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9th Saint Joseph English Speech Contest for the Mayor’s Cup
We are excited to announce the 9th Saint Joseph English Speech Contest for the Mayor’s Cup on Saturday 25
August, 2018. Two of the recitations for elementary school students this year are based on stories that have been chosen
and rewritten by members of our school’s Enjoy English Club. For junior high students, following on from last year’s
common theme of ‘the future”, this year’s speech titles all focus on “learning and discovery”. We are really excited to
have the opportunity to listen to everyone’s ideas and opinions on one of the three topics. Please find details below.

9th Saint Joseph English Speech Contest for the Mayor’s Cup
Date: Saturday 25 August, 2018
Place: Saint Joseph Joshigakuen, Tsu
Elementary School Division

Junior High School Division

Time: 9:00-12:30

Time: 14:00-16:30

Open to: 4th – 6th Grade Elementary

Open to: Junior High School Students

School Students (boys and girls)

(boys and girls)

Format: short story recitation (see chirashi for choice
of recitations)

Format: 2-3 minute self-written speech
(see chirashi for choice of speech titles)

We would like to express our sincere gratitude to the Tsu City Mayor’s Office, the Tsu Municipal Board of
Education, the Chunichi Shimbun, the Eiken Foundation of Japan, and Education New Zealand for their ongoing support
of the contest. We are also delighted to introduce two additional sponsors for our contest from this year; Weblio, Inc.
and Casio Computer Co. Ltd. and would like to take this opportunity to thank them for their support.
This contest uses an online application system. Please go to the school’s website (http://sjjg.ac.jp/) and follow
the links. You will also be able to download copies of the recitations for the Elementary School Division there. The
application deadline for both divisions is Friday 6 July. Applicants for the Junior High School Division should also
send a typed copy of their speech by e-mail (english@sjjg.ac.jp) to ensure it reaches us by Tuesday 24 July.

Please

be aware that no changes to the content of the speeches will be accepted after this date. Please also note that places in
both divisions are limited and will be allocated on a first come first served basis. Further details of the contest will be
sent to participants in July.
A school bus to and from Tsu-Shinmachi station (Kintetsu Nagoya Line) will be available on August 25 for
anyone wishing to travel to the contest by train. Please indicate on the application form if you are going to use this
service. If you have any questions or would like further information, please do not hesitate to contact us by telephone
(059-227-6465) or e-mail.
We are all really looking forward to seeing you here in August!
Anthony Hollinghurst (Speech Contest Organizer)

２０１８年５月
セントヨゼフ女子学園 英語科

第９回津市長杯セントヨゼフ女子学園英語スピーチコンテストのご案内
木々の緑が目にまぶしい今日この頃、皆様におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
本年も津市長杯セントヨゼフ女子学園英語スピーチコンテストを８月２５日（土）に開催させていただきます。 昨年同様
小学４年生から６年生を対象に暗唱の部を、中学生を対象にスピーチの部を設けております。
今年度 小学生の部で使用する暗唱文は、様々な国の民話をもとに、本校 EEC(Enjoy English Club)部の部員が暗唱
用に書き上げたものもあります。また、中学生の部においては、例年通り３つのテーマの中から１つ選んでいただきます。
今回は３つのテーマの共通コンセプトとしまして、「学びと発見(learning and discovery)」を採用することになりました。参加
者皆さんの考える力や表現する力を発揮する場となることを期待しています。
記
第９回津市長杯セントヨゼフ女子学園英語スピーチコンテスト
開催日： ２０１８年８月２５日（土）

場所： セントヨゼフ女子学園

小学生の部

中学生の部

時

間： ９：００～１２：３０

時

間： １４：００～１６：３０

対

象： 小学校４年生から６年生の男女

対

象： 中学校１年生から３年生の男女

内

容： 英語の短文の暗唱。暗唱文の内容について

内

容： 指定されたいずれかのテーマにもとづく

は別紙をご覧ください。

2～3 分間の自由英作文
テーマについては別紙をご覧ください。

＊ オンライン申込み（http://sjjg.ac.jp/）をご利用ください。締め切りは７月６日（金）とさせていただきます。
＊ 中学生の部に応募する方は、スピーチの最終原稿を７月２４日（火）までにメールで本学園へお送りください。
これ以降の原稿の変更等は受付けませんので、ご注意ください。
＊ 参加者数に限りがございますので、応募者多数の場合は申し込み順となりますことをご了承ください。
＊ 詳細は、同封のスピーチコンテストご案内チラシ、または本学園のホームページをご覧ください。
＊ 小学生の部の暗唱文は本学園のホームページからダウンロードできます。
＊ スピーチコンテスト当日の予定に関しましては、ご応募いただいた方全員に 7 月にお送りいたします。
＊ 当日は本学園から津新町駅（近鉄名古屋線）間のスクールバスを運行いたします。 ご利用を希望される場合
は、その旨を応募用紙にご記入ください。
＊ お問い合せ先： 電話： ０５９－２２７－６４６５ e-mail： english@sjjg.ac.jp

担当： アントニー・ホリングハースト

コンテストの実施にあたりまして、ご協力、ご後援を賜りました津市長様、津市教育委員会様、中日新聞様、
日本英語検定協会様、ニュージーランド大使館ｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝ・ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞならびに、今年度より新たにご後援いただ
きますウエブリオ株式会社様、カシオ計算機株式会社様に心からお礼申し上げます。

８月にお会いできることを楽しみにしております。

