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Contest

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第10回



第10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
10th Saint Joseph English Speech Contest for the Mayor’s Cup - Saturday 24 August, 2019

How to Apply

Prizes

●Complete the online application form by Friday 5 July.

    If you do not receive an automatic confirmation of your application,      

    please contact the school.

小学生の部：
中学生の部：

参加者には参加賞をご用意しております。

Elementary Division recitations can be found at sjjg.ac.jp.
小学生の部の暗唱文はホームページにてダウンロードできます。

オンライン申込みをご利用ください。締め切りは７月５日（金）とさせていただきます。
お申し込みフォームの確認のメールが届かない場合、お問い合わせ先までご連絡ください。

Please be aware that places in the contest are limited. Applications will be dealt with on a first-come first-served basis.
応募者が多数の場合、先着順で締め切らせていただきます。

Applicants for the Junior High School Division must also e-mail a Word copy of their speech by Tuesday 

23 July. No changes to a speech can be accepted after this date. Write the speech title on the 1st line, 

the school name on the 2nd line and your name on the 3rd line.

中学生の部に応募する方は、スピーチの最終原稿データ（Word 形式）を７月２３日（火）までに Eメールでお送りください。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。原稿には１行目にスピーチタイトル、２行目に学校名、３行目に応募者名を必ず書いてください。

If you have any questions, please do not hesitate to contact us by e-mail or phone.

ご不明な点については、
お問い合わせください。

担当  :  小学生の部　Anthony Hollinghurst （アントニー・ホリングハースト）
　　　 中学生の部　Hiroko Hamabe ( 浜辺　寛子 ), Kasumi Horikawa ( 堀川　佳澄 )
e-mail:  english@sjjg.ac.jp　phone: 059-227-6465　fax:  059-227-6466

Elementary School Division Junior High School Division小学生の部
●Time

1. Ice Cream
2. Sly Fox and Red Hen
3. Ant and Dove

1. A healthier world for all
2. A fairer world for all
3. SNS can make a better world

Intonation
Pace
Pronunciation and Delivery
Movement and Facial Expression
Volume
Memorization

イントネーション

速度

発音・音声の明瞭さ

身振り・顔の表情

声の大きさ

暗記

Choose one of the following recitations:
以下の３つの暗唱文から１つ選択してください

Judging criteria
審査基準

応募方法

賞

9:00-12:30
●Open to 4th-6th Grade

Elementary School Students
(Boys and Girls) 小学４―６年生の男女

●Time

Intonation and Pace
Pronunciation
Facial Expression
Volume
Memorization
Composition

イントネーション・速度

発音

顔の表情

声の大きさ

暗記

スピーチの内容

Write a 2-3 minute speech
on one of the following:
以下の３つの題材から１つ選択して２～３分の自由英作文を書いてください。

Judging criteria
審査基準

ご担当の先生方へ

14:00-17:00
●Open to Junior High School Students

 (Boys and Girls) 中学生の男女

中学生の部

Teachers
We’d like to hear the students’ own 
ideas written in their own words as 
much as possible.  Please bear this 
in mind when you help them.

できるだけ生徒様ご自身の考えや言葉で書かれた
スピーチとなりますよう、ご指導の際はご協力
をお願いいたします。

上位の生徒、特別賞
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