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

People in the UK have no money to boil potatoes 

 

crisis   危機 

soaring   高騰する 

unaffordable  負担できない 

exacerbate  悪化する 

lambast  非難する 

《Vocabulary and Phrase》                           

世界中で生活費の高騰が人々を苦しめている// オイルとガスの急騰は生活必

需品、食品や暖房費と輸送費のようなものを/ 多くの人にとって賄えなくしている

// イギリスではこの数か月で/ 衝撃的な「暖房か食事か」というジレンマについて

議論されている// 今年、光熱費は多くの消費者にとって 2倍となっている/ 低

所得者や生活保護の人たちにとっては暖房を使うか、食べるかの選択を迫られ

る結果かとなっている// ある人たちにとって生活はすごく厳しい お金を十分に持

っていないほど/ ジャガイモを茹でるためにガスや電気を使うための// この状況は

国民健康保険費の上昇によって、より悪化するだろう/ それは来週に施行され

る// 前首相のゴードン・ブラウンはイギリスの財政担当の人物を酷評した/ リ

シ・スナク大臣を// ブラウン氏は言った 「思いやりと温情のある大臣なら/ この

貧困に関して何かはするだろう// 「親たちの要求は無視できない/ 彼らの子供

たちに親が暖房を使うか食事を与えるかの選択を迫られている」とブラウンは言っ

た// 彼は大臣にとり素早く行動する必要があると/ でないと与党である保守党

は「卑劣」であると知られることになる// さらなる価格高騰と食糧難が差し迫って

いる/ ウクライナでの戦争の影響で小麦の価格が上がるために// 政府に批判

的な人々は一度限りの「望外税」を求める/ 困窮している人を助けるために大

きな利益を出しているエネルギー会社に対して// 

The cost of living crisis is hitting people's pockets hard all across 

the world.// Soaring oil and gas prices have made basic necessities 

like food, heating and transport/ unaffordable for many people.// 

In the UK over the past few months,/ the debate has been over the 

shocking dilemma of "heating or eating".// Energy prices have more 

than doubled this year for many consumers,/ resulting in those on 

low incomes or on benefits facing the choice of heating their home, 

or eating.// Life is so hard for some that they do not have enough 

money/ to use gas or electricity to boil potatoes.// This situation will 

be exacerbated by rises in contributions to the country's health 

care system,/ which come into effect next week.// Former UK Prime 

Minister Gordon Brown lambasted the man responsible for 

controlling Britain's finances,/ chancellor Rishi Sunak.// Mr. Brown 

said: "Any caring and compassionate chancellor/ would want to do 

something about this poverty.// You cannot ignore the needs of 

parents/ who are having to choose between putting their heating up 

and feeding their children."// He added that it was urgent for the 

chancellor to act,/ or the ruling Conservative Party will be known as 

the "nasty" party.// Further price hikes and food shortages are on 

the horizon/ as the war in Ukraine will see the price of wheat 

rise.// Government critics are calling for a one-off "windfall tax"/ on 

the huge profits of energy companies to help the disadvantaged.// 

242 words     WPM 

《Linking Logic》 

ex.) doubled this year 

 

compassionate  情け深い 

ignore   無視する 

urgent   切迫した 

nasty   不快な 

on the horizon  迫っている 
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