願の会合を持つことは不適切だと感じる」 

(第3パラグラフ）トランプ氏はそれを「逃した好機」とし、金氏といずれ会うこと

をまだ望んでいると語った。トランプ氏の首脳会談中止について北朝鮮の国連に対

する使命であるコメント要請への返答は即座にはなかった。 
 

参考例文試訳：(見出し）南北朝鮮首脳、終戦と「完全な非核化」目指す 

(リード）ソウル発―北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長と韓国の文在寅大統領は、

金曜日十余年ぶりに南北朝鮮首脳会談でほほ笑みと握手の日を強調して、「朝鮮半

島の完全な非核化」に向け有効であることを誓ったあと互いに抱擁した。 

 


