第１回 TNUSS Cup 小学生英語朗読コンクール 開催要項
１. 目的：小学生の英語表現能力の向上を図るとともに，英語教育・学習の振興を図る
２. 主催：土浦日本大学中等教育学校
後援：茨城県，茨城県教育委員会，茨城新聞社，茨城大学，筑波大学，土浦市，土浦市教育委員会，
公益財団法人 日本英語検定協会，日本大学 （五十音順）
３. 日時：令和元年 8 月 24 日（土） 受付 9 時 30 分，開会 10 時（小学生対象第 2 回オープンスクールと同時開催）
４. 会場：土浦日本大学中等教育学校 3F オーディトリアム 〒300-0826 茨城県土浦市小松ヶ丘町 4 番 46 号
５. 内容
（１）Basic 部門：各発表につき 1 名～2 名で構成，発表時間 2 分以内。課題文（別紙参照）を暗唱して朗読してください。持
ち運びできる小物，小道具などの利用可（使用する場合は各自準備してください）。
（２）Advanced 部門：各発表につき 1 名～2 名で構成，発表時間 2 分以内。課題として与えられた文（別紙参照）で始まる文
章を自由に創作し，暗唱して朗読してください。朗読の際にあらかじめ発表者が作成した絵をスクリーンに投影します。持ち
運びできる小物，小道具などの利用可（使用する場合は各自準備してください）。
６. 参加資格：（Basic 部門・Advanced 部門ともに）英語を第一言語（母語）としない小学生
※ただし，Basic 部門の参加者については，以下のいずれの条件にも当てはまらない者を対象とします。
a. 満 5 歳の誕生日以後に，通算 1 年以上または継続して 6 か月以上，英語圏※に居住した者。 b. 日本国内，海外を問わず，英語以外の教科に関し，実態として英語
による教育を行っている学校(アメリカン・スクール，インターナショナル・スクール，または授業科目の半分以上を英語で行っている学校を含む)に 6 か月以上在籍したこと
のある者。 c. 保護者または同居親族に，英語を母語とする者もしくは英語圏 ※出身の者がいる場合。 ※ここで言う「英語圏」とは，英語を第一言語，公用語，公用語に準
ずる言語として使用する国・地域を言います。具体的な国名・地域名は申込前にお問い合わせください。

７. 応募締切：令和元年 8 月 20 日（火） 郵送必着
※「８. 応募書類」一式を封筒に入れ，「９．申込先」まで郵送にてお申し込みください。受付次第，参加申込書の「代表保護
者・指導者」の方のメールアドレスに応募受理のご連絡を差し上げます。
８. 応募書類

※提出後の課題文選択変更，原稿の差し替え（一部・全体）はできません。

（１）参加申込書（本校指定用紙）
（２）朗読の際に背景に投影する絵の原稿（Advanced 部門のみ）：Ａ４サイズ用紙（片面のみ使用，縦横自由）最大 10 枚。
裏面に必ずページ番号を記載して，折らずに封筒に入れて送付してください（データ提出不可）。１枚目には英語で名前を
記載してください。手書きやパソコンなど作成手段は自由ですが，発表者本人が作成してください。絵だけでなく，写真や文
字などを加えて作成しても構いませんが，著作権には十分ご配慮ください。提出された原稿を，本校にてあらかじめカラーに
てスキャンし，発表の際に背景画面に投影いたします。画面の切り替えは，切り替え用のリモコンを用意します。発表者本人
が行うか，１名のみ補助者をつけることができます（当日までに各自決定・準備してください。小学生以外の方も可とします
が，補助者は発表そのものに加わることはできません）。
（３）朗読原稿（Advanced 部門のみ）：自作・未発表の原稿とします。Ａ４サイズ用紙に手書きか印刷したもので，1 行目に英
語で氏名を記載してください。
９. 申込先：〒300-0826 茨城県土浦市小松ヶ丘町４番４６号 土浦日本大学中等教育学校 小学生英語朗読ｺﾝｸｰﾙ係
10. 表彰：各部門の優秀者・グループについて，金賞・銀賞・銅賞の表彰を行います。小学６年生の入賞者のうち特に優秀な
成果であった個人については，令和 2 年度本校入学試験における各種特待判定の際の参考資料といたします。特待制度の
詳細については，本校入試ガイドブックをご確認ください。
11. 審査基準：英語力（accuracy, fluency）20 点，表現力（performance）10 点。Advanced 部門についてはさらに英語力
（complexity） 10 点，表現力（visual material）10 点，内容（organization, interest）20 点を加えます。制限時間を超えた場合
は減点となります。
12. お問い合わせ先：土浦日本大学中等教育学校 英語科 E-mail: sec-sch@tng.ac.jp TEL:029-822-3386（職員室）
観戦のみのご来校も可能です。本校ホームページよりお申し込みください。
※参加申込書，課題文は本校ホームページからダウンロードできます。

（別紙）
第１回 TNUSS Cup 小学生英語朗読コンクール 課題文
（１）Basic 部門課題文

※以下の３つから一つを選択してください
（いずれも http://read.gov/aesop/より）

課題文１ The Lion & the Mouse
A Lion lay asleep in the forest, his great head resting on his paws. A timid little Mouse
came upon him unexpectedly, and in her fright and haste to get away, ran across the Lion's nose.
Roused from his nap, the Lion laid his huge paw angrily on the tiny creature to kill her.
"Spare me!" begged the poor Mouse. "Please let me go and someday I will surely repay
you."
The Lion was much amused to think that a Mouse could ever help him. But he was
generous and finally let the Mouse go.
Some days later, while stalking his prey in the forest, the Lion was caught in the toils of a
hunter's net. Unable to free himself, he filled the forest with his angry roaring. The Mouse knew the
voice and quickly found the Lion struggling in the net. Running to one of the great ropes that bound
him, she gnawed it until it parted, and soon the Lion was free.
"You laughed when I said I would repay you," said the Mouse. "Now you see that even a
Mouse can help a Lion."
A kindness is never wasted.
課題文２ The Fox & the Grapes
A Fox one day spied a beautiful bunch of ripe grapes hanging from a vine trained along the
branches of a tree. The grapes seemed ready to burst with juice, and the Fox's mouth watered as he
gazed longingly at them.
The bunch hung from a high branch, and the Fox had to jump for it. The first time he
jumped he missed it by a long way. So he walked off a short distance and took a running leap at it,
only to fall short once more. Again and again he tried, but in vain.
Now he sat down and looked at the grapes in disgust.
"What a fool I am," he said. "Here I am wearing myself out to get a bunch of sour grapes
that are not worth gaping for."
And off he walked very, very scornfully.
There are many who pretend to despise and belittle that which is beyond their reach.
課題文３ The Ants & the Grasshopper
One bright day in late autumn a family of Ants were bustling about in the warm sunshine,
drying out the grain they had stored up during the summer, when a starving Grasshopper, his fiddle
under his arm, came up and humbly begged for a bite to eat.
"What!" cried the Ants in surprise, "haven't you stored anything away for the winter? What
in the world were you doing all last summer?"
"I didn't have time to store up any food," whined the Grasshopper; "I was so busy making
music that before I knew it the summer was gone."
The Ants shrugged their shoulders in disgust.
"Making music, were you?" they cried. "Very well; now dance!" And they turned their
backs on the Grasshopper and went on with their work.
There's a time for work and a time for play.
（Advanced 部門課題は裏面）

(2)Advanced 部門課題文 ※以下のうち１つを選び，その後に続く内容を自由に創作してくださ
い。
1. I was on my way home one day when an amazing idea popped in my head…
2. On my favorite holiday, I decided to do something different…
3. It was one of the happiest days of my life…
4. I just got an invitation to spend my day with my favorite band…
5. I was walking on the beach when I saw a magic lamp sticking out of the sand…
6. I would never have dreamed that I would…
7. My friends and I were walking through the woods, when suddenly we heard…
8. I was on my way to my friend’s house, when suddenly…
9. I stood there mesmerized. I couldn’t believe my eyes when I saw…
10. I was one of those days when everything seems to go wrong…
11. The best birthday I ever had was…
12. One day, I got a postcard from a friend I haven’t seen for a long time…

（Basic 部門課題は裏面）

