
PR (*Duplex-Flip on short Edge (Landscape)) 

Congo gold mining threatening endangered species 

ｈ 

mining   採鉱 
increasingly  ますます 
threatened  脅かされている 
lamentably  嘆かわしいことに 
resources  資源 
relative   親類 

nowhere near  全く近くない 

hind legs  後ろ足 

 

《Vocabulary and Phrases》                           

 

世界中の種がますます人間の活動により脅かされている// 嘆かわしいことに何

百何千もの生物がすでに絶滅している/ 人間による地球の資源に対する増え

続ける需要の結果で// コンゴ共和国の国立公園での金採掘は/ オカピと呼ば

れる動物を危機にさらしている// その公園はオカピ野生動物保護区と呼ばれて

いる// そこはユネスコ世界遺産である// オカピはキリンの近縁にあたるため森の

キリンと呼ばれている// しかしその首の長さはキリンのそれと比べて似ても似つか

ない// さらに後ろ足が縞模様になっているためシマウマキリンとも呼ばれる// オ

カピは現在採掘がおこなわれている地域にのみ生息している// 

自然保護論者は急速に広がる採掘活動のすみやかな中止を求めている// 彼

らは政府に対して採掘業者の許可を無効にするように求めている/ 森の比類な

い生態系とそれに依存している地元のコミュニティを守るために// 自然保護論

者は警告する/ 「採掘者は文字通り野生動物たちから保護区を奪っている/ 

食料のために動物を狩ることで// 鉱山の周辺にはほとんど野生動物は残されて

いない/ そして野生動物の数は鉱山の町の周辺では非常に大きく減っている// 

武装した狩猟者もいる/ オカピの皮と象牙を売買している/ 鉱山の周辺で」// 

彼らは付け加えた「もしコンゴの政府が今行動をするなら/ このユニークな世界

遺産はまだ守られるだろう」// 

Species around the world are being increasingly threatened by 

human activity.// Lamentably, hundreds of thousands of creatures 

have already become extinct/ as the result of humans' ever-increasing 

demands on Earth's resources.// Gold mining in a national park in the 

Democratic Republic of Congo/ is putting at risk an animal called the 

okapi.// The park is called the Okapi Wildlife Reserve.// It is a UNESCO 

World Heritage Site.// The okapi is also called the forest giraffe as it is 

a relative of the giraffe.// However, its neck is nowhere near as long 

as that of a giraffe's.// It is also known as the zebra giraffe due to its 

striped hind legs.// The okapi is only found in the area of Congo that 

is currently being mined.// 

 

Conservationists have called for an immediate halt to the "rapidly 

expanding" levels of mining.// They have urged the government to 

revoke the mining company's license,/ to "protect the unique forest 

ecosystem and the local communities that depend on it."// The 

conservationists warned that:/ "Miners are literally eating the reserve 

out of its wildlife/ by hunting animals for food.// There is almost no 

wildlife left around the mine itself,/ and wildlife numbers are massively 

reduced around mining towns.// There have even been cases of armed 

hunters/ trafficking okapi skins and elephant ivory/ in and around the 

mines."// They added that: "If the Congo government acts now,/ this 

unique World Heritage Site can still be saved."// 

《Linking Logic》 

ex.) putting at risk 

 

conservationist  自然保護論者 
halt   中止 
urge   求める 
revoke   止めさせる 
depend   依存する 
massively  大規模に 
armed   武装した 
traffic   (不正に)売る 
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