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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（前半） 

2. 休憩（５分） 

3. 小学１～２年生の部スピーチ（後半） 

4. 休憩（５分） 

5. 小学３～６年生の部スピーチ 

6. ネット投票（２０分） 

7. エキシビションスピーチ・ビデオ（Lion) 

8. 結果発表 
 

 １３：００ スピーチコンテスト閉会 
 
 ※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。 
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●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数分後にQRコードをスクリーンに映しますので、

そちらからご参加ください。 

 

・ 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子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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小学１～２年生の部 
No. 名前 学年 スピーチ 評価メモ 

1 Hinata  Tsuda 2 A Greedy Dog 

2 Momo Mitsuyasu 1 I'm glad I'm Me 

3 Akito Miyai 1 A Greedy Dog 

4 Sara Moritsuka 1 I'm glad I'm Me 

5 Sakutaro Nishimura 1 A Greedy Dog 

6 Rino Shinnai 1 Dancing with Daddy 

7 Yuto  Yamagiwa 2 A Greedy Dog 

8 Ryoma Nagata 1 I'm glad I'm Me 

9 Soichiro Hirano       1 A Greedy Dog 

10 Chinatsu Masaki 2 I'm glad I'm Me 

11 Yuma Emoto       1 A Greedy Dog 

12 Aya Takeda 1 Dancing with Daddy 

13 Koki Matsumoto 1 A Greedy Dog 

14 Hazuki Yamashita  2 I'm glad I'm Me 

15 Yota   Ishibashi 2 A Greedy Dog 

16 Hirofumi Kobayakawa 1 I'm glad I'm Me 

17 Kazutoyo Maeda 1 A Greedy Dog 

18 Yuria Teramachi 2 Dancing with Daddy 

19 Shotaro  Inoue 2 I’m glad I’m Me 

20 Riku Yamamoto 1 I'm glad I'm Me 

21 Sumire  Nakano 2 A Greedy Dog 

22 Yura Kawano    1 I'm glad I'm Me 

23 Hazuki Isoda 1 A Greedy Dog 

24 Yuuka Hiroe 2 Dancing with Daddy 

※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 
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Lionクラス 

No. 名前 スピーチ 

1. Sora Oishi   I’m glad I’m Me 

2. Tougo Matsumoto   Dancing with Daddy 

3. Haruma Okada   I’m grad I’m Me 

4. Reo Oyanagi   Dancing with Daddy 

5. Kana Shibuta   I’m glad I’m Me 

6. Ayano Sannomiya   Dancing with Daddy 

7. Rio Shibuta   I’m glad I’m Me 

8. Arisa Oka   A Greedy Dog 

9. Shiho Murakami   I’m glad I’m Me 

10. Wakana Kunisaki   Dancing with Daddy 

小学３～６年生の部 

No. 名前 学年 スピーチ 評価メモ 

1. Minori  Masaki 4 Woman of Courage 

2. Marii  Tsugu 3 The Tiger in the Trap 

3. Konosuke Hirano  4 Spinning Tops 

4. Sakura  Momota 4 A Perfect Time for Pandas 

5. Hayato   Watanabe 6 The Tiger in the Trap 

6. Kaho    Isoda 4 Spinning Tops 

7. Yuzuki    Ooba 4 Woman of Courage 

8. Yoshiharu  Yanagihara 3 The Tiger in the Trap 

9. Ichiyo  Nishimura 4 Spinning Tops 

10. Nao Kunisaki 4 The Tiger in the Trap 

11. Ayumi   Mori  5 Woman of Courage 

12. Chisa  Matsuo 3 The Tiger in the Trap 

エキシビション・スピーチ 
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◆幼稚部 ＆ １、２年生 
  の規定課題文 



お父さんとダンス 
  
土曜日の晩です。 
皿洗いも終わりました。 
懐かしい曲がラジオで流れています。 
「お父さん、私と踊って！」 
「この歌に合わせて踊ろう！」 
私はすぐににっこり笑ってお父さんと歌い、踊り始めました。 
輪になってひょうきんに踊っています。 
私たちは歌って笑って踊っています。 

お父さんの腕に抱かれ、まるで飛んでいるようで、何もしなくても上がったり下がったり
しています。 
お父さんはコーヒーと甘い髭剃り後のローションのような匂いがします。 
私たちはお母さんのそばを飛んで、手を振ります。 
ワルツを踊りながら、投げキッスをしています。 
お父さんと私は踊っています。 
輪になってひょうきんに踊っています。 
私たちは歌って笑って踊っています。 
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Dancing with Daddy 
It’s Saturday evening.  
The dishes are done.  
The radio’s playing an old, pretty song.  
“Dance with me Daddy!”  
“Let's dance to this song!”  
Soon I am grinning and singing along as Daddy and I begin dancing.  
Dancing like sillies around and around.  
We’re singing and laughing and dancing.  
I’m up in his arms it's almost like flying, swooping and soaring without even 
trying.  
Dad smells like coffee and sweet aftershave.  
We fly by my Mama and give her a wave.  
We blow her a kiss while we’re waltzing away.  
My Daddy and I are dancing.  
Dancing like sillies around and around.  
We’re singing and laughing and dancing.  



I’m glad I’m Me  
I don’t understand why everyone stares  
When I take off my clothes and dance down the stairs.  
Or when I stick carrots in both of my ears,  
Then dye my hair green and hide Daddy’s beers.  
I just love to dress up and do goofy things.  
If I were an angel, I’d tie-dye my wings!  
Why can’t folks accept me the way I am?  
So what if I’m different and don’t act like them?  
I’m not going to change and be someone I’m not.  
I like who I am, and I’m all that I’ve got!  

私は私で良かった 
  
何でみんながじっと見てくるのか分からない 
洋服を脱いで、踊りながら階段を下りるとき 
または、両耳にニンジンを突っ込むとき 
それから私の髪を緑に染めてお父さんのビールを隠すとき 
私はただ着飾ったり、間抜けなことをすることが大好きなだけ 
もし、私が天使だったら、きっと羽を、絞り染めにするよ！ 
何でみんなはそのままの私を受け入れてくれないの？ 
もし私が別人で、みんなのような行動をしなかったら？ 
私は変わらないし、別人にはならない 
私は自分自身が好きだし、私がもっている全てが私なんだ！ 
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欲張りな犬 
  
犬は口に肉のかたまりをくわえていて、それを家に運んでいました。その途中、 
犬は池をのぞき込み、自分の姿が映っているのを見ました。そこには2つ目の肉のか
たまりを持った別の犬がいるかのように見えました 
 「なぜ彼はそんなに良い肉を食べれるんだ？」 犬は思いました。 その犬は「自分もそ
の肉のかたまりが欲しい」 と思いました。 
  
犬はもう一方の肉をつかもうとして、口を開けると、自分が持っていた肉は池に落ちて 
水の中に消えていきました。 よくばりな犬は肉が消えるのを見たとき、 
尻尾を巻いて、こっそり立ち去りました。 
  

この話のメッセージは「欲をだすと今持っている物も失ってしまう可能性もある。」という
ことです。 

A Greedy Dog 
  A dog had a piece of meat in his mouth and was carrying it home. On 
the way, the dog looked into a pond and saw his own reflection. It 
looked like another dog with a second piece of meat. “Why should he 
eat such good meat?” thought the dog. “I want that piece too.”  
 
  The dog opened his mouth to grab the other piece of meat, and his 
piece dropped into the water and disappeared. When the greedy dog 
saw the meat disappear, he put his tail between his legs and crept away.  
   
  The message of this story is: “Be careful, or you may lose what you 
have by trying to grab more.”  
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◆３～６年生の規定課題文 
   ＆自由課題文 



The Tiger in the Trap  
  Once there was a traveller. He was just getting ready to stop for the night when 
he heard a low moaning. He found a tiger trapped in a deep pit.  
  The tiger saw the man and begged, “Please free me from this trap, and I will be 
grateful to you for the rest of my life.”  
  The traveller agreed and lowered a large branch into the pit for the tiger to 
climb out. As soon as the tiger was free, he attacked the man.  
  “Wait!” said the traveller. “I thought you were going to be grateful to me.”  
“It was men who trapped me,” answered the tiger. “So a man should suffer for it.”  
  Just then a hare hopped by and asked what was happening. The tiger explained 
and then asked if the hare agreed with him.  
  “First I have to see the pit. Where were you?” the hare asked the tiger. “Down 
here,” the tiger replied and jumped into the pit. “Was the branch there too?” 
asked the hare. “No,” said the tiger. And so the hare took the branch away.  
  Then the hare turned to the traveller and told him to be on his way. The tiger 
cried out as the man walked off. “How could you betray me?” “You have the fate 
you deserve and so does the man,” answered the hare.  

罠にかかったトラ 
  

かつて一人の旅人がいました。彼は、その夜、泊まる準備をしていたとき、低いうなり声
を聞きました。深い落とし穴にはまったトラを見つけたのです。 

そのトラは、男を見てお願いしました、「どうかこの罠から私を自由にしてください。そした
ら、あなたに一生感謝します。」 

旅人は同意し、トラが登れるように、大きな枝を穴におろしてあげました。トラは自由に
なったとたん、男に襲いかかりました。 
「待て！」旅人は言いました。「お前は私に感謝すると思ったのに。」 

「私を罠にかけたのは人間だった、」トラは答えました。「だから人間は痛い目にあうべき
だ。」 

そこにうさぎが跳ねてきて、どうしたのかと尋ねました。トラは説明をして、ウサギもトラ
の考えに賛成するか尋ねました。 

「まずはその落とし穴を見ないといけないな。あなたはどこにいたの？」ウサギはトラに
尋ねました。 
「この下だよ。」トラは返事して、穴の中に飛び降りました。 
「その枝もそこにあったのかい？」ウサギは尋ねました。 
「いいや。」トラは言いました。するとウサギはその枝を取ってしまいました。 
そして、ウサギは旅人の方を向くと、自分の行く道へ戻り、進むように言いました。 
男が歩き去ると、トラは叫びました。「どうして私を裏切ったんだ？」 
「あなたにはあなたの運命があるし、男も同じく運命があるんだよ」ウサギは答えました。 
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Woman of Courage 
  Helen Keller became blind and deaf soon after she was born, but she still 
managed to learn to read, write, and speak.  
  Helen was born in Alabama in the United States in 1880. At 19 months old 
she fell ill and lost her eyesight and hearing. Since she couldn’t hear other 
people, she didn’t learn to speak.  
  When Helen was 6 years old, she met Anne Sullivan, who was sent to stay 
with Helen as a governess. Sullivan was herself a remarkable woman. She was 
very patient and taught Helen that things had names. She taught Helen to 
finger spell the alphabet. By using finger spelling on Helen’s palm, Sullivan 
helped Helen understand names for things that she could feel.  
  Helen was a hard worker and soon learned to read a form of the alphabet 
with her fingers. She started to read by feeling raised letters and words on 
cardboard. Later she learned Braille, a system of writing that many blind people 
use. Another teacher, Sarah Fuller, taught Helen to speak by having her feel 
people’s lips and throats as they were talking.  
  Helen Keller died when she was 88 years old. She is remembered as a 
woman of great courage and intelligence. 

勇気のある女性 
  

ヘレンケラーは、生まれてからすぐに目と耳が不自由になりましたが、それでもなお、読
んだり、書いたり、話したりすることを習得しました。 
ヘレンは1880年にアメリカのアラバマ州で生まれました。生後19か月のときに、彼女は病

気にかかり、視覚と聴覚を失いました。彼女は人の話を聞くことができなかったため、話
し方を学ぶことはありませんでした。 

６歳のとき、彼女は家庭教師としてやってきたアン・サリバンに出会いました。サリバンは
とてもすばらしい女性でした。彼女はとても辛抱強く物に名前があることをヘレンに教えま
した。彼女は指でアルファベットの書き方を教えました。指でヘレンの手のひらに文字を
書き、サリバンはヘレンが（手で）感じることができるものたちの名前を理解することの手
助けを行いました。 

ヘレンはとても一生懸命に取り組み、指を使ってアルファベットの形を読むことができるよ
うになりました。厚紙に書かれた盛り上がった文字を（指で）感じることで読み始めました。
その後、彼女は、目の不自由な人が使う読み書きの仕方である点字を習いました。別の
先生であるサラ・フラーはヘレンに話すときの唇とのどの動きを感じさせて話し方を教え
ました。 
ヘレン・ケラーは88歳の時に亡くなりました。彼女は勇気と知性を持った女性として今でも
人々の記憶に残っています。 
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 コマ 
 

昔々、コマのことで頭がいっぱいの、サンディーという名前の小さなハムスターがいました。
彼はコマを作るのが大好きで、丸一日作っているほどでした。 
  
彼は、設計し、切断し、塗装し、1ダース以上もの素晴らしいコマを作りあげました。すべての
ものがコマに変えられたらどうだろうと思い始めました。 
  

友達が彼のところに集まり、目に入るものを全て回し始めました。友達の一人は葉っぱを回
しました。別の友達は石を回しました。みんなとても楽しみました。 
  

小さなおわんはまるでダンスしているようにまわりました。お皿は回りながら心地よい小さな
音を出しました。テーブルの上でリンゴを回している友達もいました。 
  

サンディーは友達に、どんなに全てのものがいつも回っているか伝えました。チョウチョは花
の周りを回っていますし、魚は水の中でダンスして回り、地球は太陽の周りを回っています。
全てのものがコマみたいに！ 
  

「私たちだってコマのように回ることができるよ！」サンディーはそう言い、友達の手を取り、く
るくると回し始めました。 
  
みんなで手を取り、輪になって、踊り始めました。 
みんな小さなコマのようにくるくると回っていました。 

The Spinning Tops 
  There was once a little hamster named Sandy that had become 
obsessed with spinning tops. He loved making them and would make them 
the whole day. He would plan them, cut them, and then paint them until he 
had more than a dozen wonderful spinning tops. He began to wonder if 
everything could be turned into a spinning top.  
  His friends gathered around him and they began spinning everything 
that they could see. One of his friends was spinning a leaf. Another friend 
was spinning a stone. They were all having a lot of fun. A small bowl spun 
around as if it was dancing. A plate was spinning and making a small 
soothing sound. Someone was even spinning an apple on the table.  
  Sandy told his friends how everything was always spinning around. The 
butterflies danced around the flowers. The fish danced around in the water 
and the earth spun around the sun. Everything is a top!  
  “Even we can spin like tops!” Sandy said and held the hands of his friend 
and began spinning him around and around. They all held hands and began 
dancing around in a circle. They were now spinning round and round like 
little tops.  



15 

A Perfect Time for Pandas – Bing Bing 
 “Hey, I think she’s coming over here!” Annie whispered. 
Bing-Bing had stood up. 
She was staring in Jack and Annie’s direction. 
Then she started moving on all fours with graceful rolling steps. 
She came right up to the bars of the cage, sat down, and peered at Jack and Annie. 
Jack held his breath. 
He felt as if he and Annie were zoo animals and the panda was a curious visitor observing 
them. 
The giant panda tilted her large head. 
Then she covered her eyes with her paws. 
“Oh my gosh!” Annie whispered with delight. 
The panda put her paws down and looked directly at Jack. 
He stared back into her bright, intelligent eyes. 
Holding her gaze, he lowered his pencil and clipboard.  
Jack felt as if he were falling through time. 
For a moment, the panda wasn’t eight years old. 
She was three million years old. 
She was filled with wisdom. 
She knew things he could never understand. 
He didn’t know what to write - words couldn’t possibly capture the wonder of her. 

パンダの完璧な時間 ～パンダのBing Bing～ 
 
「ねえ、こっちに来てるみたいだよ」アニーはささやいた。 
ビンビンは立ち上がって、ジャックとアニーの方向を見ていた。 
そして、彼女は軽やかに4本足で動き出した。 
檻の柵のところまで来ると、座って、ジャックとアニーをじっと見つめた。 
ジャックは息をのんだ。 

ジャックは、まるで彼とアニーが動物園の動物で、パンダの方が好奇心をもって観察して
いる来園者のように感じた。 
ジャイアント・パンダは大きな頭を傾けた。 
それから手で目を覆った。 
「なんてことなの！」アニーは喜びとともにささやいた。 
パンダは手をおろしてジャックを直接見た。 
彼は賢く知的な目を見つめ返した。 
視線を動かすことなく、彼はえんぴつとクリップボードを下げた。 
ジャックはまるで時間の穴に落ちているかのように感じた。 
その瞬間、パンダは8歳ではなかった。 
彼女は300万歳だった。 
彼女は知恵でいっぱいで、決して理解しないはずのことを知っていた。 

ジャックは何を書いてよいかわからなかった、彼女の不思議を文字であらわすことはでき
なかったのだ。 
 

※このスピーチは本人が規定課題文以外から選んだ自由課題文です。 



Chimneys English School   Jr. Club 
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