第４回 未来部Ｅ-１グランプリ 課題文（英文）
※配役の性別によっては名前を変更してもかまいません。

☆シーン：ここはユウキの家の中。ユウキは、ジーニーと夏休みの宿題に取り組んでいますが、
壁にぶつかっています。
Yuki:

Oh boy! There’s just too much homework and I don’t know what to do.

Genie:

OK then. Let’s take a break and go out to play for a bit! I’ll use my magic to take you anywhere
you want to go. Abraca-dabra…

Mom:

Not a chance, young man/lady! Finish your homework first! By the way, what kind of homework
is it? Show it to me, please.

Yuki:

I have to read a book and write what I think about it, but I haven’t even decided on a book yet…

A お母さんオススメの本と登場人物を決め、❶本のあらすじ❷本の魅力を作文・英訳します。
Mom:

Then why don’t I give you my number one recommendation? How about the book Run, Melos! ?

― She hands Yuki the book ―
Genie:

Oh, I love that book! Let me ask the main character what he / she thinks is the best part.
Bibidi-boppity-boo! Come on out, Melos!

Yuki:

— The book character suddenly appears in front of them ―

Oh, wow!! [surprised that the storybook character has appeared]
H-h..hello! N-n..nice to meet you…
Melos:

My name is ❶ Melos. I was just in the middle of running because my friend who believes in me
is waiting for me.

Genie:

Hi, long time no see! We’ve been friends since the first time I read this story about you! Would
you mind sharing with Yuki why this book is so awesome?

Melos:

❷ I’m about to give up on myself, but then, I end up showing an evil king how great people are.

Mom:

Yes, that part inspired me, too.

B ユウキが友だちになった本の登場人物から❸学んだことと決意を作文・英訳します。
Melos:

Yuki, why don’t you read this book and become my friend? I’ll take you to a whole new world!

Mom:

Yes. Ikeda Sensei also says: “Those who take time to read even one great book can make
humanity’s wisdom their own. They are able to discover tremendous hope. It is like gaining a
lifelong friend.”

Genie:

That’s right. Isn’t it amazing to find a book that makes you want to become friends with the
characters when you read it?

Yuki:

I see! Now that I’ve been able to make friends with Melos, I think I’ll try reading the book bit by
bit.

Melos:

Great! I’m so glad I was able to help you to start liking books.

Yuki:

❸ Let’s treasure our friends like Melos did and grow into leaders with the “never give up” spirit!

All:

All right!

第４回 未来部Ｅ-１グランプリ 課題文（日本語）
※配役の性別によっては名前を変更してもかまいません。

☆シーン：ここはユウキの家の中。ユウキは、ジーニーと夏休みの宿題に取り組んでいますが、
壁にぶつかっています。
ユウキ：

：はあ、宿題が多すぎて困っちゃうよ。

ジーニー：

：じゃあ、気分転換に遊びに行こうよ。魔法でどこでも連れて行くよ。

ジーニー

：アブラーカタブ。
。
。

お母さん：

：だめでしょ！ ちゃんと宿題をやってからにしなさい！ どんな宿題なの？ 見せてごらん。

ユウキ：

：本を読んで思ったことをリポートにまとめなきゃいけないんだ。
でも、本もまだ決まってないんだよー。

A お母さんオススメの本と登場人物を決め、❶本のあらすじ❷本の魅力を作文・英訳します。
お母さん：

：そうしたら私の一番のお薦めを教えてあげるわ。『走れメロス』なんてどう？

―本を手渡す―
ジーニー：

：その本、僕も大好きだよ！ 主人公に読みどころを直接聞いてあげるよ！
ビビディー、バビディー、ブー、出でよーメロス！

―登場人物が目の前に現れる―
ユウキ：

：わー!!（本の中から登場人物が飛び出してくる設定のため驚く）

ユウキ：

：は、はじめまして。

メロス：

：私の名前は❶ メロス。私を信じて待っている友達のために走っているところだ。

ジーニー：

：久しぶりー！ 僕らは一度読んだときからずっと友達なんだよ！
ユウキにこの本の魅力を教えてよ。

メロス：

：❷ 弱い自分に負けそうになるけど、邪悪な王に人間のすばらしさを見せつけるんだ。

お母さん：

：そうそう。私もそこに感動したの。

B ユウキが友達になった本の登場人物から❸学んだことと決意を作文・英訳します。
メロス：

：ユウキ、君もこの本を読んで、僕と友達になろうよ！

メロス：

：新しい世界に連れて行ってあげるよ。

お母さん：

：そうね。池田先生もこのようにおっしゃっているわ。
「偉大な作品を深く読んだ人は、人
類の英知を自分のものにし、大いなる希望を見いだすことができる。一生涯の友人を得た
ようなものです」って。

ジーニー：

：そうだよ。読んで友達になりたいと思う本があるって素敵じゃない？

ユウキ：

：そうか！ メロスと友達にもなれたし、少しずつでも本を読んでみようかな！

メロス：

：よかった。本を好きになるきっかけを作れて。

ユウキ：
全員：

：❸ メロスのように友情を大切にして、負けじ魂のリーダーに成長しよう！
：おー！

