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◆　イベント・スケジュール

  
  10：00　スピーチコンテスト開会
 

1. ゲストスピーカーによるスピーチ
2. 小学１～２年生の部スピーチ
3. 休憩（10分）
4. 小学３～６年生の部スピーチ
5. ネット投票（10分）
6. エキシビジョンスピーチ・ビデオ（Lion）
7. 結果発表

 
12：30　スピーチコンテスト閉会
 

※コンテストの進行状況により、終了時間は多少
　変わる可能性があります。

  このコンテストは、次の目的をもって行われています。

1.　スピーチコンテストを通して、正しい発音やイントネー
ションを身に付け、英語で話す楽しさを体感し、聞く人が
惹きつけられるような表現力や発信力を養う。
 
2.　目標に向かって計画的に努力することで、チャレンジ
することの大切さを学び精神面の成長へと繋げる。ま
た、大多数の前でのステージ発表をやり遂げ、達成感を
味わうことで自信をつける。

子どもたちの頑張る姿を温かく見守り、努力の成果を称えていた
だけると子どもたちの励みになります。どうぞよろしくお願いいた
します。
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Shogi

Have you ever played Shogi?

Shogi is a game played on a 9 by 9 square board.There are eight types of 
shogi pieces and each player uses 20 pieces.You win by using the captured 
pieces to defeat the king.

Recently, a famous Shogi player, Souta Fujii, made the game become more 
famous. He became a professional player when he was fourteen.

I played Shogi for the first time when I was 8 years old. My grandfather taught 
me how to play and I liked it. I joined the Shogi club at my school. My favorite 
part of Shogi is that I can defend and attack. I especially like attacking.

Please try Shogi, you will love it.

将棋

将棋をしたことがありますか？

将棋は9×9の正方形の盤上で行うゲームです。将棋のコマは 8種類あり、各
プレイヤー20個ずつ使用します。相手から取った駒も使い、相手の王様を倒
すと勝ちです。

最近では、藤井壮太さんが 14歳でプロになり、将棋がより有名になりました。

僕が初めて将棋をやったのは 8歳の時。おじいちゃんが遊び方を教えてくれ
て好きになりました。学校でも将棋クラブに入りました。僕の将棋の好きな部
分は、防御と攻撃ができるところで、特に攻撃するのが好きです。

みなさんもぜひ将棋をやってみてください。きっと気に入るはずです。



Contestants

●Zoom使用上のご注意

以下の手順でご確認ください

〈PCの場合〉

チムニーズHP→Jr.Club→スピーチコンテスト

〈スマホの場合〉

右のQRコードからご確認いただけます→

●オンライン投票参加ついてのご注意
スピーチ終了後、Zoomのチャットにリンクを送りますので、クリックして、

オンライン投票の画面に移ってください。

リンクでうまく移れなかった方は、Zoom上に映し出されるQRコードからご参加

ください。また既にお配りしている「第17回スピーチコンテストのご案内」にも

投票用のQRコードを添付しておりますので、よろしければ、ご活用ください。

・ 一家族、投票は一回とさせていただきます。

・ 2回目以降の投票は無効票とさせていただきます。

・ お子様の名前はローマ字でご記入ください。

・ 兄弟がいらっしゃる場合は一番上のお子様の名前をご記入ください。

・ 必ず最後に「送信」ボタンを押すようにご注意ください。

　
●次の評価基準を審査する際の参考にしてください

✔ Rhythm: テンポやスピード、間を適切にとることができているか

✔ Action:  ジェスチャーを用いて豊かに表現できているか

✔ Volume:  大きな声で聴きやすい発表ができているか

✔ Memorization:  英文を覚えることができているか

✔ Pronunciation:  英語らしい発音ができているか

 
 
 
 
 
 
 
 

◆注意事項 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THE QUEEN’S CROQUET-GROUND
 

A large rose-tree stood near the entrance of the garden: the roses growing on it were 
white, but there were three gardeners at it, busily painting them red.
Alice thought this a very curious thing, and she went nearer to watch them, and just 
as she came up to them she heard one of them say,

“Look out now, Five ! Don’t go splashing paint over me like that !”
 “ I couldn’t help it,” said Five in a sulky tone “Seven jogged my elbow.” 
On which Seven looked up and said, 
“That’s right, Five ! Always lay the blame on others !” 
“You’d better not talk !” said Five.
“ I heard the Queen say only yesterday you deserved to be beheaded !”
 “What for ?” said the one who had spoken first.
“That ’s none of your business, Two!” said Seven. “Yes, it is his business !” said Five,
“ and I ’ll tell him—it was for bringing the cook tulip-roots instead of onions.”

Seven flung down his brush, and had just begun, “Well, of all the unjust things—”
when his eye chanced to fall upon Alice, as she stood watching them, and he 
checked himself suddenly :
the others looked round also, and all of them bowed low.

女王さまのクロッケー場

お庭の入り口には、おおきなバラの木が立っていました。そこにさいているバラは白でしたが、
そこに庭師が三人いて、それをいっしょうけんめい赤くぬっていました。
アリスは、これはずいぶん変わったことをしていると思って、もっとよく見ようと近くによってみま
した。ちょうど近くにきたら、一人がこう言ってるところでした。

「おい五、気をつけろ！　おれをこんなペンキだらけにしやがって！」
「しょうがないだろ」と五は、きつい口ぶりで言いました。「七がひじを押したんだよ」
すると七が顔をあげていいました。「そうそうその調子、いつも人のせいにしてりゃいいよ」
「おまえはしゃべるんじゃない！」と五。「女王さまがついきのうも、おまえの首をちょん切るべ
きだって言ってたぞ！」
「どうして？」と最初にしゃべったのが言います。
「二！　おまえにはかんけいない！」と七。
「かんけい、大ありだよ！」と五。「だから話しちゃうもんね――コックに、タマネギとまちがって
チューリップの球根をもってったからだよ」

七はペンキのはけをふりおろして、ちょうど「まあだまってきいてりゃいい気になりやがって――
」と言いかけたところで、たまたまアリスが目に入りいましたので、いきなり身をとりつくろってい
ます。ほかの二人も見まわして、みんなふかぶかとおじぎをしました。
 
 
 

Adapted from ALICE’S ADVENTURES IN WONDERLAND



小学１～２年生の部
No. 名前          学年 スピーチ 評価メモ
1 Rinka Nakasone 1 The Swing
2 Haruto Murakami 1 I Went to the Market
3 Kenshin Chimura 1 Sour Grapes
4 Lilica Yamamoto 1 The Swing 
5 Takumi Yokose 2 I Went to the Market
6 Rina Moritsuka 1 Sour Grapes
7 Lilia Hirata 2 The Swing
8 Rei Miyatani 1 Education First 
9 Anju Tasaki    1 I Went to the Market
10 Hinata Sasaguri 2 Sour Grapes
11 Rena Kawaida　　　  2 The Swing
12 Rinka Fujino 2 I Went to the Market
13 Yuri Tsugu 1 Sour Grapes
14 Iha Wada 2 The Swing
15 Hiro Ishibashi 1 I Went to the Market
16 Otowa Mochidome 1 Sour Grapes
17 So Miyatani 1 Last Glittering Scale
18 Yurina Sakamoto 1 The Swing
19 Yuzu Nozaki 1 I Went to the Market
20 Mitsuki Hirashima 1 Sour Grapes
21 Hikari Wada 2 The Swing
22 Haruto Dohi 1 My favorite movie
23 Saori Nagata 1 I Went to the Market

※良かったと思うスピーチを、小学１・２年生の部より４つ、

小学３～６年生の部より４つ、最後に投票してもらいますので

「評価メモ」の欄に印をつける等、審査にご活用ください。

※出場者の欠席等で順番が変わる場合があります。

スピーチ・コンテスト
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アン・サリバン

みなさんはアン・サリバンという人を知っていますか。

彼女は、目が見えない、耳が聞こえない、話せないヘレンケラーの家庭教師をしていた

人です。

ヘレンケラーはものに名前があることさえ知りませんでしたが、彼女と出会って、たくさん

の単語を知り、読み書きや話すことができるようになりました。それだけでなく、彼女の

助けのおかげで、ハーバード大学にも合格し、目が見えない人のために働きました。

アン・サリバンはヘレンのことを家族のように思い、ヘレンも彼女と一緒に暮らすうちに、

どんどん成長し、関係性も深まりました。   彼女はどうしてヘレンケラーを立派に育てるこ

とができたのでしょうか。それは、彼女自身も、目がよく見えない経験をしたからです。彼

女はその中でも必死に勉強し、目の視力も回復し、ヘレンケラーの家庭教師として働くこ

とができるようになりました。

アン・サリバンは、私にとってすごい人です。彼女はヘレンを教育するのがどんなに大変

でもあきらめずに、ヘレンの家庭教師として、ヘレンのために必死に教え続けました。私

もアン・サリバンのような人になりたいです。

Anne Sullivan

Do you know Anne Sullivan?
She was the private teacher of Helen Keller who is a world-famous deafblind author, 
activist, and disability rights advocate.

Helen did not even know so much of the world, she did not even know that things 
have names. 
After Anne met Helen, she learned many things and was even able to write and read 
words.Moreover, thanks to Anne’s help, Helen was able to enter Harvard University,
which is one of the most famous universities in the world.
At the end, Helen became an advocate for people with disabilities.

Anne regarded Helen as family. Because of her, Helen flourished and their tie 
became so strong.
Why was Anne so dedicated to educate and raise Helen?
It is because Anne herself suffered from bad eyesight when she was young. 
She had to go through school with bad eyes and she was able to. Luckily, her 
eyesight got better.After she graduated, she became Helen’s private teacher.
 
I believe Anne Sullivan is a great person. She never gave up on Helen even though it 
was challenging. One day I want to be like Anne Sullivan.

　 ゲストスピーカー・スピーチ
      名前          学年     スピーチ

      Shusuke Takahashi        中3     I Have a Dream
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Say No to Bullying  

Bullying can happen to me or you or anyone. Millions of children around the world 
are  bullied every year, but there are things that we can all do to help. 

When someone makes you feel bad or hurts you again and again, that is called 

bullying.  It can happen at school, out of school or online. It includes hitting people, 

laughing at people,  telling lies about people, and not letting someone play in a 

group. When you send mean  messages or don’t let someone join an online group, 

it is called cyberbullying. 

If someone is mean to you, talk to your parent or teacher. You can block a person 

who  sends you mean messages online. Ask an adult to help you, and don’t reply. 

Talk to your parents or teacher if you see bullying or if you are worried about a 

friend. 

On the other hand, you should say sorry if you are mean to someone. You can 
write a  message or talk to the person. Think about how to be kind in the future.  

いじめはだめ！

いじめはわたしやあなた、そしてだれにでも起こりえます。世界中の多くの
どもたちが毎年いじめられています。しかし、いじめられているひとを助けるため、わ
たしたちみんなにできることがあります。

だれかがあなたのことを何度もいやな気持ちにさせたり、傷つけたりすることをいじめ
と言います。いじめは学校の中や外、そしてオンライン上でも起こりえます。叩いた
り、笑いものにしたり、嘘の情報を流したり、仲間はずれにしたりすることも、いじめの
ひとつです。

もしだれかがあなたに意地悪なことをするときは、家族や先生に相談しましょう。あな
たに意地悪なメッセージを送ってくる人からの連絡をブロックすることもできます。大
人に相談し、返信しないようにしましょう。

もしあなたがいじめを見つけた場合や心配な友達がいる場合は、家族や先生に相談
しましょう。

一方で、もしあなたが意地悪なことをしてしまった場合は、謝りましょう。その人にメッ
セージを送ったり、直接話したりして、その気持ちを伝えましょう。そして今後は、優し
くするためにどうするかを考えましょう。
いじめをなくすために、みんなで力を合わせましょう。

Lionクラス

No. 名前 スピーチ
1. Takuma Wada  I Went to the Market
2. Eito Matsumoto  The Swing
3. Haruto Izumaru  I Went to the Market
4. Haruaki Ninomiya  Sour Grapes
5. Toya Ogata  I Went to the Market
6. Keita Suematsu  I Went to the Market
7. Aoi Kuriyama  The Swing
8. Mai Shiragaki  I Went to the Market
9. Reo Noguchi  I Went to the Market
10. Hiroyuki Ito  Sour Grapes
11. Rei Moritsuka I Went to the Market
12. Jun Miyoshi I Went to the Market
13. Kenshou Hotta The Swing
14. Hikari Kobayakawa I Went to the Market
15. Yuito Asaka I Went to the Market
16. Aya Masuda Sour Grapes
17. Lili Motoshima I Went to the Market

小学３～６年生の部

No. 名前 学年 スピーチ 評価メモ
1. Kazutoyo Maeda 3 The Tale of Peter Rabbit
2. Ryoma Nagata 3 A Brilliant Wonderer
3. Hinata Tsuda 4 Say No to Bullying
4. Yota Ishibashi 4 A Brilliant Wonderer
5. Akari Maeda 3 The Tale of Peter Rabbit
6. Koshin Chimura 4 Say No to Bullying
7. Rino Shinnai 3 The Queen’s Qroquet Ground

8. Koki Matsumoto 3 The Tale of Peter Rabbit
9. Marii Tsugu 5 The Tale of Peter Rabbit
10. Nao Kunisaki 6 A Brilliant Wonderer
11. Sumire Nakano　 4 Say No to Bullying
12. Momo Mitsuyasu 3 A Brilliant Wonderer
13. Shotaro Sasaguri 4 Shogi
14. Sakutaro Nishimura 3 Say No to Bullying
15. Sara Moritsuka 3 Anne Sullivan
16. Chisa Matsuo 5 Say No to Bullying

エキシビション・スピーチ

5

Adapted from https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ja/reading-practice/say-nobullying



The Tale of Peter Rabbit

 Once upon a time there were four little Rabbits, and their names were – Flopsy, Mopsy, Cotton-tail, 
and Peter. They lived with their Mother in a sand-bank,  underneath the root of a very big fir-tree. 
‘Now my dears,’ said old Mrs. Rabbit one morning, ‘you may go into the fields or down  the lane,

but don’t go into Mr. McGregor's garden: your Father had an accident there; he was put in a pie by 

Mrs. McGregor.’ 

‘Now run along, and don’t get into mischief. I am going out.’ 

Then old Mrs. Rabbit took a basket and her umbrella, and went through the wood to the  baker’s. 

She bought a loaf of brown bread and five currant buns. 

Flopsy, Mopsy, and Cotton-tail, who were good little bunnies, went down the lane to  gather 

blackberries.  

But Peter, who was very naughty, ran straight away to Mr. McGregor’s garden, and  squeezed 
under the gate! 

First he ate some lettuces and some French beans; and then he ate some radishes; And  then, 

feeling rather sick, he went to look for some parsley. Then he saw Mr. McGregor! Mr. McGregor 

was on his hands and knees planting out young cabbages, but he jumped  up and ran after Peter, 

waving a rake and calling out, ‘Stop thief!’ 

ピーターラビットのおはなし

むかし、むかし、あるところに4匹のうさぎ達がいました。

名前は、プロプシー、モプシー、カトンテル、ピーターです。彼らは、お母さんと一緒に、砂丘の大きなも

みの木の穴の中に住んでいました。

「いいかい、おまえたち」ある日の朝、お母さんが言いました。「野原や小道に行ってきなさい、でもマグ

レガーおじさんさんのお庭には行ってはいけませんよ。昔、お父さんがそこで悪いことをして、マグレ

ガーおばさんに捕まって、パイにされたのよ。」

「いってらっしゃい、いたずらしたらだめよ。わたしはお出かけするね。」

そしてお母さんは、かごとかさを取り、森の向こうのパン屋さんに向かいました。

彼女は、１きんの茶色いパンと５つのぶどうのパンを買いました。

プロプシーとモプシーとカトンテルはいいこでしたので、小道を下って、クロイチゴを

集めました。

しかし、ピーターはとてもやんちゃで、そのままマグレガーおじさんのお庭に向かい、入口の柵の下をく

ぐり抜けたのです！

すぐにレタスとインゲンをかじり、さらに大根を食べました。

すると、気分が悪くなり、彼はパセリを探しました。その時、彼はマグレガーおじさんに出くわしました！

マグレガーおじさんは、膝をつきキャベツの苗を植えていたのですが、飛びあがり、ピーターを追いかけ

ます。

マグレガーおじさんは、くわをふり、叫びます。「待て、どろぼう！」
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◆幼稚部 ＆ １、２年生 
   の規定課題文＆自由課題文
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Adapted from The Tale of Peter Rabbit by Beatrix Potter



ブランコ

ブランコに乗って空高く上がっていくのはどんな気分？

あの真っ青な空を上がっていくのは？

ああ、私にはこんなに楽しいことはないと思う

子どもにできることで

空高く、塀を越え、

ずっと遠くが見渡せるまで、

川も木も牛も何もかも

野原を越えて

緑の庭が見下ろせるまで、

真っ茶色の屋根が見下ろせるまで

私はまた空高く舞い上がる、　

空高く上がっては降りてくる
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The Swing  
How do you like to go up in a swing, 
Up in the air so blue? 
Oh, I do think it the loveliest thing 
Ever a child can do! 

Up in the air and over the wall, 
Till I can see so wide, 
River and trees and cattle and all 
Over the countryside – 

Till I look down on the garden green, 
Down on the roof so brown – 
Up in the air I go flying again, 
Up in the air and down!

14

A Brilliant Wonderer  
Young Albert Einstein didn’t always do well at school in Germany. His teachers  thought he 

took too long to answer questions. And often they got upset because Albert  thought of 

questions they couldn’t answer. 

The more Albert learnt, the more things he thought about. The more he thought, the  more 
questions he had. By the age of 12 he had decided that he would solve the riddle of the  
‘huge world’ – the universe.  

Einstein thought there must be some rules to explain why everything in the universe,  big 

and little, acts as it does. How can gravity attract distant objects through empty space?  

What makes tiny atoms stick together to form all the different things there are? 

He thought and thought until he believed he had some of the answers for things that  

scientists had long tried to work out – such as what makes gravity work and how fast light 

can  travel. Einstein even proved such unexpected things as the fact that light bends 

under the force of gravity. Einstein eventually introduced entirely new ways of thinking 

about time,  space, matter, energy, and gravity. His ideas guided such scientific advances 

as space  exploration and the control of atomic energy. 

好奇心旺盛の人

若い頃のアルバート・アインシュタインは、ドイツの学校で常に良い成績を収めたわけではありま

せんでした。彼の教師達は、彼は質問に答えるのに時間がかかりすぎだと思っていたし、アル

バートは先生達が答えられない質問を考えていたため、先生達はよく怒っていました。

アルバートは、学べば学ぶほど、より多くのことを考え、考えれば考えるほど、たくさんの疑問を

抱きました。 そして12歳までに、「巨大な世界」 - 宇宙の謎を解こうと決心しました。

アインシュタインは、大きくも小さくも宇宙にあるすべてのものがどのように機能してるかを説明

できるいくつかの規則があるに違いないと考えました。

どのように重力が空の空間を通して遠くの物体を引き付けることができるのか？

すべての異なるものに付着している小さな原子は何で形成されているのか？

彼は自分が解いた答えに確信がもてるまで重力の働きや光の速さなどを科学者たちが長い間

解明しようとしてきた事について考えに考えました。

アインシュタインは重力で光の屈折が起こるという事実など、予想外のことさえ証明しました。ア

インシュタインは最終的に、時間、空間、物質、エネルギー、重力についてまったく新しい考え方

を広め、彼のアイデアは宇宙探査と原子力制御などの科学的進歩を導きました。

 

Adapted from Robert Louis Stevenson’s
 A Child's Garden of Verses

Adapted from My First Britannica, People in History.
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マーケットに行きました

月曜日マーケットに行きました。

お母さんとアップルパイをシェアしました。

火曜日マーケットに行きました。

お父さんと一緒にドーナツを食べるために。

水曜日マーケットに行きました。

ウェンディとわたがしを食べるために。

木曜日マーケットに行きました。

叔父のディーンとアイスクリームを食べるために。

金曜日1人でマーケットに行きました。

いっちばん大きいケーキをたべてたべてたべまくりました。

土曜日はいしゃさんに行きました。

すごく歯がいたかった！！！

I Went to the Market  

I went to the market on Monday, 

And shared apple pie with my Mom. 

I went to the market on Tuesday, 

To have a donut with my Dad. 

I went to the market on Wednesday, 

For cotton candy with Wendy. 

I went to the market on Thursday, 

To eat ice cream with Uncle Dean.  

I went alone to the market on Friday, 

And ate and ate the biggest cake! 

I went to the dentist’s on Saturday, 

I had such terrible toothache! ◆３～６年生の規定課題文  
    ＆自由課題文

Written by David Chandler



My favorite movie

My favorite movie is Jurassic World 3. In this movie, 
humans try to use dinosaurs to commit a crime, and the 
main character, Owen, tries to stop them.

What I learned from this movie is the importance of being 
kind. In the movie, whenever a person did something bad 
to a dinosaur, the dinosaur did something bad to the 
person. But if you are kind, the dinosaur would not do 
anything to you. Well, unless they are hungry.

If I were in Jurassic World, I would be kind to the 
dinosaurs. I would love to have an Indominus Rex and 
take a walk together.

ぼくのお気に入りの映画

僕の大好きな映画はジュラシックワールドです。この映画では、人
間が悪事の為に恐竜を利用しようとして、それを主人公オーウェン
が止めようと闘いにいく映画です。

この映画で僕が学んだことは、相手に優しくすることの大切さで
す。映画の中で、人間が恐竜に嫌なことをするといつも恐竜は人
間を食べようとしていましたが、優しくするとお腹が空いていない限
りは、恐竜は人間に何もしませんでした。

もし僕がこのジュラシックワールドの世界にいたら、恐竜に優しくし
て、インドミナスレックスを飼って一緒に散歩したいです。
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酸っぱいぶどう

 イソップ物語のキツネを知っていますか。

 ある日、キツネは森の中を通り抜けていると、高いつるにかかっている

たくさんの熟したぶどうを見ました。

 わぁ、とてもおいしそうだ。のどが乾いている僕のためだ、とキツネは独

り言を言いました。

キツネはできるだけ高くジャンプをしましたが、届きませんでした。

彼は何度も挑戦しました。挑戦する度においしそうなフルーツを取りそこ

ないました。

 まあ、いいか、どうせあれは酸っぱいぶどうさ。と言い、彼はぶどうを取

るのをあきらめました。

Sour Grapes 

Do you know this story of Aesop about a fox? 

One day, a fox was walking through the woods, and 
saw a juicy bunch of grapes hanging  from a high vine.  
‘Wow, they look really yummy. Just the thing for a thirsty 
fox,’ he said to himself.  The fox jumped as high as he 
could, but he could not reach the grapes. He tried again 
and again. Each time he just missed the tasty-looking 
fruit. 

‘Oh well,’ he thought. ‘Those grapes are probably sour 

anyway.’ And he went away without the grapes. 

Adapted from My First Britannica: Folklore and Religions



Last Glittering Scale

The little blue fish whizzed through the ocean with his scale 
flashing, so it didn't take long before the Rainbow Fish was 
surrounded by the other fish. Everyone wanted a glittering scale.

The Rainbow Fish shared his scales left and right. And the more 
he gave away, the more delighted he became.
When the water around him filled with glimmering scales, he at last 
felt at home among the other fish.
Finally the Rainbow Fish had only one shining scale left. His most 
prized possessions had been given away, yet he was very happy.

"Come on, Rainbow Fish," they called. "Come and play with us!" 
"Here I come," said the Rainbow Fish and, happy as a splash, he 
swam off to join his friends

最後の輝くうろこ

小さな青いさかなは，うろこをきらめかせて 海を ひゅーんと すっとんで 
いったので，にじうおは、すぐに 他の さかなたちに 取り囲まれてしまっ
た。 だれもが きらきらうろこを 欲しがった。

にじうおは 次から次へと、 うろこを わけた。 
そして うろこを あげれば あげるほど，嬉しくなった。周りの海中が、 きら
きらしてくると，なんだか にじうおは、他の さかなと 一緒に いるのが 
すっかり楽しくなってきた。 とうとう輝くうろこは、たった１枚だけに なっ
た。にじうおは 一番の宝をみんな あげてしまった。それなのに，にじうお
はとっても 幸せ。

「おいでよ，にじうお。一緒に遊ぼうよ！」 みんなは 呼んだ。「今、行く
よ。」と，にじうおは 言って，ぱしゃぱしゃと幸せそうに友達 ほうへ泳いで
行った。
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エデュケーション・ファースト

親愛なる兄弟姉妹の皆さん、忘れてはなりません、何百万もの

人たちが、 貧困や不義や無知に苦しんでいることを。 忘れては

なりません、 何百万もの 子供たちが学校に通うことができずに

いることを。 忘れてはなりません、私 たちの姉妹兄弟が輝かし

い平和な未来を待ち望んでいることを。 

文盲・貧困・テロと世界規模で闘っていきましょう。 12本とペンと

いう最 強の武器を手に取っていきましょう。 1人の子供、1人の

教師、1冊の本、 1本のペンで、世界を変えることができます。教

育がただひとつの解決策です。教育こそが最優先なのです。  

Education First

Dear brothers and sisters, we must not forget that millions 
of people are suffering from poverty, injustice and 
ignorance. We must not forget that millions of children are 
out of their schools. We must not forget that our sisters 
and brothers are waiting for a bright, peaceful future. 

So let us wage a global struggle against illiteracy, poverty 
and terrorism, let us pick up our books and our pens. 
They are the most powerful weapons. One child, one 
teacher, one book and one pen can change the world. 
Education is the only solution. Education first.  

Adapted from Malala Yousafzai: Speech at the United NationsAdapted from The Rainbow Fish


