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Life expectancy in Africa grows by 10 years 

ｈ 

considerably  かなり 

attribute to  ～に原因を帰する 

maternal  母親の 

infectious disease 感染病 

Tuberculosis  結核 

《Vocabulary and Phrase》                           

アフリカでの寿命が約 10年ほど上がった/ 今世紀初めの 20年の間で// 

2000年には平均的なアフリカ人は 46歳まで生きることができた// それが

2019年に 56歳まで上がった// WHOは言った その上昇は/ 同時期の世

界でみても最も良いと// しかしアフリカはいまだ世界平均である 64歳をおおきく

下回っているとWHOは言った// その統計は WHO のアフリカの健康状態に関

するレポートからのものである/ それは木曜日に発表された// それは寿命が延

びたことを以下のことが理由だとしている/ 母親、新生児や子供のヘルスケアの

改善/ 結核やマラリア、HIV のような感染病に打ち勝つ進歩/ そして必要不可

欠なヘルスケアサービスにより手が届きやすくなったこと// その WHO のレポート

はアフリカ諸国に対してこの勢いを止めないように求めている/ 上昇傾向の寿命

の延びを確かなものにするため// そのレポートはより大きな投資をヘルスケアサー

ビスにすることを求めた/ そうすることで目の前のさまざまな困難に対応できるよう

にさらなる備えをするように// 困難は以下のようなものを含む 人口増加からく

る病院の負担増や/ 癌のような非感染性疾患の増加などを// WHOは心配

の種があるという/ アフリカ人の高血圧や糖尿病を患っている数// WHO のアフ

リカ地域ディレクターは言った/ この進歩を失速させてはいけない// 各国が対策

を強化しない限り/ 健康増進は危うくなると// 

People's life expectancy in Africa rose by nearly 10 years/ in the first 

two decades of this century.// In the year 2000, the average African 

could expect to live to be 46.// That rose to 56 in 2019.// The World 

Health Organization said the rise/ was the best of any region in the 

world over the same period.// However, the WHO said Africa was still 

considerably below the global average of 64 years.// The statistics are 

from the WHO's State of Health in Africa report,/ which was issued on 

Thursday.// It attributes the improvement/ to better maternal, 

newborn and child healthcare,/ advances in fighting infectious 

diseases such as Tuberculosis, malaria, and HIV,/ and the easier 

access to essential health services.// The WHO report urged African 

nations to keep the momentum going/ to ensure life expectancy rates 

continue on their upward trend.// It called for greater investment in 

health care systems/ so that they are better equipped to deal with the 

challenges ahead.// These include an added strain on hospitals from a 

growing population,/ and the growth of non-communicable diseases 

like cancer.// The WHO said there is a worrying spike/ in the numbers 

of Africans experiencing hypertension and diabetes.// The WHO's 

Regional Director for Africa said:/ "The progress must not stall.// 

Unless countries enhance measures,/ the health gains could be 

jeopardized."// 

《Linking Logic》 

ex.) their upward trend 

 

urge  求める 

diabetes 糖尿病 

stall  失速する 

enhance 高める 

jeopardize 危険にさらす 
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