9th Saint Joseph English Speech Contest for the Mayor’s Cup

Elementary Division Recitations - Choose and memorize one of these three short stories
The Snowman
When Jennifer woke up one winter’s morning, it was snowing. She rushed outside. “I’m going to make a snowman!” she
shouted happily. When she had finished, the snowman was bigger than her. She dressed him up in a scarf and a hat, with a
carrot for a nose, and coal for eyes and buttons. “Oh! What a lovely snowman!” she cried. That night Jennifer thought about
the snowman and couldn’t sleep. At midnight she looked out of her bedroom window. Suddenly the snowman started to
move! “Come up here,” said Jennifer, “but be very quiet.” The snowman was so excited to see and touch things in the house.
Then he took her outside. The snowman took Jennifer’s hand and started to run. “Wow! I’m flying!” she cried. They flew
through the cold air for a long time. At last, they landed softly in the backyard again. Jennifer and the snowman hugged each
other tightly, and said goodnight. The next day, the bright sun woke Jennifer up. “I have to go see the snowman!” she yelled,
running down the stairs and out into the backyard. But when she got there, the snowman was gone.

James the Red Locomotive (based on Hob Nob)
There was once a red locomotive, whose name was James. He always had six coaches connected behind him. One day he
was pulling his coaches along the line when he met a lamb. “Baa-Baa. Can you give me a ride?” asked the lamb. “Why
not?” said James. A little while later, he met a dog. “Bow-wow. Can you give me a ride?” “Sure!” said James. After that, he
met a cat, a duck, a hen and a turkey, and they each got into one of his coaches, too. “Choo! Choo! Choo!” puffed James.
Then he reached a tunnel, which looked very dark. “Baa-Baa! I hate dark tunnels!” cried the lamb. “I'm scared that I will get
eaten.” All the animals started to cry out. It was a terrible noise. James shouted, “Take it easy, everyone! I will sound the
whistle when we enter the tunnel! Then, my fire will burn bigger and brighter, and I will blow sparks until we get out of the
tunnel. Look at the sparks, and you won't be scared.” Nobody was scared and thanks to James, everyone could arrive safely
at the funfair.

The Gingerbread Man
Once upon a time, an old woman made a gingerbread man. She put him in the oven. Suddenly she heard a bang on the oven
door. The old woman opened the door and was surprised to see the gingerbread man jump out. He said, “Ha, ha! You can’t
catch me!” and ran out of the house. The old woman ran after the gingerbread man, but she couldn’t catch him. An old man
threw his hat at the gingerbread man, but he ran on and on. A little girl threw her teddy bear at the gingerbread man, but he
continued to run, faster than ever. He came to a river and finally stopped because he knew that he couldn’t swim across.
There was a sly fox nearby. The fox said, “I can help you across the river, little gingerbread man. Just jump on my back.”
The gingerbread man jumped eagerly on the fox’s back. “Now, sit on my head,” said the fox, so the gingerbread man
climbed onto the fox’s head. “OK, jump onto my nose,” said the fox, so the gingerbread man did. Snap! “Delicious!” said
the fox.

小学生の部 Recitations(日本語版）以下の物語から一つを選んで英語を暗唱します

雪だるま
ある冬の日、ジェニファーが目を覚ますと雪が降っていました。彼女はすぐさま外へ飛び出し、
「雪だるまを作ろう！」
と嬉しそうに叫びました。作り終わると、雪だるまはジェニファー自身よりも大きくなりました。スカーフを巻いて、帽
子をのせ、鼻はニンジンで、目とボタンは石炭で作りました。
「とびきりすてきな雪だるまだわ。
」とジェニファーは喜び
ました。その夜彼女は、雪だるまのことを考えて、なかなか眠れませんでした。真夜中になって、寝室の窓の外を見ると、
突然・・・雪だるまが動き出すではありませんか！「こっちにおいでよ。
」と、ジェニファー。
「でも、うんと静かにして
ね。
」雪だるまは、家の中の見るもの触れるもの何でも面白がりました。そして外に出ると、雪だるまは急にジェニファー
の手を取り、かけ出しました。
「うわあ、私、空を飛んでいるわ。
」二人は冷たい空気の中を、長いこと飛び回りました。
とうとう最後に、庭の雪の上にふんわり着地しました。ジェニファーと雪だるまは、しっかり抱き合って「おやすみなさ
い。
」を言いました。次の日の朝、まぶしいおひさまの光で、ジェニファーは目を覚ましました。
「雪だるま、見に行かな
くちゃ！」ジェニファーは階段を駆け下りて、庭に出ました。しかし、雪だるまはもうそこにはいませんでした。

赤い機関車ジェームズ
あるところに、ジェームズという赤い機関車がいました。ジェームズの後ろにはいつも貨車が６台つながっていました。
ある日、いつものように貨車を引いていると、ジェームズは子羊に会いました。
「メェー！ぼくを乗せてくれない？」と聞
くので、
「ああいいとも。
」とジェームズは言いました。それから少しして、ジェームズは犬に会いました。
「ワンワン！僕
を乗せてよ。
」犬は言いました。
「もちろん、どうぞ。
」ジェームズは言いました。それから、ジェームズは、猫とアヒルと
めんどりと七面鳥に会い、みんなを同じ貨車に乗せました。
「シュッ、シュッ、シュッ！」蒸気を上げて走ります。まもな
くジェームズはトンネルにさしかかり、真っ暗な入り口が見えてきました。
「メェー！真っ暗なトンネルなんていやだよ。
食べられてしまいそう。
」子羊が叫び、他の動物も一斉に鳴き始めました。それはそれはやかましい声です。
「みんな、落
ち着いて。トンネルに入ったら僕が汽笛を鳴らしてあげるよ。トンネルを出るまでは、火をどんどん燃やして、火の粉を
いっぱい吐き出すから。その火の粉を見てなよ、それならみんな怖くないだろう。
」 ジェームズのおかげで、誰も怖がら
ずに遊園地につくことができました。

ジンジャーブレッドマン
むかしむかし、おばあさんがジンジャーブレッドマンを作りました。それをオーブンに入れると、突然オーブンの中から
バンッという大きな音がしました。おばあさんがオーブンを開けてみると、なんとジンジャーブレッドマンが飛び出てき
て、こう言いました。
「ハハハ、僕を捕まえてごらん！」そして彼は家を飛び出していきました。おばあさんは彼を追いか
けましたが、捕まえることができません。おじいさんが彼に向かって帽子を投げましたが、まだ逃げ続けます。小さな女
の子もテディベアを投げつけましたが、やっぱりどんどん逃げていきます。ジンジャーブレッドマンは、川のところまで
やってきました。自分が泳げないのはわかっていましたから、そこで立ち止まりました。そこには、ずる賢いキツネがい
ました。キツネは言いました。
「川を渡るのを手伝ってあげる。僕の背中に乗りなよ。
」ジンジャーブレッドマンは、すす
んでキツネの背中に飛び乗りました。
「じゃあ今度は、頭の上に座って。
」とキツネが言うので、彼はそうしました。
「次は、
鼻の上だよ。
」彼がそうすると… パクッ！「ああ、おいしかった。
」とキツネは言いました。

