
 

 

本文 （body） の特徴１ 

 リードと同じように本文にも特徴があります。 

  

ルール 1 

文中にある Tokyoのような都市名は、その国の首都で （Wash-ington＝米、London＝英、

Beijing＝中国など） 政府を表す。 

例文 

  The new administration will work to improve relations with Moscow, Upper House 

Speaker told his counterpart on Monday. 

  

ルール 2 

文を簡潔にするため分詞構文を多用する。 

例文（斜体部分が分詞構文） 

  Internet service provider Softbank Corp. said Monday it wants to buy the Daiei 

Hawks pro baseball club from its financially troubled owner Daiei Inc., marking the 

latest move by one of Japan ﾕ s Net-related companies to expand into the baseball 

business. 

  

ルール 3 

文中、同格用法で肩書き、年齢、言葉の内容などの簡潔に説明を加える。 

例文 

  Nintendo Co., creator of Super Mario and Pokemon, brushed off Tuesday the 

technological superiority of rivals Sony and Microsoft in an emerging three-way war 

in next-generation home consoles. 

  

ルール 4 

文を簡潔にするため、しばしば関係代名詞を省略する。 

例文（カッコ内が関係代名詞） 

  A 24-year-old man,（who was） arrested Sunday on suspicion of killing a camera 

shop owner and his 27-year-old son and critically injuring the owner ﾕ s wife in 

Iidemachi, Yamagata Prefecture, said he had harbored a grudge against the son since 

childhood, according to police. 

  

ルール 5 

時制の不一致。 

新鮮さを与えるため、主文と従属文で時制が一致していないことがある。 

例文 

  Prime Minister Naoto Kan said he will visit China to talk with his counterpart. 

 通常では will は would にならなければならない。 

  

ルール 6 

文修飾副詞の活用 

文を短くするために、文修飾副詞で表す。 

例文 

  The suicide bomb in the center of the town has reportedly killed 6 people.

（reportedly=it is reported that） 

他には 

 allegedly （it is alleged that） 

 apparently （it is apparent that） 

  

ルール 7 

群形容詞（ハイフンでつないで造語した形容詞）の多用。 

 U.S.-style and two-party system  



 

 

 U.S.-led forces 

 behind-the-scenes negotiations 

例文 

  Energy ministers from Pacific Rim economies agreed Saturday to embark on a project 

to create low-carbon model cities using energy-efficient technologies and urged the 

promotion of nuclear power as an environmentally friendly energy source.  

 

 繰り返しになりますが、肝心なことは「だれが（なにが）、どうした」ですから、主語と

述語をしっかり見つけることです。たくさんのリードを読んでいるうちに次のパラグラフ

へ読み進んでいくものです。ニュースの核心となる情報はせいぜい最初の 3パラグラフぐ

らいですから、全部読む必要はありません。ゆとりが出てきたら読めばいいことです。 

 英語の文章は重要度優先で並んでいます。カンマの後には前の語の説明文があり、長い

文章であればあるほど、前の語、句、節などを補う文の固まりが並んでいます。基本は英

語の流れに逆らわず前から順に理解していく、「直読直解」です。英文記事を読むための第

一歩は、冒頭のルールを守り、慣れるまで読み続けることです。短時間でも毎日時間を決

めて読み続けることが英字新聞攻略への最短距離です。そうすれば抵抗なく英文記事を読

みこなせる日がきっとやってきます。 

 

ニュースによく使われる英語表現（前置詞句） 

as a sign of …  ～のしるしに 

as retaliation for…  ～への報復として 

at the expense of …  ～を犠牲にして 

by force of …     ～の力で 

by means of …    ～の力で 

for the purpose of …  ～のために 

in connection with …  ～に関連して 

in lieu with …   ～に沿って 

in exchange for …  ～のみかえりに 

in lieu of …   ～の代わりに 

in pursuit of …  ～を追って、～を求めて 

in relation to …  ～に関して 

in search of …   ～を求めて 

in the wake of …  ～のあとで 

on behalf of …    ～の代わりに 

on the chance of …  ～を期待して 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


