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ぶんるい どっかい かい わ

❚ 分類：読解・会話

12-9 有名人
かたち 時間活動

せつめい編

　文 -40　とき

　文 -44　Vながら

談話の技術

準備するもの

使うことば
ゆうめいじん た むらりょうこ じゅうどう せんしゅ

有名人、田村亮子＊、柔道＊、そして、選手＊、
ぎん

アトランタ＊、オリンピック＊、銀メダル＊、
おとこ こ

とる、とき、男の子、いっしょうけんめい＊、
かい め そつぎょう

バルセロナ＊、～回目＊、卒業〔する〕＊、
  じ どう しゃ つづ しつもん つと

自動車、続ける＊、質問〔する〕＊、勤め
ゆうめい ど　い た か お にん め うちゅう

る、有名、土井隆雄＊、～人目＊、宇宙
ひ  こう  し じん うちゅう

飛行士＊、アメリカ人＊、ケネディ宇宙セ

ンター＊、スペースシャトル＊、コロンビ
うちゅう うちゅうふく こにしき や　そ きち

ア＊、宇宙＊、宇宙服＊、小錦八十吉＊、

（ハワイ＊）、アメリカンフットボール＊、
ちから つよ りき し

力＊、強い、すもう＊、力士＊、ぜんぜん＊、

わかる
じ しょけい

▲ V（辞書形）ために

●●●

ゆうめいじん しょうかいぶん よ り かい

有名人の紹介文を読んで理解

する。

かく

（1）、（2）、（3）各

手　　　　順

1.
よ ないよう り かい

＜モデルテキスト＞を読んで内容を理解

する。

2.
あと しつもん こた

＜モデルテキスト＞の後の質問に答える。
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（1）
た むらりょう こ

田村亮子さん
た むら どう しゅ ちい

　田村さんは、  じゅう道の  せん手です。  からだは  小さいですが、
ねん

1996年の  アトランタオリンピックで  ぎんメダルを  とりました。
た むら しょうがっこう ねんせい どう

　田村さんは、  小学校2年生の  とき  じゅう道を  はじめました。
どう だい がっこう おとこ こ

　　　　じゅう道が  大すきで、  学校が  おわってから  いつも  男の子たちと　
どう

　　　　いっしょに  じゅう道の  れんしゅうを  して  いました。  そして、
どう こうこうせい

いっしょうけんめい  じゅう道の  れんしゅうを  して、  高校生の
で

　　　　とき、  バルセロナオリンピックに  出ました。　
め

アトランタオリンピックは  2かい目の  オリンピックでした。
た むら ねん だいがく しゃ

　　　　田村さんは  1998年に  大学を  そつぎょうして、 「トヨタじどう車」と
くるま かいしゃ はい ごと

　　　　いう  車の  会社に  入りました。   そして、  し事を  しながら
どう

　　　　じゅう道の  れんしゅうを  つづけて  います。

◆つぎの  しつもんに  こたえましょう。

　 q
た むら なん しゅ

田村さんは、  何の  せん手ですか。

　　w
た むら

田村さんは、  いつから  その  スポーツの  れんしゅうを

　　して  いますか。

　　e
た むら なん かいしゃ

田村さんは、  何という  会社に  つとめて  いますか。

　　r
た むら ゆうめい

田村さんは、  どうして  有名に  なりましたか。

モデルテキスト
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（2）
ど　い たか お

土井隆雄さん
に ほんじん にん め こう

　どいさんは、  日本人で  5人目の  うちゅうひ行しです。
ねん がつ は  つ か

1997年11月20日に  アメリカの  ケネディうちゅうセンターから
い

スペースシャトル「コロンビア」に  のって、  うちゅうへ  行きました。

　どいさんは、  スペースシャトルに  のった  とき  43さいでしたが、
ちゅうがくせい い

中学生の  ときから  うちゅうに  行きたいと  おもって  いました。
そと

　　　　どいさんは、  うちゅうふくを  きて  スペースシャトルの  外で　
ごと に ほん こ はな

　　　　し事を  したり、  テレビで  日本の  子どもたちと  話したり  しました。

◆つぎの  しつもんに  こたえましょう。

　　qどいさんは、  スペースシャトルに  のって、  どこへ　
い

　 行きましたか。

　　w
なん

どいさんは、  何さいの  とき  スペースシャトルに

　 のりましたか。

　　e
なに

どいさんは、  うちゅうで  何を  しましたか。

　　r
ゆうめい

どいさんは、  どうして  有名に  なりましたか。
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（3）
こにしき や　そ きち

小錦八十吉さん
う こうこうせい

こにしきさんは、  ハワイで  生まれました。  高校生のとき、
しゅ おお

アメリカンフットボールの  せん手でした。  からだが  大きくて、

とても  ちからが  つよかったです。
こうこう

　こにしきさんは、  高校を  そつぎょうしてから、  すもうの  りきしに
に ほん き に ほん き に  ほん  ご

なる  ために  日本へ  来ました。  はじめて  日本へ  来たとき、  日本語が
に ほんじん

ぜんぜん  わかりませんでした。  でも、  日本人の  りきしと  いっしょに
いっしょう

すもうの  れんしゅうを  しました。  一生けんめい  べんきょう
いま に  ほん  ご

　　　　しましたから、  今は  日本語が  とても  じょうずです。  そして、
いっしょう

すもうも  一生けんめい  れんしゅうして、  つよい  りきしに

なりました。

◆つぎの  しつもんに  こたえましょう。

　　q
う

こにしきさんは  どこで  生まれましたか。

　　w
に ほん き

こにしきさんは、  いつ  日本へ  来ましたか。

　　e
に ほん き

こにしきさんは、  どうして  日本へ  来ましたか。

　　r
に  ほん  ご

こにしきさんは、  どうやって  日本語が  じょうずに　

なりましたか。　
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こた

＜答え＞

（1）
た むらりょうこ

田村亮子さん
じゅうどう せんしゅ しょうがっこう ねんせい じ どうしゃ つと

q柔道の選手です。 w小学校2年生のときからです。 e「トヨタ自動車」に勤めています。
れい ぎん じゅうどう つよ

r（例）オリンピックで銀メダルをとりましたから。 ／柔道が強かったですから。

（2）
ど　い た か お

土井隆雄さん
うちゅう い さい うちゅうふく き そと し ごと

q宇宙へ行きました。 w43歳のときです。 e宇宙服を着てスペースシャトルの外で仕事をし
に ほん こ ども はな

たり、 テレビで日本の子供たちと話したりしました。
れい うちゅう い

r（例）宇宙へ行きましたから。

（3）
こにしき や　そ きち

小錦八十吉さん
う こうこう そつぎょう に ほん き りき し

qハワイで生まれました。 w高校を卒業してから日本へ来ました。 eすもうの力士になるた
に ほん き れい に ほんじん りき し れんしゅう いっしょう

めに日本へ来ました。 r（例）日本人の力士といっしょにすもうの練習をしたり、 一生けんめ
べんきょう

い勉強したりしましたから。

バリエーション

先生へ

・
しつもん こた か のうせい がくしゅうしゃ じ ゆう そうぞう

rの質問の答えはいろいろな可能性があるので、学習者に自由に想像させる。

・
さんこう しゃしん じゅうどう

参考：『写真パネル3.』70（柔道）、72（すもう）

・
こにしき ほんみょう しお た や　そ きち こにしき りき し な まえ いま

「小錦」の本名は「塩田八十吉」。「小錦」は力士のときの名前。今は、「KONISHIKI」という
な まえ かつどう

名前でタレント活動をしている。

・
りき し はな

「力士」は話しことばでは「おすもうさん」ということもある。

ゆうめいじん やく ひと き

（1）有名人の役の人を決めて、クラスやグ

ループでインタビューのロールプレイ

をする
れい

　 （インタビュー例）
しつもん やく まいにち なんじかん れんしゅう

質問する役：毎日、何時間ぐらい練習

                            をしますか。
た むら やく じ かん れんしゅう

田村さん役：○○時間ぐらい練習をし

　　   ます。

しつもん やく ぎん

    質問する役：銀メダルをとったとき、
き　も

           どんな気持ちでしたか。
た むら やく

    田村さん役：うれしかったです。
しつもん やく

    質問する役：また、オリンピックに
で

                             出たいですか。
た むら やく で

    田村さん役：はい、出たいです。
し ゆうめいじん ひと

（2）知っている有名人について、どんな人
なに ひと かんたん ぶんしょう か

か、何をした人かなど簡単な文章を書

く。
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