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今、英語のニュースを理解するのに必須の語句は、大きく分けて五つのジャンルに分類されます。
「EU」
「日本（国内問題）、日韓関係」です。
「気候変動・自然災害」
「環境問題」
「米国（国内問題、対中関係、対イラン関係）」
ここに取り上げている言葉は、2019 年の後半も頻繁にマスメディアに登場するであろう言葉です。

問題文、用例ともに昨今のニュースの理解に役立つ内容で構成されています。
まず、初級・中級・上級レベルの単語クイズに挑戦し、自分の単語力を測ってみましょう！

執筆：引野剛司（ひきの たけし）
甲南女子大学名誉教授。
「アメリカ文化社会論」や「ジャーナリズムの英語」などを担当。

（アルク）など。
元毎日新聞社英文毎日編集部長。著書に『 VOA で学ぶ ニュース英語の攻め方』
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語彙力診断クイズ初級    
問題文のカッコ内に入る最も適切な一語を以下の語群から選んでください。

curb

immigration

toll

evacuation

labor

toxic

foster

massive

unusual

gained

soared

wave

1. Warmer surface temperatures of the water in the
weather
Pacific Ocean are causing
around the world.
太平洋の海面温度の上昇が世界中の異常気象を引き起こして

いる。

2. Environmental activists called for action to
climate change.
環境活動家たちは気候変動を抑えるための行動を呼びかけた。

3. A severe heat
this summer.

may hit Japan again

8. China’s

air is getting worse.

中国では有害な空気が一層ひどくなっている。

9. A significant oil spill along the coast could
out the entire population of sea otters.
沿岸の大規模な石油の流出は、ラッコを絶滅させる可能性が

ある。

10. President Trump thinks illegal
is a
serious threat to America’s national security.
トランプ米大統領は、不法移民はアメリカの安全保障に対する

この夏、厳しい猛暑が再び日本を襲うかもしれない。

4. August temperatures

far above normal.

8 月の気温は平年をはるかに上回った。

5. It is a question of when, not if, another
quake will strike.
問題は、次の巨大地震が起きるかどうかではなく、いつ起きるか

ということだ。

6.

wipe

orders were issued for tens of thousands of people over a wide area in Kyushu.
九州の広範囲にわたる地域で、何万人もの人々に避難指示が
発令された。

from the powerful earth7. The death
quake continued to rise.

深刻な脅威だと考えている。

11. About half of the children were placed with
families.
その子どもたちの約半数は里親家庭に預けられた。

12. The demonstrations have
tum as anger grows over tax hikes.

momen-

増税への怒りが高まり、デモは勢いを増した。

13. The Health, Labor and Welfare Ministry has long
been using improper methods for
surveys.
厚生労働省は長い間、不適切な方法で勤労調査を続けてき

た。

その大地震による死者数は増え続けた。

解答
1. unusual

5. massive

9. wipe

2. curb

6. Evacuation

10. immigration

3. wave

7. toll

11. foster

4. soared

8. toxic

12. gained
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13. labor
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