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以下の長文を読みましょう。 

読み始めの時間と、読み終わった時間を書き込みましょう。 

読み始め（  ：  ） 読み終わり（  ：  ） 

 

Bamboo Can Do! 

How many kanji with take-kammuri are there?  Can you think of some of them?  In fact, 

there are more than 150 kanji with take-kammuri. For example, think about the kanji for box, 

chopsticks, and basket. These kanji have take-kammuri.  They were made of bamboo in the past. 

   Bamboo is very useful.  We can make paper from it.  We can also make tables, chairs, and 

mats out of it.  We can even use it to build houses.  It is stronger than wood or steel in some 

cases. In Costa Rica, they made houses out of it. 

   In April 1991, there was a big earthquake in Costa Rica.  One area was hit hard.  A lot of 

houses and hotels fell down or were damaged. However, 20 houses were not damaged at all.  They 

were all made of bamboo. 

  Bamboo is not just strong.  It’s also cheap.  We can build a bamboo house at low cost.  This is 

because bamboo grows very fast.  We can cut it down and use it after three years of growth.  On 

the other hand, other trees usually need more than 20 years to grow. 

  Actually, bamboo has some weaknesses.  It burns easily and fast, so we should not use bamboo 

for big buildings.  If a bamboo house catches fire, the people inside must get out quickly. 

  Insects are another big problem for bamboo.  Some insects, white ants or beetles, like eating 

bamboo.  So, we have to protect bamboo from them.  For example, we can put the bamboo into a 

special liquid. 

  Here is another example of using bamboo.  In Zambia, some people began to make a bicycle out 

of bamboo.  They used it as a bicycle frame.  Bamboo frames are very strong and light, so bamboo 

bikes are good in quality.  Now they are exported to other countries.  Making bamboo bikes 

became an important job for some people in Zambia. 

  We can do a lot of things with bamboo.  Can you come up with any new ideas? 

[330 words] 

①たけかんむりがつく漢字は全部でいくつありますか。 

 

②２段落に、竹から作られるものとして、例にどんなものが挙げられていますか。 

 

③１９９１年にコスタリカで大きな地震があった際に、どんな現象がありましたか。 

 

④竹の利点と弱点をまとめて書きましょう。 

 

⑤ザンビアでの竹の使用例を書きましょう。 

 

 

 



解答 

①１５０以上 

②紙、テーブル、いす、マット、家 

③多くの家が倒壊する中で、２０棟の竹でできた家だけが倒壊しなかった。 

④利点：強いだけでなく、安い。成長が早い。（他の木が 20年成長するのにかかるのに対し、竹は３年で成長する） 

 弱点：燃えやすい。虫が寄り付きやすい。 

⑤自転車のフレームとして使っている。 

 

本文訳： 

 竹かんむりをつかった漢字はいくつあるでしょう。いくつか思い浮かびますか？事実、１５０以上の竹冠の漢字

があります。例えば、箱、箸、籠などです。これらの漢字は竹冠がついていますね。過去にこれらは竹で作られてい

たのです。 

 竹はとても便利です。紙を作ることができます。テーブル、いす、マットをつり出すこともできます。家を建てる

のにすら使うことができます。ある場合では、木や鉄よりも強いことがあります。コスタリカでは、竹から家を作り

ました。 

 １９９１年 4 月、コスタリカで大きな地震がありました。１つの地域の被害が大きかったのです。たくさんの家

やホテルが倒壊したり損害を受けたりしました。しかしながら、２０棟の家がまったく損害を受けなかったのです。

それらはすべて、竹でできていました。 

竹は強いだけではありません。安いのです。低コストで竹の家を建てることができます。その理由は、竹の成長が

とても早いことにあります。３年たてば、伐採して利用することができるのです。一方で、他の木はたいてい２０年

成長するのに要します。 

事実、竹には弱点もあります。簡単に速く燃えてしまうので、大きな建物には竹を使うべきではありません。竹は

火が付くと、中にいる人はすぐに外に出ないといけません。 

虫ももう一つの問題です。シロアリやかぶとむしなどの虫は竹を食べるのが好きなのです。ですから、それらか

ら竹を守らなくてはいけません。例えば、特別な液体に竹を浸すなどです。 

もう一つ、竹の利用例があります。ザンビアでは、竹から自転車を作る人がでてきました。竹を自転車のフレーム

として使ったのです。竹のフレームはとても強く軽いので、竹の自転車は品質が良いのです。今では外国に輸出も

されています。ザンビアでは、竹の自転車の作るのが大切な仕事になっている人もいます。 

竹を使えば、たくさんのことができますね。新しいアイディアは思い浮かびますか？ 

 


