
第25回

こども英語 
コンテスト

( 飛びだせ 小さな国際人

暗
唱

) 8 ( 912 11 8 9 6
8 5 9

「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11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14日から録音掲載してあります）
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① Christmas Bells 
Bells are a simple noisemaker. Long ago 
people used bells to shoo away evil. They 
thought in winter evil spirits would come. 
During the dark days, they held ceremonies to 
keep bad things from happening. And they 
waited for spring. 

At Christmas people made noise because they 
were happy. In most villages there was a church 
with a bell. On Christmas, people would ring the 
bell. About 100 years ago at Christmas children 
often said, "Every time a bell rings, an angel 
gets his wings". (85 words) 
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②The Gift 
“Twas a glorious Christmas, all would agree,” 
Mom thought as she sat adoring the tree. 
The dishes done and the hordes tucked away, 
She viewed the gifts she'd been given that day.  

The crystal pitcher was a sight to behold,  

That brand new cologne, a bracelet of gold,  

Her gorgeous clothing she will love to wear, 

A fancy red comb to adorn her hair.  

She held in her hand, as tears filled her eyes.  

Her favorite gift, from her child, age six; 
A napkin holder of popsicle sticks.    (96 words) 

—Grandpa Tucker Copyright ©1996 by Bob Tucker より抜粋)

 「とてもすばらしいクリスマスだったわ、だれもがそ
う思うことでしょう。」
ママは、すわってツリーを見上げながら思った。食事
は終わったし、子供達はベッドに行ってしまった。マ
マはその日もらった贈り物について思いをめぐらした。

クリスタルの水差しは必見のもの、真新しいオーデコ
ロン、金のブレスレット、華やかな服、彼女はそれを
喜んで着ることでしょう。そして、彼女の髪を飾るこ
とになる飾りのついた赤いくし。
一つの贈り物が目立っていた。それが彼女にとって一
番の贈り物だった。ママは一番気に入った贈り物、そ
れは6歳になる自分の子供からもらったアイスキャン
デーの棒で作ったナプキンホルダーだった。
  



 
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、
（この本を読んでいる）あなたウィニー・ザ・プー
に紹介されるのを待っています。

  

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)
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④ 
Winnie the Pooh! 
When I first heard his name,  I  said, just as you are 
going to say,  ''But I thought he was a  boy?'' 
''So did I," said Christopher Robin. 
''Then you can't call him Winnie?'' 
“I don’t.” 
''But you said---“  
''He’s Winnie-ther-Pooh. 
Don't you know what 'ther' means?'' 
''Ah, yes, now I do," I said quickly; and I hope you 
do too, because it is all the explanation you are 
going to get. 

Sometimes Winnie-the-Pooh likes a game of some 
sort when he comes downstairs, and sometimes he 
likes to sit quietly in front of the fire and listen to a 
story. This evening Christopher Robin wants a 
story.          (112 words) 

④　ウィニー・ザ・プー#2 
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⑤	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 

⑥ Dear Santa
Dear Santa, I'm fine and how have you been? 
I feel it's about time to write to you again. 
Our town has become a bright Christmas 
scene, 

With everything sparkling of crisp red and 
green. 

Now that I'm older I've found out some stuff. 
I'd like some new things but I may have 
enough. 

They tell me that some kids don't have many 
toys 

And there's not enough food for some girls and 
boys. 

I've talked to my friends and we've pledged 
that this year  
We will all do our best to help spread your 
cheer 

We'll make someone smile who's been sad 
Christmas Day. 

Dear Santa, I love you. Your friend, Anna Mae. 
(113 words) —Grandpa Tucker Copyright ©1999 Bob Tucker 

2 1 1 (おじいちゃん)  
クリスマスの時期となり、みんなの注目はあの「ホーホー 

ホー」と言うおもしろい男の人に移ります。そうです、私
たちみんなはトナカイの話を知っているし、サンタさんの
栄光の話を聞きます。でもこのクリスマスは過ぎ去 り、
まもなく町中で飾り物が降ろされるでしょう。来年まで、
クリスマスの歓呼(かんこ)の時期になるまで、飾り物はし
まわれてしまいます。だからぼくはもう一人の 年老いた男
の人から離れないのです。じゃなぜそうするのか今から言
いましょう。確かに年老いたサンタさんは 一日だけはす
ばらしいのですが、ぼくのおじいちゃんは 一年中ずっと
一緒にここにいてくれます。一緒に魚釣りをし、おじちゃ
んはぼくの釣り針にえさをつけてくれます。ぼくが頼めば
本も読んでくれます。散歩をする時、 ぼくの手をにぎって
くれます。ぼくが話す時は一生懸命 聞いてくれます。だか
らぼくはこの大切なおじいちゃんを本当に愛しています。
出来る時はいつもぼくを見守っ てくれるおじいちゃんを
ね。 
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