
 

第27回

こども英語 
コンテスト

2018年度 飛びだせ 小さな国際人

暗
唱

「英語文を暗唱すること」は英語学習では大変よい勉強
となります。 
上手下手などは関係なくまず参加してみませんか。 
CDによる事前審査にて約10名程度を選出し、その方々に
は12月9日(日）に開催される「英語アカデミーこども 
クリスマスパーテイ」の中で併催される「こども英語コ
ンテスト」で発表していただきます。人前で発表するこ
とも大変よい経験となります。 
奮って参加されますようご案内致します。

6つの課題文のバーチ校長の吹込みが聞けます。コンピュー
ターで「英語アカデミー」またはwww.e8686.jp/を開い
て、新着情報にこの文章と録音が入っていますので、ご利用
ください。（11月15日から録音掲載してあります）

出場者募集！
《応募資格》 愛媛県内在住の⼩学⽣（オープン参加）	
　　　　	 　（但し英語が母国語の方、過去のコンテストで最優秀者だけは除きます）	

《テ  ー  マ》 低学年、⾼学年⽤の課題⽂を暗唱発表します。  

《応募⽅法》 課題⽂（低学年３点、⾼学年３点【裏ページ参照】） 
   より⼀点を選び、CDまたは⾳声ファイルに吹き込んで 
   ご応募下さい。このテープを外国⼈教師により事前 
   審査します。 

《応募締切》 平成30年11⽉30⽇(⾦）必着 

   CD（または⾳声ファイル）を添えて 
   英語アカデミーまでお申し込み下さい 
   松⼭市⼀番町２丁⽬９-６ ☎ ( 931 ) 8686 
《   賞  》 最優秀賞（１名）、優 秀 賞（２名） 
   奨 励 賞（最終審査出場者全員） 
《主  催》 英語アカデミー 

参加して
みない？

■と き 平成30年12⽉9⽇（⽇）午前10時〜 
■ところ いよてつ会館（5Fクリスタルホール）

2017年度　コンテスト優秀者

《応募締切》11⽉30⽇(⾦）必着

第1位 高橋　美夏 湯築小学校　3年 
第2位 正岡　虎太郎 東雲小学校　3年 
第3位 松本　一真 道後小学校　3年 
優良賞 秀野　文彦 東雲小学校　2年 
奨励賞 大和　寛奈 みどり小学校1年 
　〃 土居　紅葉 垣生小学校　1年 
　〃 越智　一晴 東雲小学校　1年 
　〃 碓井　咲奈 石井小学校　3年 
　〃 大西　晃貴 石井小学校　3年 
　〃 三枝　侑矢 湯築小学校　4年

http://www.e8686.jp
http://www.e8686.jp


第27回　こども英語コンテスト（暗唱） 
■⼩学校低学年（１年〜３年）課題⽂ 

②The Tale of the Nutcracker 
On Christmas, Marie and her brothers had a fine 
big Christmas tree.  
On the branches were strings of popcorn, 
honey-cakes, sugar-plums, oranges, cookies, 
candy, dolls, tin soldiers and many other toys. 
There were many guests at their house for 
Christmas. 
In came jolly Uncle Thomas with lots of gifts. 
To each child he gave a doll that could walk and 
talk, but to Marie he gave a more wonderful 
gift. It was a wooden nutcracker with the head 
of a man. He cracked nuts between his jaws.                 
        (87 words) 
Basis of the Ballet by Peter Tchaikovskyより抜粋)

②「くるみ割り人形」  
クリスマスに、マリーとお兄さんたちはりっぱ なクリス
マスツリーがあった。 枝には糸でつないだポップコー
ン、ハニーケー キ、砂東づけのプラム、みかん、クッキ
ー、 キャンディー、人形、ブリキの兵隊さん、そし て
いろんなおもちゃをかざってた。 お家にはクリスマスの
お客がいっぱいで、陽気 なトーマスおじさんもおもちゃ
をいっぱいかか えてやって来た。おじさんは子供たち一
人ひと りに歩いたり話したりする人形をプレゼントし 
たが、マリーにはもっとすばらしいプレゼント をしてく
れた。 それは人の頭の形がついた木製のクルミ割り用 
の人形だった。 その人形のアゴでクルミを割るように
出来てい た。

① Winnie-the-Pooh 1 

Here is Edward Bear, coming downstairs 
now, bump,  bump,  bump,     on the back of 
his head, behind Christopher Robin.  

 It is,  as far as he knows, the only way  of  
coming    downstairs, but sometime s  he  
feels   that there  really is  another way, if 
only he could stop bumping for a 
moment and think of it. And then he 
feels that perhaps there isn't.  

Anyhow, here he is at the bottom, and 
ready to be introduced to you.  

Winnie-the-Pooh!  　　   (80words)

 　　　　　　　　　　　　　　　　　

①　ウィニー・ザ・プー#1 

エドワード・ベア（熊のプーさん）は、ドスン、ド
スン、ドスンと階段を頭から降りてきています、大
親友のクリストファー・ロビンの後から。
プーさんが知っている限りでは、それが階段を降り
てくるたった一つの方法ですが、時々、少し頭をぶ
つけるのを止めて考えさえすれば、本当は他の方法
もあるのではないかと感じるのです。それからそん
な方法など多分ないなと考えるのです。
とにかく、クリストファー・ロビンは階段の下にいて、
ほら、降りてきました。ご紹介しましょう。
クマのプーさんです。



③ The Christmas Fairy 
I am the Christmas fairy - and everything 
I see, With wand and crown, As I look down
From the top branch of the tree!
I see the pretty colored lights, The cards 
hung on the wall, Candies and sweets, 
And Christmas-time treats For visitors, when 
they call.
I hear the Christmas carols, too, 
Out in the frosty air. 
And, on the roofs, The tap-tap of hooves - 
Whoever can be there?
What fun on Christmas morning! 
I'll remember all I saw, When I'm put away 
Until the day
I'm on the tree, once more.

(95 words)　 
 　　　　　　　　　　　　　　　　　

③ クリスマスの妖精 

私はクリスマスの妖精(ようせい)よ、
そして何でもよく見えるわ。 魔法(まほう)のつえと王冠
(おうかん)をつけて (クリスマスツリーの) 木の一番上の
枝(えだ)から見下ろせば 私には次のものが見えるのよ。 
きれいな色付きの光りが見えるわ。 壁(かべ)にはられた
カード、 キャンデーやお菓子(かし)。 お客さんが訪問
(ほうもん)してきた時のために クリスマス用のごちそう
などがね。 クリスマスキャロルも
聞こえるわ 凍るように寒(さむ)い
戸外(こがい)に。 そして屋根(やね)には
ひづめの音が だれがそこにいるので
しょう? クリスマスの朝は
なんて楽(たの)しいので
しょう。 私が見たものは
すべてずっと覚(おぼ)えて
いるでしょう 私がしまわれる
時に、 もう一度(ツリーの)

木の上に置(お)かれるその日まで。

■⼩学校⾼学年（4年〜6年）課題⽂

④The First Christmas Cards
In December 1843, Sir Henry Cole, a British aristocrat 
wanted to do something different for Christmas.  
He asked John Horsley to make a picture of a family 
toasting the season and put it on a card.  
This became the first Christmas card.  
At first, Christmas cards did not sell well, but by the 
1900s,  
the Christmas card business had grown so much that  
the Post Office sometimes had trouble handling all the 
mail. 
The postal service wanted people to mail their cards 
early. A special postmark was issued: 
       POSTED IN ADVANCE    
     FOR DELIVERY ON    
     CHRISTMAS 
All Christmas cards would be 'held back' for special 
delivery on Christmas Eve, or Day.  
But now people prefer to get their cards early so they 
can use them for decorations. (126 words)

④　最初のクリスマスカード 
 1843年12⽉、イギリス貴族であったヘンリ ー・コー
ル卿(きょう)はクリスマスに何か違ったことをしてみた
かった。彼はジョン・ホース レイに家族がクリスマス
を祝う絵を作ってもら いそれをカードにした。これが
最初のクリスマ スカードとなったのである。最初はこ
のクリスマスカードは売れなかったが、1900年代まで
にはこのクリスマスカードの商売は⼤変⼤きなも のと
なり郵便局は時々すべての郵便物を処理す るのに苦労
したのだ。郵便局は⼈々にこのカー ドは早めに投函(と
うかん)するように頼み、次の ような特別な消印(けしい
ん)も出された。 「クリスマスの⽇に配達できるよう前
もって投 函しました」 
すべてのクリスマスカードはクリスマス前⽇や 当⽇に
特別に配達されるよう「保管され」たのだ。でも現在は、
⼈々は部屋をクリスマスカー ドで飾れるように早めに
カードが届くのを好む のです。

�  The Christmas Fairy

I am the Christmas fairy -

and everything I see,

With wand and crown,

As I look down

From the top branch of the tree!

I see the pretty colored lights,

The cards hung on the wall,

Candies and sweets,

And Christmas-time treats

For visitors, when they call.

I hear the Christmas carols, too,

Out in the frosty air.

And, on the roofs,

The tap-tap of hooves -

Whoever can be there?�
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What fun on Christmas morning!

I'll remember all I saw,

When I'm put away

Until the day

I'm on the tree, once more.
(95 words)
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� Santa and Grandpa

It's Christmas time, and attention goes

To the funny guy with his ho, ho, ho's.

Yes, we all know the reindeer story

And hear the tales of Santa's glory.

But this will pass, and soon over town

The decorations will be coming down.

They'll be put away until next year

When it's time again for Christmas Cheer.

So I am sticking with another old guy

And I'm writing this to tell you why.

Old Santa's great one day, it's true,

But Grandpa's here the whole year through.

We fish and Grandpa baits my hook,

If I ask him he will read my book.

He holds my hand when we take a walk

And he really listens when I talk.

So I truly love this dear old man,

Who sees me every time he can.
�������(134 words)—Grandpa Tucker
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5 Santa Claus! 
His eyes how they twinkled!  
His dimples how merry!  
His cheeks were like roses, his nose like 
a cherry.  
His droll little mouth was drawn up like a 
bow, And the beard on his chin was as 
white as the snow.  
The stump of a pipe he held tight in his 
teeth, 
And the smoke, it encircled his head like 
a wreath.  
He had a broad face and a round little 
belly That shook when he laughed like a 
bowl full of jelly.  
He was chubby and plump, a right jolly 
old elf, 
And I laughed when I saw him, in spite 
of myself.     （113 words） 

⑥The Elves and the Shoemaker

Once a penniless shoe maker, by no fault of his 
own, 
Had but one piece of leather, left in his home. 

He set out to make one last pair of shoes. 
He cut them and placed them all ready to use. 

He lay down in his bed and awoke in the morn. 
His shoes sat completed and perfectly formed! 

Some kind little elves had finished the job, 
With craftsmanship second only to God. 

A round but distinguished gentleman entered, 
 “I’ll give you double, these shoes are so splendid.” 

With fortune and windfall now fair on his side, 
Leather for two pair the shoemaker could buy.   
	(105	words)	
By	Nathaneal	Sellars	(based	on	a	Brothers	Grimm	classic)	

⑤ サンタクロース!  

サンタクロースの⽬はなんてきらきらしているん
だろう、 えくぼはなんてかわいいんだろう!  ほっ
ぺたはばらのよう、⿐はさくらんぼのよう。 おど
けた⼝は⼸のようにほほえんでいる。 あごひげは
雪のように真っ⽩。 パイプをしっかりと⼝にくわ
え、煙をはくと、 煙はサンタの頭の上に輪をつく
る。 ⼤きな顔をして、丸くつきでたお腹は、 笑
うたびに⼭盛りのゼリーのようにぷるんぷるんと
ゆれる。 陽気ないたずら者のまるぽけゃサンタ。 
彼を⾒るとぼくはふきだし⼤笑いしてしまう。

⑥	エルフ（小人）と靴職人	

かつて、自分のせいではないが、無一文になった靴メ
ーカーには、自宅にたった一枚の革がのこっていまし
た 

彼は最後の靴（ペア）作りに着手しました 
彼は革を切り、すべて使えるように置いておきました 

彼はベッドに横たわり、そして朝に目を覚ましました 
彼の靴はすべて仕上がっていて、きれいな形に出来上
がっていました！ 

小さなエルフたちが、その仕事を終えていたのです 
神様に次ぐすばらしい職人技（わざ）で 

ぽっちゃりした著名な紳士が、入ってきました 
「この靴に2倍のお支払いをしましょう、この靴はたい
へんすばらしいので」 

すばらしい幸運と降ってきたような授かり物をもらっ
て、その靴職人は、2足用の革を買う事ができました


