
 

第31回

こども英語 
コンテスト

2022年度 飛びだせ 小さな国際人

暗
唱

■今年度の「こども英語コンテスト」も残念ながら昨年同様「ビデオ参加」とし 
ます。発表している様子をスマホでビデオに収めて、発表したビデオを下記まで 
ご提出ください。 マリン校長をはじめ外国人先生方が審査をし入賞者を決め
ま す。 奮ってご参加を。 提出先：e8686@eigo-acdemy.com

 《ビデオ応募締切》12月14日(水）必着 
　　　　参加してみない？

参加者全員に12月24日（土）までに、結果をご連絡い 
たします。また入賞者は1月に賞状をご送付します。

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10日から録音掲載してあります）

ビデオでの出場者募集！

《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て 
   映像に収めてご提出ください。  

《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、動画収録してご応募ください。 
   このビデオ動画を外国⼈教師により審査します。 

《応募締切》 令和4年12⽉14⽇(⽔）必着 

   動画のeメール送付先： 
     e8686@eigo-academy.com 
   もしくは、USBカード、SDカードで動画を保存し、 
   松⼭市⼀番町２丁⽬９-６ ☎ ( 931 ) 8686 受付まで。 
《   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 

第一位　中嶋　志衣 　（横浜市北方小3年） 

第二位　山内　奏　　　　（愛媛大附属小4年） 

第三位　濱田航輔　（横浜国大附属小2年）  

第三位　矢野　沙南　  （今治市清水小5年） 

奨励賞　定政　香詠　（横浜市元街小1年）  

  〃 　	   開　一真　 	 （番町小3年） 

  〃 　	   山下蔵ノ介 （石井北小3年） 

  〃 　	   中矢　諒芽  （さくら小3年） 

  〃 　	   小賀　匠 	   （新玉小4年） 

  〃 　    官能　優志  （久枝小5年）  

  〃 　    安永　心結  （味生第二小5年）  

  〃 　    中村　斗佑真  （久枝小5年）  

  〃 　    佐伯　羽菜名 （雄郡小6年）

おめでとうございます！
2021年度　コンテスト優秀者

第1位の 
中嶋さん 
(昨年)

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


 

②  The Little Christmas Carolers 
We are a band of carolers,  
We march through frost and snow,  
But care not for the weather  
As on our way we go. 
At every hall or cottage  
That stands upon our way,  
We stop to give the people  
Best wishes for the day.  
We pray a merry Christmas,  
Made bright by Christmas cheer,  
With peace, and hope, and gladness  
And all they may hold dear.  
And for all those that happen  
To pass us on our way 
We have a smile, and wish them  
A merry Christmas-day.     
 (89 words)   By L.A. Franc

②小さなクリスマス・キャロラー  
私たちはキャロラーズ（聖歌隊）の一団です。 

霜や雪の中を行進していき、私たちが進んで行く時には

天候など気にしません。 

聖歌隊が回って行く時に建っている全てのホールや小さ

なお家には、その日の一番の願いを込めて、皆さんに聖

歌を聞いてもらうために立ち止まります。 

平和と希望と喜びと、そして人々が大切にしているすべて

をもって、リスマスの喜びで明るくなったクリスマスをお祈り

するのです。 

そして、途中で偶然にすれ違うすべての人にも 

私たちは微笑み、そして彼らにもメリー・クリスマスの日を 

お祈りするのです。

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)

 　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　

① クリスマスベル  

ベルは単純(たんじゅん)な⾳を⽴てるものです。 昔は
悪霊 (あくりょう)を追い払うのにベルを使い ました。
⼈々は冬に悪霊(あくりょう)がやって来 ると思ってい

たのです。冬の暗 い時期には、悪(わ る)い事が起こら
ないように儀式(ぎし き)を執(と) り⾏っていたのです。
そして⼈々は春を待ってい ました。クリスマスには⼈々

は嬉(うれ)しいので ⾳を⽴てます。たいていの村では
ベル(鐘かね)を 備(そな)えた教会があり ました。クリ
スマスの⽇ には⼈々は鐘(かね)をならしたものです。

およそ 100年前にはこどもたちは次のように⾔いまし
た。 「ベル(鐘)がなるたびに、新しい天使(てんし)が 
⽣まれるのさ」。  

第31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 
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④The First Christmas Cards 
In December 1843, Sir Henry Cole, a British 
aristocrat  wanted to do something different for 
Christmas. 

          
          

This became the first Christmas card. 

        
     

        
       

       
     

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。

■⼩学校⾼学年（4年〜6年）課題⽂

③ 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 
 

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)  

③ 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。 

coming downstairs, but sometimes he feels

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:

He asked John Horsley to make a picture of a 
family toasting the season and put it on a 
card.



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  

⑤	サンタとグランパ（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。

⑥ Jolly Old Saint Nicholas 

Jolly old Saint Nicholas,  
Lean your ear this way,  

Donʼt you tell a single soul  
What Iʼm going to say.  

Christmas Eve is coming soon,  
Now you dear old man,  

Whisper what youʼll bring to me,  
Tell me if you can. 

When the clock is striking twelve,  
When Iʼm fast asleep,  

Down the chimney, broad and black,  
With your pack youʼll creep.  

All the stockings you will find,  
Hanging in a row, 

Mine will be the shortest one,  
Youʼll be sure to know. 

Johnny wants a pair of skates,  
Susie wants a sled,  

Nelly wants a picturebook,  
Yellow, blue and red,  

Now I think Iʼll leave to you 
What to give the rest; 

 Choose for me, dear Santa Claus,  
You will know the best. 

 (124語) By John Piersol McCaskey 

  

⑥ 陽気な聖ニコラスおじいさん  

 陽気な聖ニコラスおじいさん、ちょっと耳を貸してよ、 

これから言うこと、誰にも言っちゃダメだよ。 

もうすぐクリスマス・イブ。だからね、聖ニコラスおじいさん、今

年は何をくれるのかこっそり教えて欲しいな。 

時計は12時、ぐっすり寝ていると、サンタさんは広くて黒い煙

突を降りて、荷物といっしに忍び寄る。ずらっと並んだ靴下を

見つけるよね。僕のは一番短いやつだから、ちゃんと覚えて

おいてね。 

ジョニーはスケート靴、スージーはそり、ネリーは黄色、青色、

赤のついた絵本が欲しいの。家族のあとの人のプレゼントは

お任せするよ。サンタさん、一番いいと思うものを僕に選んで

ね。


