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英字新聞の読み方 応用編 その87 

 

例文3. 次は、大相撲春場所を史上初めて観客を入れないで開催することを相撲協

会が決めた記事です。 

Sumo: March tournament to be held behind closed doors due to virus 

OSAKA − The Spring Grand Sumo Tournament, set to open next weekend, will be held 

behind closed doors for the first time in history due to the ongoing coronavirus crisis, the 

sport's governing body said Sunday. 

The Japan Sumo Association's board of directors made the decision in an extraordinary 

session in Osaka. Having already ruled out the possibility of staging the 15-day meet under 

normal conditions, the JSA weighed whether to hold the event at Edion Arena Osaka 

behind closed doors or call it off completely. 

While grand sumo tournaments have been canceled twice in the past, JSA Chairman 

Hakkaku said the directors agreed to go forward for the fans -- even if people would not be 

able to attend. 

 

ヒント：見出し文の動詞が to be held とありますが、この形は未来形、will be held

と同じ形です。それと behind closed doors の表現は「無観客」＝「観客を会場に

入れない」を表現しています。同様の表現が春の選抜高校野球大会の記事にもあ

りました。参考まで、その例文の見出しとリードを挙げておきます。 

（例文）―――――――――――――――――――――――――― 

Nat'l high school baseball tourney to adjust over coronavirus 

The Japan High School Baseball Federation said Wednesday it is preparing to hold the 

national high school baseball invitational tournament behind closed doors due to the 

spread of the new coronavirus, while also mulling possible cancellation of the meet. 

 ―――――――――――――――――――――――――――――― 

 

語句：(見出し）March tournament 3月場所、to be held 開催される、behind closed doors 

無観客、due to ～が原因で、virus ウイルス 

(リード) set to open 開催予定、next weekend 翌週末、behind closed doors 無観客、

for the first time in history 史上初、ongoing 進行中の、crisis 危機、governing body 運

営組織、Sunday 日曜日 

(第2パラグラフ）The Japan Sumo Association's board of directors 日本相撲協会の役員

会、made the decision 決定した、extraordinary session 臨時理事会、Having already す

でに～した、ruled out 除外して、possibility 可能性、staging 開催する、15-day meet 15

日間の大会、normal conditions 通常の条件、JSA 日本相撲協会、weighed 熟考した、

whether ～かどうか、hold 開催する、event 大会、call it off 中止する、completely 完全

に 

(第3パラグラフ）While ～だが、tournaments 大会、canceled 中止した、twice 2度、
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past 過去、Chairman 理事長、agreed 賛同した、go forward 前進する、fans ファン、

even if たとえ～でも、attend 観戦する 

 

試訳：(見出し）相撲：春場所 新型ウイルス影響のため無観客で開催へ 

(リード) 大阪発―来週末に開催予定の大相撲春場所は、進行中の新型コロナウイ

ルス危機のため史上初めて無観客で開催されると日曜日（3月1日）、日本相撲協

会が発表した。 

(第2パラグラフ）日本相撲協会の役員会は大阪で開かれた臨時理事会で開催方法を

決定した。通常の状態での15日間の大会開催の可能性をすでに除外して、協会はエ

ディオンアリーナ大阪での無観客での大会開催をするかあるいは完全に中止する

かどうかを熟考した。 

(第3パラグラフ）大相撲大会は過去に2度中止されたことがあるが、協会の八角理

事長（元横綱北勝海）は、たとえ観客が観戦できないとしても、役員たちはファンのために

進めることで賛同した、と説明した。 


