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Soccer star waits in line for 13 hours to pay respects to Queen Elizabeth 

ｈ 

former   以前の 

ordinary  普通の 

coffin   棺 

mourner  弔問者 

be delighted  喜ぶ 

《Vocabulary and Phrase》                           

前イングランドサッカーチーム代表のキャプテンであるデイビット・ベッカムは/ 女王エリザエ

ス二世に敬意を払うため金曜日、13時間列に並び待った// ほかのセレブリティたちが

VIPパスで列を飛ばしている一方で/ 伝説的なサッカー選手であるベッカムは「一般」の

人々とおなじ経験を共有したかった// テレビの映像では彼が涙を拭きとっているのを映

した/ ウェストミンスターホールで列になり棺の前を通り過ぎる際に// エリザベス二世は

9月 8日に 96歳で亡くなった// 彼女の体は現在四日半寝た状態で安置される/ 

そうすることで弔問者が敬意を払うことができるため// 多くの人が彼らと一緒にベッカム

が列に並んだことを喜んでいる// サッカーのスターである彼はレポーターに言った「今日は

彼女が残したすばらしい遺産を思いだす日である」と// ベッカム氏は彼女の治世に何

度か女王に会っている// 彼女は 2003年バッキンガム宮殿で彼に勲章を与えた/ 彼

のサッカーに対する貢献のため// ベッカムは金曜日の午前 2時に 7 キロに及ぶ列に並

んだ// 彼は言った「私は 2時であればもう少し静かだと思ったが、間違っていた」// 彼

は自分のことを君主主義者であり王室の大ファンであるとしている// 女王が亡くなったあ

と彼はインスタグラムに投稿した/ 「私たちが今日どれだけ途方に暮れているかは女王が

国民にとってどんな意味があったかを示す/ どれだけ彼女がリーダーシップをもって私たち

を鼓舞してきたか// どれだけ苦しい時に私たちを慰めてくれたか」// 75万人もの人が

月曜日にある彼女の葬式の前に女王の棺の前を歩くことが予想されている// 

David Beckham, the former captain of England's national football 

team,/ waited in line for over 13 hours on Friday to pay his respects to 

Queen Elizabeth II.// While other celebrities jumped the queue with 

VIP passes,/ soccer legend Beckham wanted to share the experience 

with "ordinary" people.// TV footage shows him appearing to wipe 

away tears/ as he filed past the coffin at Westminster Hall.// Queen 

Elizabeth II died on September the 8th at the age of 96.// Her body is 

currently lying in state for four-and-a-half days/ so that mourners can 

pay their respects.// Many people were delighted that Beckham was 

in the queue with them.// The football star told reporters: "It's a day 

for us to remember the incredible legacy that she's left."// 

Mr Beckham met the Queen several times during her reign.// She 

presented him with an honour at Buckingham Palace in 2003/ for his 

services to football.// Beckham joined the seven-kilometer-long queue 

at 2am on Friday.// He said: "I thought 2am was going to be a little bit 

quieter. I was wrong."// He described himself as a royalist and a "huge 

fan" of the royal family.// After the Queen passed away, he wrote on 

Instagram:/ "How devastated we all feel today shows what she meant 

to people in this country.../ How much she inspired us with her 

leadership.// How she comforted us when times were tough."// Around 

750,000 people are expected to file past the Queen's coffin before her 

funeral on Monday.// 

《Linking Logic》 

ex.) with them 

 

legacy   遺産 

reign   治世、統治 

devastate  困惑させる 

file   列をなす 

funeral   葬式 ※無断複製禁止 All rights reserved. 


