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Basketball as a Universal Language
By: Jonathan Douglas (Kesennuma ALT)
Do you like sports? I do. Actually, I love them! I
especially love basketball. I played basketball in
elementary school, junior high school, high school,
and college, too. I still play basketball with my
friends and students in Japan every week.
I think that basketball, like other sports, is a
universal language. Because, if people can play
basketball, they can communicate without words.
When I came to Japan, I could not speak
Japanese at all. But when I played basketball, I
could communicate easily.
Thanks to basketball, I made new friends,
played in many basketball tournaments around
Japan, improved my Japanese, and even met my
wife! From now on, I want to use basketball to build
more bridges between people.

(120 語)

※ universal language： 世界共通語
not…at all： 少しも...でない

actually： 実は

high school： 高校

college： 大学

could: canの過去形 できる tournament： 大会

Questions
1

Why does Mr. Jonathan think that basketball is a universal language?

2 What did Mr. Jonathan do thanks to basketball?

★ Try！ What’s another activity that is like a universal language? Write your thoughts.
I think that

is like a universal language too.
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ALT Journal 【解答例】
Basketball as a Universal Language
By: Jonathan Douglas (Kesennuma ALT)
あなたはスポーツが好きですか？私は好きです。実は，大好きです！特にバスケットボールが好きです。
私は小学校，中学校，高校，そして大学でもバスケットボールをしていました。今でも毎週日本の友達や
生徒達と一緒にバスケットボールをしています。
バスケットボールは他のスポーツと同じように，世界共通語だと思います。なぜならば，もしバスケット
ボールが出来れば，言葉なしでもコミュニケーションができるからです。
私は日本に来た時，少しも日本語を話すことが出来ませんでした。しかし，バスケットボールをした時
は，簡単にコミュニケーションをとることができました。
バスケットボールのおかげで新しい友達が出来て，日本中たくさんのバスケットボール大会に参加し
て，日本語も上達し，妻とさえ会うことが出来ました！私はこれからも，人と人との架け橋を築くために，バ
スケットボールを活用していきたいです。
Questions
1

Why does Mr. Jonathan think that basketball is a universal language?
（なぜジョナサン先生はバスケットボールが世界共通語だと思うのですか?）
(例) Because if people can play basketball, they can communicate without words.

2

What did Mr. Jonathan do thanks to basketball?
（ジョナサン先生はバスケットボールのおかげで何をしましたか？）
(例) He made new friends, played in basketball tournaments around Japan, improved
his Japanese, and (even) met his wife.

★ 考えてみよう！ 世界共通語といえる活動にはどんなものがありますか? あなたの考えを書いてみよう。
（例） I think that [playing the piano / doing math / cooking] is like a universal language
too.
(私は [ピアノを弾くこと・数学をすること・料理] も世界共通語といえると思います。)

★ジョナサン先生の地元，アメリカのマサチューセッツ州は「バスケットボール発祥の地」として有名で
す。州都ボストンにはアメリカ４大プロスポーツのチームがすべてそろっており，ファンが熱く応援してい
ます。 宮城県では，どんなスポーツが観戦できますか？英語で紹介してみよう。

