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例文2. 今回は、2025年の国際万博が大阪市で開催されることが決まった記事です。 
Osaka to host 2025 World Expo, beating Russian city 

PARIS--The city of Osaka will host the World Expo in 2025, after beating out cities in 

Russia and Azerbaijan in the race to host an event expected to draw millions of visitors and 

showcase the local economy and culture. 

Shouts of joy in Japanese erupted in the Paris auditorium when the 170 member states of 

the Bureau International des Expositions voted Friday in favor of Osaka's bid. Dark-suited 

officials hugged and jumped up and down, and Japan's economy and trade minister, 

Hiroshige Seko, said he felt "Excellent! I'm excited! I also feel a heavy responsibility to 

make Expo 2025 successful." 

Back in Tokyo, Prime Minister Shinzo Abe said in a statement that the country will 

make an utmost effort to "achieve a magnificent expo in Osaka that would give dreams and 

surprises to everyone in the world." Hosting a world expo in Japan would be "a golden 

opportunity to promote fascinating charms of Japan to the rest of the world," Abe said. 

 

ヒント： 見出し文に to host とありますが、to の前に be 動詞が省略されている未来形

になっています。例文1の見出し文でも同様の形がありました。 

 

 語句：(見出し）to host 主催することになる、World Expo 万国博、beating 負かし

て、Russian city ロシアの都市 

(リード）city 都市、Azerbaijan アゼルバイジャン、race 競争、event 催し、expected 

～と見られる、draw 引き寄せる、millions of visitors 多くの観光客、showcase 展示

物、local 地元の、economy 経済、culture 文化 

(第2パラグラフ）Shouts of joy 喜びの叫び、erupted 起こった、Paris auditorium パ

リ公会堂、member states 会員国、Bureau International des Expositions 万国博覧会国

際事務局、voted 投票した、Friday 金曜日、in favor of ～を支持して、Osaka’s bid 大

阪の入札、Dark-suited ダークスーツを着た、officials 当局者ら、hugged 抱きしめ

た、jumped up and down 飛び跳ねた、economy and trade minister 経済産業大臣、felt 

感じた、Excellent 素晴らしい、excited 興奮した、heavy responsibility 大きな責務、

make ～ successful ～を成功させる   

(第3パラグラフ）Back 戻って、Prime Minister 首相、statement 声明、country 国は、

make ～ effort 努力する、utmost 最大限、achieve 勝ち取る、magnificent 最高の、

give dreams and surprises 夢と驚きを与える、golden opportunity 素晴らしい機会、

promote 促す、fascinating 魅了する、charms 魅力、rest of the world 世界各地に 
 

試訳：(見出し）大阪市、ロシアの都市を打ち破り2025年万国博を主催へ 

(リード）パリ発―大阪市は、万博は多くの観光客や地元経済と文化などの展示が
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期待できるイベントでその開催地を決める選出会でロシアやアゼルバイジャンな

どの都市を打ち破り、2025年の万博を主催することが決まった。 

(第2パラグラフ）万国博覧会国際事務局の170の会員国が金曜日、大阪の入札を支

持して投票するとパリ公会堂で日本語の喜びの叫びが巻き起こった。ダークスーツ

を着た当局者たちが抱き合い飛び跳ね、日本の世
よ

耕
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経済産業大臣は「素晴らし

い、興奮した、また2025年万博が成功することに重い責任を感じる」と言った。 

(第3パラグラフ）安倍晋三首相は東京に戻り、次の声明文を発表した。我が国は「夢

と驚きを世界中の人々に与えるよう大阪での最高の万博を達成する最大限の努力

をする」、日本で世界万博を主催することは「世界各国に日本の魅力を与える素晴

らしい機会になる」とした。 

 


