
中２　Let's Read2　Meet Hanyu Yuzuru

Q1
Yuzuru, you are a great figure skater.
　
Your words and your way of thinking inspire many people, too.
　
What event in your life inspired you?
　

A1　
One big event in my life was the Great East Japan Earthquake.
　
I was 16 years old when I experiened it in Sendai.
　
When I saw the photos of tsuami areas, I felt very, very sad.
　
I will never forget it.
　
I also felt scared because the disaster took away everything so quickly.
　 

　
Ididn't feel safe in my everyday life.
　 
I couldn't use the ice-skating rink, and I couldn't think about skateing.

　 
Then, people came to support me. 
　
They came from a lot of places. 
　  
They gave me a place to practice. 
  
I was glad to receive their help. 

結弦、あなたは素晴らしいフィギュアスケートの選手です。

あなたの言葉や考え方も、多くの人々を鼓舞しています。

あなたの人生のどんな出来事があなたを鼓舞したのですか？

私の人生の中での一つの大きな出来事は東日本大震災でした。

私は仙台でそれを経験したとき、16 歳でした。

私は津波の地域の写真を見たとき、私はとても、とても悲しく感じました。

私はそれを決して忘れないでしょう。

また、災害がとても素早く全てを奪っていったので、私は恐怖を感じまし

た。

私は日常生活の中で安全に感じることがありませんでした。

私はスケートリンクを使うことができず、スケートについて考えることもでき

ませんでした。

その後、人々が私を支援しに来てくれました。

彼らはたくさんの場所から来てくれました。

彼らは私に練習するための場所をくれました。

彼らの助けを受けることができ、うれしく思いました。



  
I was able to continue skating because of my supporters. 
   
Now I feel thankful every day. 
  
I always work hard and do my best.

私は私のサポーターのおかげでスケートを続けることができました。

今では私は毎日感謝を感じています。

私はいつも一生懸命取り組み、全力を尽くしています。

Q2
When you were a third-year high school student, you started to train in 
Canada.　
　
Were you good at communicating in English?
　
A2
It was really difficult!　
　
At first, when my coach spoke, I couldn't understand.

I couldn't tell him my opinions in English.
　
When I didn't know a word, I used gestures.
　
Sometimes I made mistakes, but I continued to try.
　

Now I can communicate with my coach somehow.　

When I want to say something to him, I can say it in English.　

On the other hand, my English is still limited.

I sometimes feel I should learn more Engilsh. 

Q2
あなたは高校三年生のときに、あなたはカナダでトレーニングをはじめま

したね。

あなたは英語でコミュニケーションが得意でしたか？

A2
それは本当に難しかったです。

最初は、私のコーチが話したとき、私は理解できませんでした。

私は英語で彼に私の意見を伝えることができませんでした。

私は言葉がわからなかったとき、私はジェスチャーを使いました。

時々、私が間違えたことがありましたが、私挑戦し続けました。

今は私はどうにかコーチとコミュニケーションを取ることができる。

私は彼に何かを言いたいとき、私は英語でそれをいうことができます。

一方で、私の英語はまだ限度があります。

私は時々、私はもっと英語を学ぶべきだと感じます。



Q3　
Before the 2018 Olympics, you injured your foot.
　
Then you won the gold medal!
　
You always continue to skate in difficult times.

How can you do it?

A3
First of all, I don't mind difficult times.
　

I think I learned many things from my various experiences.　
　
I love to challenge my limits.
　
When I'm at my best, I can succeed in doing some very difficult jumps.
　
Then I'm really happy that I became a skater.

Q3
2018 年のオリンピックの前に、あなたは自分の足をけがをしました。

その後あなたは金メダルを取りましたね。

あなたはいつもつらい時でもスケートをし続けていますね。

あなたはそれをどのようにやっているんですか？

A3
まず何より、私はつらいときを気にしないです。

私は様々な経験から、多くのことを学んできたと思っています。

私は自分の限界に挑戦するのが大好きです。

私が全力を尽くすとき、私はとても難しいジャンプを成功させることができ

る。

そんなとき、私はスケート選手になって本当に良かったと思います。



Q4
Finally, what is your message to junior high school student?
　

A4　
When you try hard but you do not succeed, you may feel down.
　
You may feel sad.
　
But all of you can do something.
　
Please find it!
　
You can find it by yourself.
　
You can also ask your family and friends to find it for you.
　
Be confident, and do your best in everything.
　
I will always be on your side!

最後に、中学生へのあなたのメッセージはなんですか？

A4
あなたは一生懸命努力したがうまくいかなとき、落ち込むかもしれません。

あなたは悲しく感じるかもしれません。

でも、あなたたちみんなが何かをすることができる。

それを見つけてください。

あなたは自分自身でそれを見つけることができる。

あなたは自分のために、家族や友達に見つけてもらうこともできる。

自信をもって、すべてのことに全力を尽くしてください。

私はいつもあなたの味方です。


