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

'Warm banks' spread in UK as heating costs rise 

ｈ 

feel the pinch  ピンチを感じる 

stark   厳しい 

devise   図る 

convert   転換 

dumbfound  唖然 

《Vocabulary and Phrases》                           

イギリスは世界で最も豊かな国の 1 つである/ だがエネルギー料金の支払いは

ますます困難になっている// 電気代やガス代が冬までに 4倍になる可能性が

ある// 給料の高い人でもピンチを感じている// 低資金労働者と定年退職者

は/ 暖房か食事かの厳しい選択を迫られるかもしれない// 自治体はその場し

のぎの解決策を考案した// 図書館などの共同スペースを変えている/ 無料で

暖を取れるスペースに// これらは、”ヒートバンク“と呼ばれるものだ// 節約の専

門家であるマーティン・ルイス氏は唖然としている/ 裕福なはずの国でウォームバ

ンクがあるというアイデアに// イギリスにはすでに何百ものフードバンクがあり/ 食

べるのに苦労している人たちのために用意されている// イギリス人はすでに思い

切った手段をとっている/ 高騰するエネルギーコストを回避するために// ある女

性は冷蔵庫の電源を切った/ そして生鮮品を冷たい水に浸けて保存している// 

ある男性は電気ケトルの電源を切った/ そしてホットコーヒーの代わりに水を飲ん

でいる// 昨年の冬、ある年配の女性がバスのフリーパスを使った/ 寒い家で座

っている代わりに一日中暖かいバスに座るために// 多くの人々が政府と化石燃

料企業に激怒している// 巨大石油会社が記録的な利益を上げ、政府は一

過性の”超過利潤税”の実施に難色を示している// イギリスの国家エネルギー

行動グループ/ によると、毎年寒さが下人で約 11400人が亡くなっている// 

この数字は今年さらに上昇すると予測する// 

The U.K. is one of the world's richest countries,/ but people are finding 

it increasingly difficult to pay energy bills.// Electricity and gas bills 

could rise fourfold by the winter.// Even people on good salaries are 

feeling the pinch.// Lower-paid workers and those who have retired/ 

may soon be faced with a stark choice of heating or eating.// Local 

governments have devised a makeshift solution.// They are 

converting communal areas like libraries/ into spaces where people 

can go to stay warm for free.// These are called "heat banks".// Money-

saving expert Martin Lewis said he is dumbfounded/ by the idea of 

warm banks in a supposedly wealthy country.// The U.K. already has 

hundreds of food banks/ for those who struggle to afford to eat.// 

Britons are already taking drastic measures/ to avoid skyrocketing 

energy costs.// One woman has disconnected her refrigerator/ and is 

storing perishable goods in cold water.// A man has turned off his 

electric kettle/ and is drinking water instead of hot coffee.// Last winter, 

an older lady used her free bus pass/ to sit on a warm bus all day 

instead of sitting at home in the cold.// Many people are furious with 

the government and fossil fuel companies.// Giant oil companies are 

making record profits,/ and the government is reluctant to implement 

a one-off "windfall tax".// The U.K.'s National Energy Action group/ said 

that each year, around 11,400 deaths are caused by cold weather.// 

They predict this figure will rise further this year.// 

《Linking Logic》 

ex.) instead of 

 

supposedly  推定では 

drastic         思い切った 

perishable          腐りやすい 

reluctant           気が進まない 

implement         実行 
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