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英字新聞の読み方 応用編 その88 

 

最初の例文は、新型肺炎感染拡大の影響が株価市場の暴落などの混乱を及ぼした

記事です。2番目は、政府が緊急事態宣言を発出できるようウイルス法案を衆議院

で可決した記事です。3番目は、東京五輪・パラリンピックがコロナウイルス拡散

のため、1年間延期された記事です。最後の例文は、東京都が政府の非常事態宣言

を受け、各種店舗などの休業要請対象を公表した記事です。 

 

 

例文1. コロナウイルスの感染恐怖が米国株価を暴落させた記事です。 

Dow drops 7.8% as free-fall in oil, virus fears slam markets 

Stocks took their worst one-day beating on Wall Street since the global financial crisis of 

2008 as a collapse in oil prices Monday combined with mounting alarm over what the 

coronavirus could do to the world economy. 

The staggering losses, including a 7.8% tumble in the Dow Jones Industrial Average, 

immediately raised fears that a recession might be on the way in the U.S. and that the 

record-breaking 11-year bull market on Wall Street may be coming to an abrupt end in a 

way no one even imagined just a few months ago. 

The drop was so sharp that it triggered the first automatic halt in trading in more than 

two decades. European stock indexes likewise registered their heaviest losses since the 

darkest days of the 2008 meltdown and are now in a bear market. 

 

語句：(見出し）Dow 米ダウ・ジョーンズ式平均株価、drops 下落する、free-fall 急

落、oil 原油価格、virus ウイルス、fears 恐れ、slam 急激に襲う、markets 諸市場 

(リード）Stocks 株式、took ～になった、worst 最悪の、one-day 一日の、beating 敗

北、Wall Street ウォール街（株式市場）、since 以来、global 世界的な、financial crisis 

金融危機、collapse 破綻、oil prices 原油価格、Monday 月曜日、combined with ～と

相まって、mounting alarm 高まる不安、over ～について、coronavirus コロナウイ

ルス、could ～かもしれない、do to ～に働く、world economy 世界経済 

(第2パラグラフ）staggering よろめいている、losses 損失、including ～を含め、tumble 

暴落、Dow Jones Industrial Average ダウ（ジョーンズ）工業株30種平均、immediately 

即座に、raised 起こした、fears 恐れ、recession 景気後退、on the way 間もなく来

る、record-breaking 記録的な、bull market 上げ相場、abrupt end 突然の終焉、in a way 

いくぶん、no one 誰も、imagined 想像した、a few months ago 数か月前に 

(第3パラグラフ）sharp 急な、triggered 引き起こした、automatic halt 自動的に休止、

trading 取引、more than ～より以上、two decades 20年間、European ヨーロッパの、

likewise 同様に、registered 記録した、heaviest losses 最大の損失、darkest days 闇夜

の日々、meltdown 暴落、bear market 下げ相場  

 



 

2 

 

 

＜ヒント＞コロナウイルスへの感染増大不安から株価が暴落した記事ですが、時期

的に同様の記事が日本の市場にもありましたのでご参考までに見出し文とリード

文を挙げておきます。使われる語句や書き方などがよく似ていますので読み比べて

みてください。 
=================================================== 

Tokyo stocks tank, yen surges on coronavirus fears, oil crash 

Tokyo financial markets were rattled Monday by escalating coronavirus fears and 

plunging oil prices, with the Nikkei ending at a 14-month low and the dollar briefly diving 

to the mid-101 yen level, its lowest since November 2016. 

 

 

例文１の試訳：(見出し）米ダウ株価7.8％下落 原油価格の急落、ウイルス不安が

市場に打撃 

(リード）ウォール街の株価は、月曜日の原油価格の崩壊とコロナウイルスが世界

経済に及ぼすかもしれない影響が高まる警戒と相まって2008年の世界的な金融危

機以来最悪の一日となり暴落した。 

(第2パラグラフ）ダウ（ジョーンズ）工業株30種平均で7.8％の暴落を含む膨大な損

失がこの数カ月間誰も想像しなかったウォール街の記録的な11年の上げ相場が突

如の終焉になるのではないかという不安がアメリカの景気後退の途上かも知れぬ

という恐れを即座に増加させた。 

(第3パラグラフ）下落は、20年間以上で初めて取引自動停止を引き起こすほどかな

り急だった。ヨーロッパの株価指標も同様に2008年の暴落だった闇夜の日々以来の

最大の損失を記録し、今や下げ相場になっている。 


