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Q1. Yuzuru, you are a great figure skater. Q1 ゆずるさん、あなたは素晴らしいフィギアスケーターです。

Your words and your way of thinking inspire many people, too. また、あなたの言葉や考え方は多くの人にインスピレーションを与えています。

What event in your life inspired you? あなたの人生の中で、どのような出来事があなたに刺激しましたか？

A1. One big event in my life was the Great East Japan Earthquake. A1 私の人生の中で大きな出来事といえば、東日本大震災です。

I was 16 years old when I experienced it in Sendai. 16歳の時に仙台で体験しました。

When I saw the photos of the tsunami areas, I felt very, very sad. 私は津波被災地の写真を見たとき、とてもとても悲しい気持ちになりました。

I will never forget it. 私はそれを一生忘れることはないでしょう。

I also felt scared because the disaster took away everything so quickly. また、災害があっという間にすべてを奪ってしまったので、私は恐怖も感じました。

I didn’t feel safe in my everyday life. 私は普段の生活でも安心できませんでした。

I couldn’t use the ice-skating rink, and I couldn’t think about skating. 私はアイススケートリンクを利用することもできず、スケートをすることも考えられませんでした。

Then, people came to support me. そんなとき、私を応援してくれる人達が現れました。

They came from a lot of of places. 彼らはいろんなところから来てくれました。

They gave me a place to practice. 彼らは私に練習する場所を与えてくれたのです。

I was glad to receive their help. 私は嬉しかったですね。

I was able to continue skating because of my supporters. 私がスケートを続けることができたのは、応援してくれる人達のおかげです。

Now I feel thankful every day. 私は今毎日感謝の気持ちでいっぱいです。

I always work hard and do my best. 私はいつも一生懸命頑張っています。
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Q2 When you were a third-year high school student, you started to train in Canada. Q2 あなたは高校3年生の時に、カナダで研修を始めたそうですね。

Were you good at communicating in English? あなたは英語でのコミュニケーションは得意でしたか？

A2.It was really difficult! A2 それはとても難しかったですね。

At first, when my coach spoke, I couldn't understand. 最初はコーチが話していても私は理解できませんでした。

I couldnt tell him my opinions in English. 私は自分の意見を英語で伝えることもできませんでした。

When I didn't know a word, I used gestures. 私は単語が分からないとき、ジェスチャーを使いました。

Sometimes I made mistakes, but I continued to try. 時には失敗もしましたが、努力を続けました。

Now I can communicate with my coach somehow. 今では、何とかコーチとコミュニケーションを取れるようになりました。

When I want to say something to him, I can say it in English. 彼に何かを言いたいときは、英語で言うことができます。

On the other hand, my English is still limited. その一方で、私の英語力はまだまだです。

I sometimes feel I should learn more English. もっと英語を勉強するべきと時々思います。
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Q3 Before the 2018 Olympics, you injured your foot. Q3 2018年のオリンピックの前に、あなたは足を怪我されましたね。

Then you won gold medal! その後、金メダルを獲得しましたね。

You always continue to skate in difficult times. あなたはいつも、困難な時にもスケートを続けています。

How can you do it? あなたはなぜそれができるのですか？

A3 First of all, I don't mind difficult times. A3 まず最初に、私は困難な時期を気にしません

I think I learned many things from my various experiences. 私はさまざまな経験から挑戦するのが好きです。

I love to challenge my limits. 私は自分の限界に挑戦するのが好きです。

When I'm at my best, I can succeed in  doing some very difficult jumps. 最高の状態であれば、私はとても難しいジャンプを成功させることができます。

Then I'm really happy that I became a skater. それから、スケーターになって本当に良かったと思っています。
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Q4 Finally, what is your message to junior high school students? Q4 最後に、中学生に向けてメッセージをお願いします。

A4 When you try hard but you do not succeed, you may feel down. A4 一生懸命やってもうまくいかないとき、落ち込むかもしれません。

You may feel sad. 悲しい気持ちになるかもしれません。

But all of you can do something. でも、皆さんには何かができます。

Please find it! それを見つけてください。

You can find it by yourself . 自分で見つけることもできます。

You can also ask your family and friends to find it for you. それを見つけるために、家族や友達に尋ねるのもいいでしょう。

Be confident, and do your best in everything. 自信をもって、何事にもベストを尽くしてください。

I will always be on your side! 私はいつでもあなたの味方です。


