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The 2012 London Olympic Games started on 
the 27th of last month. This marks the third 
time the British capitol has hosted the 
games (once in 1908 and 1948). I had 
always wanted to go to watch the Olympic 
games in London, and I find it rather ironic 
that they are happening there after I decided 
to move to Japan. Unfortunately I will have 
t o  make  do  w i t h  wa t ch i ng  t hem  on  
television. In the 2008 Olympics in Beijing, 
the UK came fourth in terms of medals (after 
China, the United States and Russia. ) and I 
hope that the UK can do even better this 
year, but at the same time I ll be cheering on 
all the other athletes as well! The Olympics 
were founded in part with the aim of using 
sport to overcome differences of county and 
language. With the UK s historic traditions of 
fair play, gentlemanliness and chivalry I m 
sure everyone back in the UK is looking 
forward cheering on all of the world s best 
athletes!

Incidentally, the Jamaican Olympic team, 
including Usain Bolt, the world s fastest man, 
will be staying at my alma mater, Birmingham 
University. It s rather strange to think of 
Usain Bolt running around my old track… 

先月の 27 日にロンドン五輪が開催されました。イ
ギリスの首都がオリンピックの舞台になるのは 3
回目です（1908 年度も、1948 年度もロンドンで
した）。母国でのオリンピックを生で見たくて、
「せっかく日本に引越したのに、オリンピックが今
年イギリスでおこなわれるのはホンマに残念や
な。。。」と思いますが、テレビで観るしかないです。
イギリスは 2008年の北京オリンピックの国別メ
ダル受賞数の4位（1位中国、2位米国、3位ロシア）
を取りました。今年はイギリスがそれ以上の順位
になれるといいと思っていますが、世界一流の選
手たちの皆さんには国籍に関係なく、一生懸命頑
張ってもらいたいと思いますね！国や言語の違い
をスポーツで超えることは、オリンピックの目的
ですよね！
昔から「フェアプレイ」（礼儀を守る試合のやり方）
や、ジェントルマンの競技や、騎士道（英：
Chivalry；ヨーロッパの武士道）の文化がイギリ
スでは強いので、どの国の選手でもイギリスで喜
んで応援されると思います。

短距離の世界一のウサイン・ボルト氏は、ジャマ
イカ五輪チームの全員と一緒に、私が卒業した
バーミンガム大学に泊まることになりました！世
界最速のボルト氏が私も使っていたトラックを使
うとイメージするとすごく不思議な感じです！

けんぶんろく

こくさいこうりゅういん き づ が わ し みな

I  want the Germans to win!
ドイツに

か

勝ってほしい！

Yes! I m really enjoying it!
うん、

み

見てるよ！めっちゃ
おもしろ

面白い！

≪夏休み特別企画　たのしい英語レッスン≫
な つ や す え い ごと く べ つ き か く

Have you been watching the Olympics?
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