
《新聞の見出し用語》 

 

 毎日を忙しく過ごすことが多くなった現在、見出しだけを読み大意をつかむ、という人

が増えてきた。それだけに見出しにかかる意義は大きい。 

 見出しは名詞と動詞が主体であり、これに目的語、補語を加えて記事内容の概要を伝え

ている。 

 表は見出しによく使われる動詞、名詞、略語の一覧表である。通常の英語と比べて見て

下さい。 

 

 

 名 詞 

 

 新聞見出し 通常の英語 日本語訳 

 

 accord agreement 同意、協定 

 aid assistance 援助 

 bill legislation 法案 

 blast explosion 爆発、爆破 

 body organization 団体、組織 

 charter constitution 憲法、憲章 

 cop policeman 警官 

 copter helicopter ヘリコプター 

 envoy ambassador 大使 

 fued dispute 論争、不和 

 foe enemy 敵 

  go match, game 試合（スポーツ） 

 hike increase, raise 値上げ、上昇 

 link connection 関係 

 offer proposal 申し込み、条件 

 pact treaty 条約 

 probe investigation 調査 

 raid attack 攻撃、急襲 

 scribe writer, newsman 作家、新聞記者 

 talks negotiation 会議、話し合い 

 ties relations 関係 

 toll number of victims 犠牲者の数 

 

 

 

 

    動 詞 

 新聞見出し 通常の英語 日本語訳 

 aid assist, help 援助する 

 air announce, voice 意見を出す、発表する 

 ban prohibit 禁止する 

 bar refuse, shut out 拒否する、門戸を閉ざす 

 bare disclose, announce 発表する、公表する 

 curb control, limit 抑制する、制限する 

 eye intend, hope めざす、希望する 

 free release 釈放する 

 hike increase（price） 値上げする 

 hit attack, criticize 攻撃する、非難する 

 hit mark, record （記録を）作る、出す 



 hold arrest 逮捕する 

 hurt injure けがをする、させる 

 ink sign 調印する 

 ire anger 怒らせる 

 jolt shock 衝撃を与える 

 launch begin 始める 

 link connect, associate 関係づける、結びつける 

 loom emerge 現れる 

 mull consider 熟慮する 

 nab arrest 逮捕する 

 name appoint 任命する 

 near approach 近づく 

 OK approve 承認する 

 pitch advertise 宣伝する 

 oust expell 追放する 

 rap criticize, censure 非難する 

 raid attack 攻撃する、急襲する 

 rule decide（especially in court） 裁定する 

 score charge, censure 非難する、攻撃する 

 slate schedule 予定する、される 

 sue accuse, charge 告訴する 

 vow pledge 公約する、誓う 

補語だが動詞の役目で使われるもの 

 seen regarded …と目される、思われる 

 set ready 準備ができている 

 

 

 

中央省庁 

 

Cabinet Office 内閣府 

Cultural Affairs Agency 文化庁  

Defense Facilities Administration Agency 防衛施設庁 

Fair Trade Commission (FTC)  公正取引委員会 

Financial Service Agency 金融庁 

Fire and Disaster Management Agency  消防庁 

Fisheries Agency  水産庁 

Forestry Agency  林野庁 

Imperial Household Agency  宮内庁 

Japan Coast Guard  海上保安庁 

Japan Pension Service     日本年金機構 

Japan Patent Office  特許庁 

Japan Tourism Agency    観光庁 

Marine Accidents Inquiry Agency  海難審判庁 

Meteorological Agency  気象庁 

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 農林水産省 

Ministry of Defense    防衛省 

Ministry of Economy, Trade and Industry 経済産業省 

Ministry of Education, Culture, Sports, 文部科学省 

 Science and Technology 

Ministry of Environment 環境省 

Ministry of Finance 財務省 

Ministry of Foreign Affairs 外務省 



Ministry of Health, Labor and Welfare 厚生労働省 

Ministry of Justice 法務省 

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 国土交通省 

Ministry of Internal Affairs and Communications 総務省 

National Police Agency (NPA)  警察庁 

National Public Safety Commission  国家公安委員会 

National Tax Administration Agency  国税庁 

Natural Resources and Energy Agency  資源エネルギー庁 

Postal Services Agency  郵政事業庁 

Public Security Investigation Agency  公安調査庁 

Small and Medium Enterprise Agency  中小企業庁 

 

 

 


