
楽楽英語カテゴリー：感情を動かす英語を勉強 

（２０１９年から２０２１年４月） 

１：笑いで英語（１）～（１５） 

 

 

 

（１）笑いで英語：英語のジョーク 

 

 

 

①まずは最初のなぞなぞからいってみよう。 

What 8 letter word can have a letter taken away and it still makes a word. Take another letter 

away and it still makes a word. Keep on doing that until you have one letter left. What is the 

word? 

8 文字の単語があって、そこから 1 文字抜くと、別の単語になる。そこからまた 1 文字抜

くと、また別の単語になる。それを繰り返していき、最後に 1 文字残る単語になる。この

8 文字の単語とは何か？ 

答え 

「starting」 

1 文字ずつ抜いていくと, 

「staring」 

「string」 

「sting」 

「sing」 

「sin」 

「in」 



「I」 

 

②2 問目にいってみよう。 

The more you take, the more you leave behind. What am I? 

進めば進むほど、後ろに残るもの。何だ？ 

解答を表示する 

答え 

「footsteps」 

 

③それでは 3 問目からは簡単な問題にいってみよう。 

What gets wet while it’s drying? 

答え 

「A towel」 

 

④それでは 4 問目。 

It has a long neck, a name of a bird, feeds on cargo on cargo of ships. It’s not alive. What is it? 

答え 

「A crane.」 

 

⑤それでは次の問題。 

What comes down but never goes up? 

答え 

Rain 

 

⑥それではここからは少し難しい問題を。 

What has to be broken before it can be used? 

答え 

「An egg.」 

 

⑦ここからは少し下ネタありなので注意。 

What goes in dry and hard but comes out soft and wet? 

答え 

A sponge. 

あれかと思った人。 

 

⑧次の問題いってみよう 



Your fingers fit right in it. You play with it when you’re bored. Once you’re married, you’re 

stuck with the same one forever. What is it? 

答え 

A ring. 

 

 

 

（２）笑いで英語：英語のなぞなぞ 

 

 

 

①それではまずは一問目。 

What comes once in a minute, twice in a moment, but never in a thousand years? 

これは、、、なんだろう。分からない。 

答え 

「The letter “m”.」 

 

②一問目にはやられてしまった。それでは二問目。 

What has many keys, but can’t even open a single door? 

これは、、、、分からない、、、 

答え 

「A piano.」 

なるほど。答えを見れば分かるが。 

 

③それでは気を取り直して次の問題。 

What 7 letter word is spelled the same way backwards and forwards? 

これは引っ掛けなのか、引っ掛けじゃあにならば、、、 

答え 



「Racecar」 

なるほど、特にひっかけじゃなかったのか、、、 

 

④じゃあここからは少し難しい問題に移ろう。 

What English word retains the same pronunciation, even after you take away four of its five 

letters? 

これ系は、、、、、、 

答え 

「Queue.」 

なるほど。 

 

⑤それでは次の問題にいってみよう。 

When is it bad luck to see a black cat? 

うーむ、、、、 

答え 

「When you are a mouse.」 

 

⑥それじゃあ、ここからは下ネタ系なので少し注意。 

What goes in hard, comes out soft, and you blow continuously? 

まさか、あれじゃないよな、、、 

答え 

「Bubble Gum」 

やはり、、、 

 

⑦それでは次の問題。 

I start with a “p” and ends with “o-r-n,” and I’m a major player in the film industry. What am 

I? 

これが映画で主なものなのか？ 

答え 

「Popcorn.」 

なるほど、、、ポルノ（porn）と思った人、、、 

 

 

 

 

 



 

 

（３）笑いで英語：英語の冗談 

 

 

 

①それでは一問目いってみよう。 

A bus driver was heading down a street in Colorado. He went right past a stop sign without 

stopping, he turned left where there was a “no left turn” sign, and he went the wrong way o a 

one-way street. Then he went on the left side of the road past a cop car. Still- he didn’t break 

any traffic laws. Why not? 

うーむ、じっくり何度も読んだけど、、、、 

答え 

「He was walking… not driving.」 

なるほど、、、 

 

②それでは二問目。 

How can you make seven even? 

これは、分かったぞ！ 

答え 

「Remove the letter s.」 

そうすると「even」になるわけか。 

 

③それでは次の問題。 

One day, the police found a man dead inside a hut. In his left hand, he’s holding a gun. In his 

right hand, he has a recording . When the recording is played, the police hear the man talking 

about how horrible life is and how he wants it to end. The recording ends with a gunshot. The 

police are about to call it a suicide until you point out a very important clue. What is it? 

長いが、ついついじっくり読んでしまう。 



答え 

「録音機に銃声が入っていたということは、もしこの男が自殺をしていたのならば、録音

機を止めることはできなかったはずだ。」 

たしかに。 

 

④それでは次の問題は大人のジョークに移るので注意して欲しい。 

What does a cow have four of that a woman only has two of? 

牛のことは良く分からないが、、、 

答え 

「足」 

「お」から始まるのじゃないぞ。 

 

⑤それでは次の問題。 

What do men keep in their pants that their partners sometimes blow? 

「blow」の意味がポイントだな。 

答え 

「お金」 

やっぱりそっちの意味だよな。 

 

⑥それでは今日最後の問題。 

What four letter word begins with “f” and ends with “k”, and if you can’t get one, you can use 

your hands instead? 

「f」で始まり「k」で終わる単語と言えば、、、 

答え 

「A fork.」 

あれだと思った人？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（４）笑いで英語：英語のジョーク 

 

 

 

①オフィスジョークから 

「I’m known as a stickler for good spelling. So when an associate e-mailed technical 

documents and asked me to “decifer” them, I had to set him straight. “decipher” is spelled 

with a ph, not an f” I wrote. “In case you’ve forgotten, spellchecker comes free with your 

Microsoft program.” A minute later came his reply; “Must be dephective.”」 

stickler: こだわる人 

associate: 仲間、同僚 

decipher: 解読する 

defective: 障害がある 

とことんミスる人っているかも。 

 

②男女関係のジョーク 

「My girlfriend was complaining last night that I never listen to her. Or something like 

that…」 

人の話は聞いた方がいいと思うが、、、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（５）笑いで英語：英語でジョーク 

 

 

 

①まず一つ目、 

「I received an invitation for a wedding. I answered: Maybe next time. Thanks.」 

次の機会というのは、、、「再婚」 

 

②次のジョーク、 

「I got a call telling me my wife’s been taken to the hospital. “Oh my Lord, how is she?” I 

asked. “I’m sorry to say she’s critical,” said the nurse. “What the heck is she complaining 

about again?”」 

「critical」の意味には「①批判的な、②危機的な」 

という二つの意味があるので夫は①の意味だと思った。 

 

③次にいってみよう、 

「Marriage is an institution of three rings. Engagement ring, wedding ring and suffering.」 

「institution」は「設立、制度」という意味か。 

三つの「ring」で構成されている、 

その三つの最後の「ring」が、、「suffering」 

④最後に、 

「My husband and I had very happy twenty years. After that we met.」 

二十歳で結婚したらまだ若いから、お互いにやりたいことがたくさんあるだろう。 

 

 

 



 

 

（６）笑いで英語：英語でジョーク 

 

 

 

①まず一つ目、 

「Q: Why did the pig have ink all over his face? A: Because it came out of the pen.」 

「pen」は「おり、囲い」という意味がある。 

 

②次のジョーク、 

「Q: What’s the smartest animal? A: Fish, because they stay in schools!」 

「school」には「魚の群れ」という意味がある。 

 

③次のジョーク、 

「Q: How did the telephone propose to its girlfriend? A: He gave her a ring.」 

「ring」には「指輪」という意味と 

「電話をかけること」意味がある。 

 

④次のジョーク、 

「Q: Why should you never break up with a goalie? A: Because he is a keeper.」 

「goalie」は「ゴールキーパー」 

「keeper」は「ゴールキーパー」と 

「保有するべき価値のある人」という意味がある。 

 

⑤次のジョーク、 

「Q: What’s the difference between love and marriage? A: Love is blind. Marriage is an eye-

opener.」 



恋愛と結婚の違いを述べている。 

 

 

 

（７）笑いで英語：英語でジョーク 

 

 

 

①まずは一つ目、 

「Tip-jar humor in our local coffee shop: “Afraid of Change? Leave it here.”」 

「change」の「おつり」と「変化」をかけたジョーク。 

英語は音で遊ぶことが好きだ。 

 

②クレジットカードを盗まれたが、 

「I had my credit card stolen the other day, but I didn’t bother to report it because the thief 

spends less than my wife.」 

どろぼうのほうがまだましとは、、、 

 

③3 次のジョーク 

「I’m currently boycotting any company that sells items I can’t afford.」 

ただの強がり、、、 

 

④それでは今日最後のジョーク 

「What’s the difference between love and marriage? Love is blind. Marriage is an eye-

opener.」 

恋愛と結婚の違い、、、 

 

 



 

 

（８）笑いで英語：英語でジョーク 

 

 

 

①まずは一つ目、 

Q: How do you get a nun pregnant? 

A: Dress her up as an altar boy. 

nun: 修道女 

altar boy: 侍者 

 

②軽めのやつを、 

Q: What kind of bees produce milk? 

A: Boobies. 

読み方は「ブービーズ」 

 

③それでは三つ目、 

Q: What do the Mafia and a pussy have in common? 

A: One slip of the tongue, and you’re in deep shit. 

one slip of the tongue: 口をすべらす 

 

④四つ目、これは、、、、 

Q: What is pink, goes in hard and dry and comes out soft and wet? 

A: Bubble Gum 

まさか、そんなわけはないと思ったが。 

 

⑤最後のジョーク、 



One day, a little boy wrote to Santa Clause, “Please send me a sister.” Santa Clause wrote him 

back, “Ok, send me your mother.” 

ブラックジョーク的 

 

 

 

（９）笑いで英語：英語でジョーク 

 

 

 

①What goes in hard and dry, but comes out soft and wet? 

これは、、、まさか、そんな、、、 

答えは、 

Gum 

 

②What do a penis and a Rubik’s Cube have in common? 

うーむ。 

答え 

The more you play with it, the harder it gets. 

 

③What’s the difference between a G-spot and a golf ball? 

これは、、、、 

答え 

A guy will actually search for a golf ball! 

男性陣は反省しよう 

 

 

 



 

 

（１０）笑いで英語：英語でジョーク 

 

 

 

①My wife accused me of being immature. I told her to get out of my fort. 

「fort」とりで、要塞、ここでは、男の趣味部屋みたいなものか。 

趣味部屋自体が子供っぽいという意味なのだろう。 

でも、おれもそんな部屋がほしい。 

 

②I tried to catch fog yesterday, Mist. 

「fog」霧 

「mist」霧 （fog よりも浅い） 

「Mist」と「Missed」をかけている。 

 

③“Just say NO to drugs!” “Well,, if I’m talking to my drugs… I probably already said yes.” 

薬に話しかけているならば、もうすでに薬をやってるんじゃない？ 

（幻覚でもみているんじゃない？）と言う意味。 

 

④What did the pirate say when he turned 80? Aye Matey. 

海賊が使う用語で「Aye 」はい 

「Aye Matey」と「I’m eighty」をかけている。 

 

⑤Why should you never date a tennis player? Because love means nothing to them. 

テニスのルールでは 

「love」をゼロと数える（フランス語の卵の意味由来） 

 



 

 

（１１）笑いで英語：英語ジョーク基礎講座 

 

 

 

英語でジョークなどを調べているとあるパターンに気が付く。 

それが以下のパターンである。 

①言葉遊び（pun） 

②皮肉（irony） 

③風刺（satire：サタイア） 

今回はそれぞれにどんなものがあるのかを学んでみよう。 

 

①言葉遊び（pun） 

一つの単語に複数の意味が含まれている場合や 

同じ発音の単語・単語の組み合わせを使ったダジャレ。 

 

Q: What happened to the guy who sued over his missing luggage? 

A: He lost his case. 

この場合の「lost his case」は 

１：スーツケースを失くしたという意味と、 

２：起訴に負けた 

という 2 つの意味がかけられている。 

 

もう一つの例を見てみよう。 

 

Hal: How did you get hit on the head with a book? 

Sal: I only have my self to blame. 



「my self」という音に注目。 

「マイセルフ」と「マイシェルフ」という意味になる。 

 

②皮肉（irony） 

期待していた答えとは反対の意味なことが起こる時。 

 

Q: What’s ironic about McDonald’s? 

A: McDonald’s website told their workers to avoid fast food. 

マクドナルドと言えばファストフードの代表。 

それがファストフードを食べるなと従業員に行っていることが 

irony になっている。 

 

③風刺（satire） 

社会・政治などの問題などをおもしろく批判すること。 

 

Youth ages, immaturity is outgrown, ignorance can be educated, drunkenness sobered, but 

stupid lasts forever. 

馬鹿は治らないということを言っている。 

 

以上三つの違いを見てきた。 

基本的にどれかの分類に当てはまるので 

自分でも作ってみよう。 

 

 

 

（１２）笑いで英語：英語でジョーク 

 

 



 

①まず一つ目、 

Q: What’s the best thing about Switzerland? 

A: I don’t know, but the flag is a big plus. 

スイスの一番いいところは？という質問に対して良く分からないよ、国旗が大きなプラス

ってことくらいしか。「a big plus」の意味をかけている。 

スイスの国旗は「大きなプラス」であるということと「さらにいいこと」と言う意味にな

る。 

 

②二つ目、 

Q: Why do we tell actors to “break a leg?” 

A: Because every play has a cast. 

「break a leg」はイディオムで「幸運を祈る、グッドラック」という意味になる。 

「cast」は①出演俳優と②ギブスと言う意味をかけている。 

 

③三つ目、 

Q: Did you hear about the claustrophobic astronaut? 

A: He just needed a little space. 

「claustrophobic」は閉所恐怖症の 

「space」が①宇宙と②スペース、空間と言う意味がかけてある。 

 

④四つ目、 

Q: Why don’t scientists trust atoms? 

A: Because they make up everything. 

「make up」が①作り上げると、②でっちあげる、と言う意味がかけてある。 

 

⑤五つ目、 

Q: Why are average things manufactured? 

A: The satisfactory. 

「satisfactory」は「並みの、満足できる」と言う意味。 

語呂合わせで「サティス factory（工場）」にて「average things」は製造されているよ、

という意味のジョーク。 

 

⑥六つ目、 

A man tells his doctor, “Doc, help me. I’m addicted to Twitter!” 

The doctor replies, “Sorry, I don’t follow you…” 



「I don’t follow you」と言う意味が 

①おっしゃっている意味がよく分からないのですが、と言う意味と 

②（ツイッターであなたを）フォローしていないのですが、 

という二つの意味がかけてある。 

 

⑦七つ目、 

Q: What kind of exercise do lazy people do? 

A: Diddly-squats. 

「diddly-squat」とは「無、ゼロ」つまり「何もしない」ということ。 

それと「Diddly スクワット」というスクワットをするということをかけている。 

 

 

 

（１３）笑いで英語：英語でジョーク 

 

 

 

①先生と生徒 

生徒：Would you punish me for something I didn’t do? 

先生：Of course not! 

生徒：Good, because I haven’t done my homework. 

 

②店員と客 

客：Excuse me, but I saw your thumb in my soup when you were carrying it. 

店員：Oh, that’s okay. The soup isn’t hot. 

 

③女と男 

Mary: John says I’m pretty. Andy says I’m ugly. What do you think, Peter? 



Peter: I think you’re pretty ugly. 

 

④バイリンガル 

A person who speaks two languages is bilingual. 

A person who speaks three languages is trilingual. 

A person who speaks four or more languages is multilingual. 

What is a person who speaks one language? 

An American. 

アメリカ人はどこの国に行っても英語しか話さないと言われているので。 

 

⑤最後に大人のジョークを一つ（閲覧注意） 

What do a penis and a Rubik’s Cube have in common? 

The more you play with it, the harder it gets. 

「Rubik’s Cube」ルービックキューブ 

 

 

 

（１４）笑いで英語：英語でジョーク 

 

 

 

①飛行場で 

I was arrested at the airport. 

Just because I was greeting my cousin Jack! 

All that I said was “Hi Jack”, but very loud. 

 

②同じ音 

Boyfriend: What is your favorite music group? 



Girlfriend: I love U2! 

Boyfriend: I love you too, but what is your favorite music group? 

 

③英単語に関する 

What is the longest word in the English language? 

Smiles: There is a mile between the first and last letters! 

 

④シンデレラ 

Why couldn’t Cinderella be a good soccer player? 

She lost her shoe, she ran away from the ball, and her coach was a pumpkin. 

 

⑤最後に大人のジョークを一つ（閲覧注意） 

What’s the difference between a G-spot and a golf ball? 

A guy will actually search for a golf ball! 

 

⑥もう一つ大人のジョークを。（閲覧注意） 

What does the receptionist at a sperm bank say as clients leave? 

Thanks for coming! 

 

 

 

（１５）笑いで英語：英語でジョーク 

 

 

 

①医者と患者 

Patient: Doctor, I have a pain in my eye whenever I drink tea. 

Doctor: Take the spoon out of the mug before you drink. 



これはたまにボクもやってしまう。。。 

 

②医者と患者 

Patient: Doctor! You’ve got to help me! Nobody ever listens to me. No one ever pays any 

attention to what I have to say. 

Doctor: Next please! 

医者も無視するというオチ。 

 

③タクシー 

A: Hey, man! Please call me a taxi. 

B: Yes, sir. You are a taxi. 

「call 人 ～」で「人にタクシーを呼ぶ」「人をタクシーと呼ぶ」 

の二つの意味をかけたジョーク。 

 

④先生と生徒 

Little Ben: Teacher, can I go to the bathroom? 

Teacher: Ben, may I go to the bathroom? 

Little Ben: But I asked first! 

「Can I」は家族や友人など親しい仲 

「May I」は目上の人や初めて会う人に 

先生は「May I でしょ？」と言いたかっただけなのだが。。。 

 

⑤大人のジョーク（Dirty Joke: 閲覧注意） 

Sex is like playing Bridge. If you don’t have a good partner, you better have a good hand. 

「play Bridge」トランプゲームのブリッジをする 

「hand」はトランプの手と実際の手をかけている 

 

⑥大人のジョーク（Dirty Joke: 閲覧注意） 

Apparently, women need to feel loved to have sex and men need to have sex to feel loved, so the 

basic act of continuing the species requires a lie from one of you. 

男女関係の真実を冗談にしている。 

 

 

 

 

 


