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↑<No.01> まだ差別

が！“included” vs. “outcast” の

意味は？ 

←<No.03> <No. 03> [01], [10] 

数字の意味は？ 

<No.10>➡ 

“Yes Lox”っ

て何？ 

<No.02> →After Whisky 

Driving : この意味は？ 

←<No.05> 「パンの耳」のことを

英語では、… “ear of bread” “heel of 

bread” のどちらでしょう？  

↑<No.07>

と

は、日本語で「 解散」？ 

↑<No.06>  (政治の世界)

は、“the political ” … 別の言

い方で … “the political ”

 のどれ？ 

Quiz: Reading Signboards No.15 
M-PEC & LL Shihoya Arai School、www.shihoya.com ➡ BLOG = http://mpec.blog.fc2.com/ 

← <No.09> “A high-protein 
fish, meat, and vegetable 
*stew eaten by sumo wres-

tlers.”の日本語の料理名は？ 

←<No. 11> 

何について

「不都合な

真実」だと

抗議してい

るの？ 

↑ <No.04>  Our 

Teachers with Pencils Not 

Guns.” この意味は？ 

← <No. 08>  

“ -sports”  (イー・スポーツ) の 
‘E’ は、 
A: electronic, B: electronical, C: 
electric or D: electricalのどれ？ 

← <No.12>“

”: この意味は？ 
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<No.01> まだ差別が！“included” vs. “outcast” の意味は？ 答え：“included” [ɪnklúdəd]：(a) 住民

の vs. “outcast” [áʊtkæ̀st]：(a) よそ者の / “secure” [sɪkjˈʊɚ]：(a) 「安全な」vs. 

“unsafe” [`ʌnséɪf]：(a) 危険な / “valued” [vǽljud]：(a) 貴重な vs. “useless” [júːsləs]：(a) 役立たない  
 

<No. 02> After Whisky Driving : この意味は？ 答え：「ウイスキーを飲んだ後の運転は危

険です.」 
 

<No. 03> [01], [10] 数字の意味は？ 答え：This Road Is Deceptively Dangerous. It Has Killed 

[01], Injured [10]「この道路は、見かけによらず危険です. (今のところ) 死者1名、負傷者10

名. ♦まとめると、 “ (n)”、 “  (a)” = “ ” は、「すぐにでも、最悪の場合、

死に至るほど深刻な事態になりうる」で、 “  (a)”は、「敢えて行えば、大変深刻な事態に立

ち入る」. “  (a)”は、「対象(物、状況)そのものが危険」な状態. 
 

<No. 04>  Our Teachers with Pencils Not Guns.” この意味は？ 答え：「私達の先生を、銃で

ではなく、鉛筆で武装させて！」 
 

<No. 05>「パンの耳」のことを英語では“ear of bread” “heel of bread”のどちらでしょう？ 答

え：“  or “ ” … heel には「踵(かかと) 」のほかに「端(はじ)、角(す

み)」という意味があります. “crest”：山頂. /  (耳)を使うのは、なぜか、トウモロコシ.  “

” = 「トウモロコシ１本.」 
 

<No. 06>  (政治の世界) は、“the political ” … 別の言い方で … “the political 

”  のどれ？ 答え：  [əríːnə] ： (cn) 格闘場 … 古今東西、

政治は、「格闘」を連想させるのでしょうね. 
 

<No. 07> 1953（昭和28年）3月14日、吉田茂内閣不信任案が可決された結果の：

とは、日本語で「 解散」？ 答え：「バカヤロー解散」 
 

<No. 08> “ -sports” (イー・スポーツ) の ‘E’ は、A: electronic, B: electronical, C: electric 

or D: electricalのどれ？ 答え：A: electronic / … 

♦  [ɪˌlekˈtrɑːnɪk]：電子の“electronic mail = e-mail”：「電子メール、イーメール」、

♦  [ɪˌlekˈtrɑːnɪkl]： ≒ 電子の (ほぼ同じ意味で使っていますが、使用頻度は低いで

す.) “electronical control”：「電子制御」、 

♦  [ɪˈlektrɪk]：電気の、電気関係の≒ ♦  “electric power”：「電力」“electrical 

engineer”：「電気技師」 
 

<No. 09> “A high-protein fish, meat, and vegetable *stew eaten by sumo wrestlers.”の日本語の料

理名は？ 答え：「ちゃんこ鍋」 
 

<No. 10> 「施錠しないと、100$の罰金です.」の警告文の “Yes Lox”って何？ 答え：「サケ

の燻製のハンバーグならOK」  [lάks] ：スモーク・サーモン (smoked salmon)  
 

<No. 11> 何について「不都合な真実」だと抗議しているの？ 答え：「Climate Change: 気候変

動、温暖化」 
 

<No. 012> “ ”: この意味は？ 答え：「立ち入り禁止、 (ぼくの) 魚の通り

道」 


