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Exercise 2 / track 17 

Write T if the statement is correct and F if it isn’t correct : 

 

1.The baby was a year and two months old.    

2. In Denmark, it is OK to leave your baby outside a restaurant.   

3. The couple could see their baby.    

4. Both parents spent three days in jail.    

5. The father caused a disturbance.     

6. New Yorkers were shocked and Danes became very angry at the news.   

7. The mother got her child back.       

8. New York officials said the police did the right thing.      

9. The father was charged with endangering the child’s welfare.  
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解答解説 
 

 

 

Exercise 2 真偽問題意味 

問題に関する記述が正しければTを誤っていればFを書きなさい。  

1. 赤ん坊は、生後一歳２ヶ月であった。  

2. デンマークでは、赤ん坊をレストランの外に置いておいても構わない。 

3. その夫婦は、赤ん坊を見ることはできた。  

4. 両親とも３日間、拘留された。 

5. 父親は、騒乱を引き起こした。   

6.ニューヨークの住人たちは、そのニュースに衝撃を受け、デンマーク人達は、大

変に腹を立てた。 

7.  母親は、子供を取り戻した。    

8.ニューヨークの担当官は、警察は適切に対応したと述べた。 

9. 父親は、子供の安全を脅かしたかどで訴追された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Exercise 2 transcript. 

Danes in New York. 

An international incident began five days ago when a Danish couple met on Saturday for dinner 

and drinks at a Barbeque restaurant in the East Village part of New York City.  The mother, 

visiting from Copenhagen for a month, brought their 14-month old daughter with them.   

The father, in addition to working for Disney, is also a playwright and has lived as a squatter 

in vacant buildings in the neighborhood.  As is often done in Denmark, they left the baby 

carriage outside the restaurant.  The parents were at a table two meters away, separated from 

the child by two tables and a plate glass window.   

   Employees of the restaurant and other diners asked about the child’s safety, but the 

parents insisted that everything was fine.  One customer called 911.  Police arrested both 

parents, who were jailed for three days.   

The child was taken and placed in foster care. The father was additionally charged with 

disorderly conduct, and both parents have a Monday court date. 

    This became a tale of two cities; New York, where leaving your child 

unattended outside a restaurant is a crime, and Copenhagen, where the same act is normal 

procedure. 

By the next day, the case was famous on two continents.  New Yorkers were stunned by the 

idea of parents leaving their child on the sidewalk.  Danes were outraged by the idea of police 

arresting parents sitting near their child. 

   The parents` lawyer said the parents had no idea that there was anything wrong with 

what they were doing.  They were on one side of a glass partition, and on the other side was 

the child.  A spokesman for the Danish Consulate said that a Dane would find it strange that 

you could actually be charged here with leaving your child outside a place very near where you 

could see what was going on. 

   While the mother has regained custody of her child, New York officials insisted that 

police acted properly in charging the child’s father with endangering the welfare of a child.   

One official said, "To leave a child unattended for an hour on a city street in New York is pretty 

inappropriate." 

    

 

 

 

 



 

 

 

Answers to Exercise 2 

 

1. T 

2. T 
3. T 

4. T 
5. T 

6. T 
7. T 

8. T 

9. T 

 
10.  

 

Score 1 __________Score 2 __________ Score 3 _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Exercise 2 script訳 

ニューヨークのデンマーク人 

 五日前、ニューヨークのイーストビレッジ地域にあるバーベーキューレストラン

でデンマーク人の夫婦が夕飯と飲み物を摂ろうと待ち合わせたときに国際的な事件

が起こった。母親は、コペンハーゲンから来て、一月ほどで、生後14カ月の娘を連

れていた。 

  父親の方は、ディズニーで働いているのに加えて、劇作家としても働いており、近

所の空き家になっている建物に不法侵入者として住んでいた。デンマークでは良く

やるように、彼らは、レストランの外に乳母車を置いていた。この両親は、彼らの

娘から二つのテーブルとガラス窓越しに２メーター程離れて、席に着いていた。 

 レストランの従業員と他の客たちはその子の安全について尋ねたが、両親は、全

く問題はないと主張した。一人の客が、110番してしまった。警察は、両親を逮捕

し、彼らは三日間拘留された。 

 子供は、連れて行かれ、里親に面倒を見てもらっていた。父親は、風紀紊乱行為

にも問われ、両親とも月曜日に法廷に出ることになっていた。 

 これは、二つの都市の違いを示す出来事となった。つまり、ニューヨークでは、

子供を誰も見ていない状態でレストランの外に置いておくのは犯罪であり、コペン

ハーゲンでは、同じことがごく普通に行われていた。 翌日までには、この事件は

両大陸で、よく知られるところとなり、ニューユーヨークの人々は、両親が子供を

歩道に置き去りにするという考えに驚愕し、デンマーク人は、警察が子供のすぐそ

ばに座っている両親を逮捕するという話しに激怒した。 

 両親の弁護士は、この両親は、自分達がしていることには全く問題がないと考え

ていたとのべた。彼らは、ガラスで隔て一方の側にいて、赤ん坊はもう一方の側に

いたわけだ。デンマーク領事館のスポークスマンは、この国では、何が起こってい

るか容易に見ることが出きるすぐ近くの場所に子供を置いておいて訴追されるなど

全くおかしな話だとのべた。 



  母親は、親権を取り戻したが、ニューヨークの係官は、警察が子供の父親を、

その安全を脅かしたとして訴追したのは全く適切な行為であったと主張した。 

  ある係官は、「ニューヨークの街の通りに子供を誰の目も届かない状態で一時

間も放っておくのは、とんでもない話だ」とのべた。 

 

 

 

 

 


