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Top 25 travel destinations for 2022 revealed 

 

resume   再開する 

sojourn   滞在 

rationale  理論的根拠 

reflect   省みる 

indigenous  その土地固有の 

《Vocabulary and Phrase》                           

海外旅行はこの 18 か月間ほとんどの人にとり手の届かないものになっている/ コ

ロナウイルスのパンデミックによる規制のせいで// しかし希望の印がある/ エキゾ

チックで遠い場所に滞在することを再開できる// 雑誌ナショナルジオグラフィック

はリストを発表した/ 2022年の旅行先トップ 25 を// そのリストは 5 つのカテゴ

リーに分かれている/ 冒険、文化、歴史、家族、自然、サステナビリティの// ナ

ショナルジオグラフィックの旅行部門の編集長であるティジョージストーンは/ このリ

ストの根拠とどのようにコロナウイルスがそれを形作ったかを説明した// 彼は言っ

た多くの意味でパンデミックは時間を与えた/ 世界中の旅行者やコミュニティに/ 

どのように世界を探求するかに関して考え再度分析する// そのリストは含んでい

る 音楽史で有名なロンドンのティンパンアレーへの訪問や/ 原住民であるアイヌ

人の独特な遺産で有名な日本の北海道などを// 自然を愛する人にはナミビア

のカプリビ回廊を探検することが/ 野生生物の豊富さゆえに勧められている// ス

トーン氏はパンデミックは休暇先に関して人々これまでよりも選り好みさせていると

いう// 彼は言った「人々は選択をさらに注意深く行っている/ そのため私たちも

来る年にむけてユニークで意義深くそして安全な旅行先のアイデアを探していた」

// 彼は付け加えた「これらの最上の旅行地は/ 快活なコミュニティや革新的な

保全活動、将来にむけたスリリングな機会を語ることでしょう」// 

Foreign travel has been beyond most of us for the past 18 months/ 

because of restrictions caused by the coronavirus pandemic.// 

However, there are signs of hope/ for us to resume our sojourns 

to exotic and faraway places.// The National Geographic magazine 

has released its list/ of the top 25 travel destinations for 2022.// 

The list is split into five categories:/ adventure, culture and history, 

family, nature, and sustainability.// George Stone, Nat Geo's 

executive editor for travel,/ explained the rationale behind the list 

and how COVID-19 helped shape it.// He said: "In many ways, the 

pandemic provided a moment/ for travellers and communities 

around the world/ to reflect and regroup on how we explore the 

world."// The list includes a visit to London's Tin Pan Alley, famed 

for its music history,/ and a tour of Hokkaido, Japan, renowned for 

the unique heritage of its indigenous Ainu people.// For nature 

lovers, exploring Namibia's Caprivi Strip/ is recommended for its 

abundance of natural wildlife.// Mr. Stone said the pandemic has 

made people choosier about their vacations.// He said: "People are 

going to be making much more conscientious choices/ so we 

wanted specific ideas about what is a unique, revealing, and safe 

destination for the year ahead."// He added: "These superlative 

destinations/ speak of resilient communities, innovative 

conservation efforts,/ and thrilling opportunities for future 

exploration."//                          222 words           WPM 

《Linking Logic》 

ex.) about their vacations 

 

abundance  豊富な 

choosy   えり好みする 

conscientious  注意深い 

superlative  最上の 

resilient  はつらつとした ※無断複製禁止 All rights reserved. 


