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英字新聞の読み方 応用編 その78 

 

例文1. 川崎市で起こった刺殺暴力事件で亡くなった外交官と明るい女の子につ

いて多くの人たちの悲しみが広がった記事です。 

 
Shock, grief expressed over deaths of ‘sunny’ girl, diplomat 

One was a highly respected diplomat who specialized in Myanmar. The other was a 

cheerful girl known for her thoughtfulness and huge smile. The deaths of the two in the 

stabbing rampage in Kawasaki’s Tama Ward on May 28 brought about similar expressions 

of grief, shock and accolades for their personalities. 

Satoshi Oyama, 39, and Hanako Kuribayashi, 11, were killed when a man armed with 

knives attacked pupils of Caritas Elementary School, a private school in the ward, as they 

were about to enter their bus. Seventeen others were injured, some seriously, and the 

suspected assailant took his own life, according to police. 

Oyama was a diplomat at the Foreign Ministry well-versed in Myanmar affairs. 

Although Oyama, who spoke Myanmar, was in high demand for his skills and clearly busy 

with work, he was described as a loving father who would often make time in his schedule 

to play outdoors with his child, a pupil at Caritas Elementary School. Oyama was killed 

when he was seeing off his child. 

 

ヒント：見出し文のルールですが、カンマは and 表します。動詞は expressed で

すが、その前に be (are) 動詞が省略された受身形になっています。  

 

語句：(見出し）Shock 衝撃的、grief 悲しみ、expressed 示された、deaths 死去、‘sunny’ 

girl 「明るい」女の子、diplomat 外交官 

(リード）One 一人、highly respected 高い評価を受けた、specialized 専門分野の、

in Myanmar ミヤンマー語、other もう一人、cheerful 陽気な、known for ～で知ら

れた、thoughtfulness 思慮深い、huge smile 笑顔いっぱいの、stabbing rampage 刺殺

暴力事件、Ward 区、May 5月、brought about ～をもたらした、similar 同様の、

expressions of grief 悲しみの表情、accolades 賛美、personalities 人柄 

(第2パラグラフ）were killed 殺された、man 男、armed with ～で武装して、knives 

刃物、attacked 襲った、pupils 生徒、Caritas Elementary School カリタス小学校、private 

school 私立校、are about to enter 乗ろうとしていた、bus バス、Seventeen 17人、were 

injured 負傷させられた、some seriously ある人は重症、suspected assailant 攻撃容疑

者、took his own life 自殺した、according to ～によれば、police 警察 

(第3パラグラフ）Foreign Ministry 外務省、well-versed in ～に精通して、affairs 業

務、Although ～けれども、spoke 話した、high demand 高需要の、skills 技能、clearly 

明らかに、busy 忙しい、with work 業務で、was described 表現された、loving father 

優しい父、often しばしば、make time 時間を作る、schedule 予定、play outdoors 外

で遊ぶ、was seeing off 見送っていた 
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試訳：(見出し）衝撃、悲しみが溢れる、「明るい」女の子と外交官の刺殺に 

(リード）亡くなった一人はミヤンマーが専門分野で高い評価を受けた外交官だっ

た。もう一人は、思慮深く笑顔がいっぱいで知られた陽気な女の子だった。川崎の

多摩区で5月28日起きた二人の刺殺死と殺傷暴力事件は、二人の人柄への賛美と悲

しみ、ショックなど人々に同様な感情をもたらした。 

(第2パラグラフ）小山
お や ま

智史
さ と し

さん（39）と栗林
くりばやし

華子
は な こ

さん（11）は、刃物で武装した

男が、私立カリタス小学校の生徒が通学バスに乗ろうとしていた時、襲われ刺殺さ

れた。警察によれば、17人が負傷し中には重症者がおり、襲った容疑者は自殺した。 

(第3パラグラフ）小山さんは、外務省でミヤンマーに精通した外交官だった。ミヤ

ンマー語を話した小山さんは、業務で明らかに多忙で彼の技能は高需要だったけれ

ども、彼は、カリタス小学校の生徒だったわが子と一緒に外で遊ぶ予定をしばしば

作っていた優しい父親として知られていた。小山さんは、わが子を見送りに来て、

犠牲になった。 

 


