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Ukraine and Russia sign deal to resume grain exports 

ｈ 

resumption  再開  

intensive  集中的な 

negotiation  交渉 

provocation  挑発 

jeopardy  危機 

 

《Vocabulary and Phrase》                           

ウクライナとロシアは取引に署名した/ 必要不可欠である穀物の輸出をウクライ

ナの黒海の港からの再開させる// この再開によって世界の小麦不足が緩和さ

れるはずである/ アフリカやインドの数十万もの人々を飢餓のリスクに晒してきた

// ロシアによるウクライナ侵攻は世界的な食料価格の高騰をもたらした// 数

十万トンもの穀物は現在港から輸出されるのを待っている// 輸出を許可するそ

の取引は食料価格へのプレッシャーを和らげる// ロシアのサルゲイ・ショイグ国防

相とウクライナのオレクサンドル・クブラコフ インフラ相はイスタンブールでの式典に

おいてその取引に署名した// トルコのエルドアン大統領はその合意を仲介した

// 双方この取引に達するまで 2 か月を要した/ 激しい交渉のあと// この取引

は 120日存続すると定められた// ウクライナは警告した/ どんなロシアの挑発

でもこの取引を危うくさせる可能性があると// これはすでに検証された/ この取

引がなされて 24時間たたない間に黒海に面するオデッサの港にロシア軍が攻撃

した後// ショイグ国防相はレポーターに、この取引がより多くの商品の輸出を促

進するかもしれないと伝えた// 彼は述べた：「私はウクライナの港から農産物の

輸出を始めることのみについて話しているのではなく/ ロシアの港から農産物や肥

料を輸出することについても話している」// 米国はより多くの輸出が必要だと述

べた/「世界の最も脆弱な人々がより深刻な食料危機と栄養失調に陥ることを

防ぐために」 

Ukraine and Russia have signed a deal/ to allow much-needed exports 

of grain to resume from Ukraine's Black Sea ports. // The resumption 

should ease a world shortage of wheat/ that has left millions of people 

in Africa and India at risk of hunger.// Russia's invasion of Ukraine has 

also resulted in a global rise in food prices.// Millions of tons of grain 

are currently waiting for export at ports.// The deal to allow exports 

should ease the pressure on food prices.// Russia's Defense Minister 

Sergei Shoigu and Ukraine's Infrastructure Minister Oleksandr Kubrakov 

signed the deal at a ceremony in Istanbul.// Turkey's President 

Erdogan helped to broker the agreement.// The sides took two months 

to reach the deal,/ after intensive negotiations.// It is set to last for 

120 days.// Ukraine has warned/ that any Russian provocation could 

put the deal in jeopardy.// This has already been tested/ after Russian 

forces attacked the Black Sea port of Odessa within 24 hours of the 

deal being penned.// Mr Shoigu told reporters that the deal might 

facilitate the export of more products.// He said: "I'm not talking 

about beginning only the export of agricultural products from Ukrainian 

ports,/ but also the export of agricultural products and fertilizer from 

Russian ports.//" The US said more exports were needed,/ "to prevent 

the world's most vulnerable from sliding into deeper food insecurity 

and malnutrition."// 

《Linking Logic》 

ex.) Ｕｋｒａｉｎ and Ｒｕｓｓｉａ  

 

pen    書く 

facilitate  促進する 

fertilizer  肥料 

vulnerable  影響を受けやすい 

malnutrition  栄養失調 
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