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◆ イベント・スケジュール

１０：３０ スピーチコンテスト開会

1. 小学１～２年生の部スピーチ
2. 休憩（5分）
3. 小学３～６年生の部スピーチ
4. ネット投票（２０分）
5. エキシビジョンスピーチ・ビデオ（Lion）
6. 結果発表

１３：００ スピーチコンテスト開会

※子ども達の集合は９：30、解散は14：00です。
※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。

Minecraft.

Hello! I will talk about Minecraft.
Minecraft is a game that can be played on a computer, tablet, or switch.
It is called "digital block play".

The whole world is made out of blocks.
You can take blocks and build buildings.

There are 4 modes in the game:
adventure, mining, livestock farming, and building and playing.
All four are very fun, but the one I like the most is “adventure”
You can find pyramids and villages if you walk around.
I‘m happy when I find them and I feel very excited.

Please try it out. It's a lot of fun. Thank you very much.

マインクラフト

ぼくは、マインクラフトについて、おはなしします。

マインクラフトとは、パソコンや、タブレット、スイッチなどでできるゲームで、
『デジタル版のブロック遊び』と言われています。

世界すべてが、ブロックでできていて、ブロックをとったり、建物を作ったりする
ことができます。

ゲームの中では冒険・採掘・牧畜・建築の４つのことをして遊ぶことができます。
４つともとても楽しいですが、その中で、最も僕が好きなのは、『冒険』です。
『冒険』はその名の通り、ゲーム内を冒険して回ります。

ワールドには、「ピラミッド」「村」といった建物のあり、歩き続けると発見する
ことができます。見つけたときは嬉しくて、とても興奮します。

みんなもぜひやってみてください。とても楽しいですよ。ありがとうございました
。



Contestants

●Zoom使用上のご注意

チムニーズのホームページに、Zoomリンクが載っていますので、

クリックすると、ご参加いただけます。

（事前にZoomをダウンロードしておくことが必要です。）

または、ZoomからIDとパスワードを入力して、ご参加いただけます。

・ Zoom ID：474-561-6953

・パスワード：999635

●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16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The person I admire

My name is Yota Ishibashi and the person I admire is Hikakin, Japan’s number 1
YouTuber. I like all of his YouTube channels, but my favorite is his gaming channel.
In this channel, he teaches viewers how to play the most famous online games. It is
fun to watch.

Hikakin’s real name is Kaihatsu Hiraku. He was born on April 21, 1989. He became
famous because of his beat box video in 2010. Many people watched and liked this
video and he quickly became famous. He has become more famous now because he
performs with other famous people around the world.

Hikakin has so many followers. His first channel, HikakinTV, has 10.3 million
subscribers. The HikakinGames channel has 5.3 million subscribers. His other 2
channels have over 3 million combined. That is incredible!
I want to be like Hikakin. He is funny, good at gaming, and many people like him.

I hope to have my own YouTube gaming channel someday and create videos that
will teach others how to play online games and make them laugh at the same time.
Perhaps one day I will be as famous and good as Hikakin. Thank you.

僕が尊敬する人

僕の名前は陽太です、そして僕が尊敬する人は日本一のユーチューバー、ヒカキンです。
僕は彼のすべての番組が好きですが、一番のお気に入りは、彼のゲームの番組です。

この番組では、人気のオンラインゲームのやり方を教えてくれて、とても見ていて楽しい
です。

ヒカキンの本名は、開發光（かいはつひかる）です。彼は、1989年4月21日生まれです。
彼が有名になったのは、ビートボックスビデオ2010です。多くの人々がこのビデオを見て

、気に入り、彼はすぐに有名になりました。今ももっと有名になっています、なぜなら、
彼は世界中の有名な人たちと一緒にパフォーマンスをしているからです。

ヒカキンはたくさんのフォロワーがいます。彼の一番最初の番組、「ヒカキンTV」は

１千３０万人の登録者がいます。「ヒカキンゲーム番組」は５３０万人の登録者がいます
。
また、彼のその他の番組は合わせると３００万人以上の登録者がいます。信じられない！

僕はヒカキンのようになりたい。彼は、おもしろくて、ゲームが上手で、そして多くの人
々は彼のことが好きです。

僕はいつか自分のユーチューブ番組を持って、他のオンラインゲームの解説をし、同時に
視聴者の方々を笑わせるビデオを作れることを願っています。おそらく、ある日、僕はヒ
カキンと同じくらい有名で良くなるでしょう。
ありがとうございます。



小学１～２年生の部
No. 名前 学年 スピーチ 評価メモ

1 Hinata  Inoue 1 Gloria

2 Iha Wada 1 Animals

3 Takumi Yokose 1 The River

4 Himari Tsuda 1 Animals

5 Lilia Hirata 1 The River

6 Momo Mitsuyasu 2 Gloria

7 Rinka Fujino 1 Animals

8 Sakutaro Nishimura 2 The River

9 Rena Kawaida      1 Animals

10 Wakana Kunisaki 1 The River

11 Koki Matsumoto 2 Gloria

12 Hikari Wada 1 Animals

13 Sara Moritsuka 2 The River

14 Kazutoyo Maeda 2 Animals

15 Ryoma Nagata 2 The River

16 Rino Shinnai 2 Gloria

※良かったと思うスピーチを、小学１・２年生の部より３つ、

小学３～６年生の部より３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

13

音楽に満ちた人生

モーツアルトはもっとも有名な作曲家の一人です。３歳のとき、彼はお姉さんの音楽の

レッスンに参加していました。５歳になるときには、モーツアルトは自分で楽曲を作り

ました。

モーツアルトが生きた１８世紀、小さな男の子がこんなに美しい楽曲を作ることができ

るということをほとんどの人が信じませんでした。そこでかれを試すため、人々は幼い

モーツアルトに一週間一人で部屋にいるように言いました。週の最後に、モーツアルト

は聖歌隊の音楽を書きあげました。人々は彼が天才であることを認めました。

モーツアルトは学び、教え、遊び、そして楽曲を作るという一生を送りました。彼の楽

曲は、喜びに満ちたものが多く、ときには恐ろしいものもありますが、どれも美しいも

のです。モーツアルトはオーケストラの楽器を他の誰もがしていない形で用いました。

モーツアルトは音楽の新しい形を作りました。彼は表現力の豊かな楽曲を作り、オルガ

ンやハープ、ピアノ、そしてバイオリンでも同じように引くことのできるものにしまし

た。モーツアルトは１度聴いたものを、記憶をたよりに弾き、そして彼が演奏する際に

は、書き換え、より良いものにすることができました。モーツアルトは若いうちに亡く

なりましたが、彼は１６のオペラ、４１の交響曲、そしてその他にも５００以上を作曲

しました。彼は、本当に音楽に満ちた人生を送りました。

A Life Filled with Music

Mozart is one of the most famous composers in history. When he was only 3 years old, he
used to join his elder sister for her music lessons. By the time he was 5, Mozart was making
up his own music.

In the 18th century, when Mozart lived, most people didn’t believe that a little boy could
write such beautiful music. They thought
Mozart’s father had secretly written it. So to test him, they asked young Mozart to stay in a
room alone for a week. At the end of the week, Mozart had written a new piece of choir
music. People agreed that he was a genius.

Mozart studied, taught, played, and wrote music all his life. His music was often joyous,
sometimes grim, but always beautiful. Mozart used the orchestra’s instruments in ways no
one else had done before.

Mozart created new varieties of music. He could compose in many musical styles and play
equally well on the organ, the harpsichord, the piano, and the violin. Mozart could hear a
piece once and then play it from memory, sometimes rewriting and improving it as he
played.
Although he died when he was still a young man, Mozart wrote 16 operas, 41
symphonies,and more than 500 other pieces of music. He really lived a life filled with music.



Advice from a Caterpillar
The Caterpillar and Alice looked at each other for some time in silence: at last the
Caterpillar addressed her in a sleepy voice. “Who are you?” said the Caterpillar.

Alice replied, rather shyly, “I—I hardly know, sir, just at present—at least I know who I was
when I got up this morning, but I think I must have been changed several times since
then.” “What do you mean by that?” said the Caterpillar sternly. “Explain yourself!” “I
can’t explain myself, I’m afraid, sir,” said Alice, “because I’m not myself, you see.” “I don’t
see,” said the Caterpillar.

“I’m afraid I can’t put it more clearly,” Alice replied very politely, “for I can’t understand it
myself to begin with; and being so many different sizes in a day is very confusing.” “It
isn’t,” said the Caterpillar. “Well, perhaps you haven’t found it so yet,” said Alice; “but
when you have to turn into a chrysalis—you will some day, you know—and then after that
into a butterfly, I should think you’ll feel it a little strange, won’t you?”

“Not a bit,” said the Caterpillar. “Well, perhaps your feelings may be different,” said
Alice; “all I know is, it would feel very strange to me.” “You!” said the Caterpillar. “Who
are you?”

いもむしの忠告

いもむしとアリスはしばらく黙ってお互いを見つめていました。ついに、いもむしは眠そうな声で彼
女に話しかけました。
「あなたはだれ？」いもむしは言いました。

アリスはかなり恥ずかしそうに答えた、「今はよくわからないんです。今朝起きた時は、自分が誰か
知っていました。しかし、私はそこから何度か変わったようです。」
「それはどういうことですか？」いもむしはきびしい口調で言いました。「自分で説明しなさい。」

「自分では説明できません。」アリスは言いました。「なぜなら、あなたが見ている私は私ではあり
ません。」
「さっぱりわからない。」いもむしが言いました。
「もうこれ以上は説明できないと思います。」アリスは丁寧に答えました。「まず、私自身だれかわ
かりません。私は一日で何度も大きさが変わってしまったんです。とても混乱しています。」

「そんなことはない。」いもむしは言いました。
「つまり、おそらくあなたはそれをまだ見つけたことがないからだよ。」
アリスは言いました。「しかし、あなたがサナギになる時あなたはそのことを知っていますよね、そ
してその後チョウになることも、あなたは少し変な気持ちになるはずです。そうでしょう？」

「ちっとも」いもむしは言いました。
「つまり、たぶんあなたの気持ちとは少し違うかもしれません。」
アリスは言いました。「私が知る限りでは、それはあたしにとって奇妙な気持ちになることです。」
「あんた、ね！」いもむしは言いました。「あなたはだれ？」。

Lionクラス

No. 名前 スピーチ

1. Kea Inoue Gioria

2. Niichi Ono Animals

3. Saki Goya Animals

4. Haruto Dohi The River

5. Rinka Nakasone The River

6. Saori Nagata Animals

7. Mitsuki Hirashima The River

8. Nico Matsumoto The River

9. So Miyatani Animals

10. Rei Miyatani Animals

11. Haruto Murakami The River

12. Lilica Yamamoto Animals

13. Rina Moritsuka The River

小学３～６年生の部

No. 名前 学年 スピーチ 評価メモ

1. Nao Kunisaki 5 Blast Off!

2. Hinata Tsuda 3 Advice from a Caterpillar

3. Kanai Oobu 3 Blast Off!

4. Shotaro Inoue 3 Minecraft

5. Sumire Nakano 3 Blast Off!

6. Hazuki Yamashita 3 Advice from a Caterpillar

7. Yuto Yamagiwa 3 Blast Off!

8. Chisa Matsuo 4 Advice from a Caterpillar

9. Nirai Oobu 3 Blast Off!

10. Yota Ishibashi 3 The Person I admire

11. Yoshiharu Yanagihara 4 Blast Off!

12. Marii Tsugu 4 Advice from a Caterpillar

13. Ichiyo Nishimura 5 Blast Off!

14. Ayumi Mori 6 A Life Filled with Music

エキシビション・スピーチ



Blast off!

In the corner of my bedroom it’s waiting. Ten, nine, eight…
nose-cone pointing skywards at the ready, till the night
I refuse to do my sums and mum takes away my iPad. 
I run upstairs, slam the door; it’s bleeping on its launch pad. 

Quick as a flash it comes to me; I’ll fly it. Seven, six, five …
I get into the cardboard box, I’m clever and I’m brave –

through the roof I’ll go, then up, I know just what to do, I’m counting down to nothing four… 
three…two...one…ZERO and I’m off, heading straight for Mars, steering with my frisbee wheel 
past unfamiliar stars,

crash-landing on a cold, white moon which isn’t rock at all but stinky socks and apple cores.
I’m hungry and I’m small. I hear mum’s voice. She’s calling out
I won’t tell you again. What on earth are you up to? Right!
I’m counting. Eight. Nine. Ten.

Blast off!

ベッドの角でそれは待っています。１０、９、８…
ロケットの先端は空の方を向いて準備をしています、夜が来るまで。
私は計算をやめ、お母さんが私のiPadを持っていきました。
私は2階へ駆けあがりドアをバタンと閉めるのです、発射台からはピーッピーッと
いう音がなっています。

ライトの光が私を照らして…私は飛び立とうとしています。７、６、５…
私は段ボール箱の中に入ります、私はかしこく、勇気があるのです―
屋根を駆け上がり、何をすべきかはわかっていたのです、
ただだまってカントダウンをするのです、４、３、２

１、０、発射、火星に向かって一直線に飛び、フリスビーで作った車輪で曲がり
ながら名前の知らない星を通り過ぎ、岩ではなく、くさい靴下とリンゴの芯で
できた冷たく白い月に不時着します。私は小さく、おなかがすいてきている。

お母さんの声が聞こえる。“もう一度は言わないわよ。”と叫んでいる。
“いったい何してるか？だって！？秒読みをしてるんだよ。８、９、１０”
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◆幼稚部＆１、２年生
の規定課題文



グロリア

グロリアはいろな意味で完璧でした。
彼女にはおおくの友達がおり、成績はいつも一番上の”A”でした。

私は、彼女は今まで出会った中でいちばんかわいい女の子だったと思います。
彼女の母親にとっては目に入れてもいたくないくらい愛おしく、先生方からも
可愛がられていました

しかし、ある日それは起きたのです。
予測できないこと－なんだと思いますか？
完璧なグロリアが大きなアザを作ってきたのです。
大きく赤くはれ上がり、おでこの半分をおおっていました。
不思議なことに－私は以前よりも彼女のことが好きになりました。

Gloria

Gloria was perfect in lots of little ways.
She had at least a million friends and always got straight A’s.

I think she was the cutest girl that I have ever met;
The apple of her mother’s eye and every teacher’s pet.

But then one day it happened.
The unthinkable—guess what?
Gloria the Perfect Got a king-sized spot!
Big and red and puffy, it covered half her brow.
Funny thing about it, though— I like her better now.
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◆３～６年生の規定課題文
＆自由課題文



The River
I love running by the river. The river loves running beside me. I 
wave to the river and the river winks back, Sparkling in the sun –
This is such fun!

The ducks love playing on the river. The river loves playing with the 
ducks. The ducks go splash and the river splashes back, Sparkling in 
the sun – This is such fun!

My Dad loves reflecting by the river. The river loves reflecting my 
Dad. He thinks and thinks as the river winks, Sparkling in the sun –
This is such fun!

川

私は川のそばを走ることが大好きです。川は私のそばを走ることが大好

きです。私は川に手を振ると、川はウィンクを返します。太陽の下で輝

くこと、とても楽しい！

アヒルたちは川の上で遊ぶことが大好きです。川はアヒルたちと一緒に

遊ぶことが大好きです。アヒルたちが跳る、そして川も跳ねる太陽の下

で輝くこと、とても楽しい！

私のお父さんは川で反射することが大好き。川は私のお父さんを映すこ

とが大好き。彼は考えて、考える、すると川がウィンクをする太陽の下

で輝くこと、とても楽しい！

動物たち

わたしはイヌです。わたしは、ため池の近くでカエルを追いかけるのが好
きです。私は外にいて、ネコを中に閉じ込めておくのが好きです。そうし
たら、ケンカをしなくていいですからね！

わたしはネコです。わたしはキッチンドアの近くにあるマットに座るのが

好きです。わたしはよく眠ります、日が経つにつれて、暑くなるときはと
くに。

わたしはウシです。わたしは農夫がとこで草を手に入れているのかがよく

気になります。わたしは「いいえ」というときに、１回モーと鳴きます。
わたしは「行く」というときに、２回モーと鳴きます。わたしは「はい」
というとに、３回モーと鳴きます。

Animals
My name is Dog. I like chasing frogs near the farm pond.
I like to stay outside and leave the cat inside.
So we don’t have to get into a fight!

My name is Cat. I sit on a mat near the kitchen door.
I sleep a lot especially when it’s hot as the day goes by.

My name is Cow. I often wonder how the farmer gets his grass.
I moo once when I say no. I moo twice when I say go.
Three moos for when I say yes.


