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안녕하세요. 

6 월 16 일에는 하츠카이치시에서 트라이애슬론이 열려요.  

올해가 13 회차예요. 

미야지마에서 헤엄쳐서 바다를 건너요. 자전거로 요시와까지 와요. 

그리고 요시와 마을을 20 킬로 달려요. 

 

こんにちは。 

6 月 16 日は、廿日市市でトライアスロンが開かれます。 

ろくがつ じゅうろくにちは、はつかいちしで とらいあすろんが ひらかれます。 

今年が 13 回目です。 

ことしが じゅうさんかいめです。 

宮島から泳いで海を渡ります。自転車で吉和まで来ます。 

みやじまから およいで うみを わたります。 じてんしゃで よしわまで きます。 

そして、吉和のなかを 20 キロ走ります。 

そして、よしわの なかを にじゅっきろ はしります。 

 

트라이애슬론에서 가장 사고가 많은 것은 수영할 때예요. 

작년에 하츠카이치시 트라이애슬론에서 바다에 빠진 선수가 있었어요. 

그래서 새로운 룰이 생겼어요. 

어느 나이 이상의 선수는 빨간 수영모를 쓰기 됐어요. 

그럼 문제예요.  

몇 살 이상의 선수가 빨간 수영모를 쓰기 됐을까요? 

 

トライアスロンでいちばん事故が多いのは、泳ぐときです。 

とらいあすろんで いちばん じこが おおいのは、 およぐ ときです。 

昨年、廿日市市のトライアスロンで、海でおぼれた選手がいました。 

さくねん、 はつかいちしの とらいあすろんで、 うみで おぼれた せんしゅが いました。 

そこで、新しいルールができました。 

そこで、 あたらしい るーるが できました。 

ある年齢以上の選手は、赤い水泳帽をかぶることになりました。 

ある ねんれい いじょうの せんしゅは、 あかい すいえいぼうを かぶる ことに なりました。 

それでは問題です。 

それでは もんだいです。 

何歳以上の選手が、赤い水泳帽をかぶることになったでしょうか？ 

なんさい いじょうの せんしゅが、 あかい すいえいぼうを かぶる ことに なったでしょうか？ 

 

① 55 살（55 歳） いちばん ごじゅうごさい 

② 60 살（60 歳） にばん ろくじゅっさい 

③ 65 살（65 歳） さんばん ろくじゅうごさい 

  



정답은 1 번, 55 살이에요. 

正解は 1 番、55 歳です。 

せいかいは いちばん、 ごじゅうごさいです。 

 

미국 트라이애슬론을 조사한 결과에서는 

트라이애슬론 중에 심장이 멈추거나 죽거나 한 남자는 

나이가 20 대까지의 선수 10 만명 중 약 2 명. 

 

アメリカのトライアスロンを調べた結果では、 

あめりかの とらいあすろんを しらべた けっかでは、  

トライアスロン中に心臓が止まったり亡くなったりした男性は  

とらいあすろん ちゅうに しんぞうが とまったり なくなったり した だんせいは 

年齢が 20 代までの選手 10 万名のうち約 2 名。 

ねんれいが にじゅう だい までの せんしゅ じゅうまん めいの うち やく に めい。 

 

30 대에서는 약 3 명, 40 대에서는 약 6 명. 

30 代では約 3 名、40 代では約 6 名。 

さんじゅう だい では やく さん めい。 よんじゅう だい では やく ろく めい。 

 

50 대에서는 약 10 명, 그리고 60 대 이상에서는 약 19 명이에요.  

50 代では約 10 名、そして、60 代以上では約 19 名です。 

ごじゅう だい では やく じゅう めい、 そして、 ろくじゅう だい いじょう では やく  

じゅうきゅうめい です。 

 

나이가 늘면 심장의 병이 느는 것이 큰 원인이에요. 

年齢が増えると、心臓の病気が増えることが大きな原因です。 

ねんれいが ふえると、 しんぞうの びょうきが ふえる ことが おおきな げんいんです。 

 

올해에는 약 500 명이 바다를 건널 건데 빨간 수영모를 쓰는 선수는 약 90 명이에요. 

今年、約 500 名が海を渡りますが、赤い水泳帽をかぶる選手は約 90 名です。 

ことし、 やく ごひゃく めいが うみを わたります が、 あかい すいえいぼうを かぶる  

せんしゅは やく きゅうじゅうめいです。 

 

이 이외에도 몇 가지 새로운 안전대책을 할 예정이에요. 

오늘의 이야기는 이것으로 끝입니다. 

この他にも、いくつかの新しい安全対策を行う予定です。 

この ほかにも、 いくつかの あたらしい あんぜんたいさくを おこなう よていです。  

きょうの話はこれで終わりです。 

きょうの はなしは これで おわりです。 


