
Saint Joseph Joshi Gakuen English Department 

June 2020 

11th Saint Joseph English Speech Contest for the Mayor’s Cup 

 It is our pleasure to announce the 11th Saint Joseph English Speech Contest for the Mayor’s Cup. Due to 

ongoing concerns about the novel coronavirus (Covid-19), the format of this year’s contest is different from usual. We 

invite both elementary and junior high school students to send us a voice recording of their recitation or speech. Junior 

high school students should also send a written copy of their speech. Judges will listen to the recordings and the top 10 

students in each division will be asked to participate in the Final Contest, to be held at the school. This year there are 

folk tales from India and Nigeria in the Elementary School Division, while in the Junior High School Division we ask 

students to use a well-known proverb as the starting point for their self-written speech. Here is a brief outline of the 

contest. 

 

11th Saint Joseph English Speech Contest for the Mayor’s Cup 

Application and submission deadline: Friday 25 September, 2020 

Notification of results: middle of October 

Final Contest: Sunday 22 November, 13:00~14:30 (Elementary), 15:30~17:30 (JHS) 

Elementary School Division Junior High School Division 

Open to: 4th – 6th Grade Elementary School 

Students (boys and girls) 

Format: short story recitation (available to download 

from the school website) 

Open to: Junior High School Students (boys and girls) 

Format: 2~3-minute self-written speech (speech titles 

can be found on the school website) 

Please refer to the school website (sjjg.ac.jp) for full details about the contest and application procedure. We 

regret to announce that a school bus will not be available on the day of the Final Contest.  

Finally, we would like to take this opportunity to express our thanks to the Tsu City Mayor’s Office, the Tsu 

Municipal Board of Education, the Chunichi Shimbun, the Eiken Foundation of Japan, Education New Zealand, Weblio, 

Inc. and Casio Computer Co. Ltd. for their continued support of our contest. 

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 (english@sjjg.ac.jp). 

We look forward to receiving a lot of applications! 

Anthony Hollinghurst (Elementary School Division) 

Sara Garrett, Hiroko Hamabe (Junior High School Division) 

 

 

 

 

 



2020 年 6 月 

セントヨゼフ女子学園高等学校・中学校 

校長  井関 智子 

英 語 科 

 第 11 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 

あじさいの花が美しい季節となりました。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。 

第 11 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を開催させていただきます。今年度は、新型コロナウ

イルス感染症の流行の影響を受け、従来と違う形のコンテストを行います。まず、応募される生徒様は自分

の声で録音した暗唱（小学生の部）又はスピーチ（中学生の部）、中学生はスピーチ原稿も送っていただき

ます。録音や原稿を基に審査を行い、各部の上位 10 名は本校で開催する決勝大会に参加できます。 

今年度、小学生の部では、インドとナイジェリアの昔話をご用意しました。中学生の部では、有名なこと

わざを題材としてスピーチを準備していただきます。 

 

第 11 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 

応募・提出締め切り：9 月 25 日（金） 

審査発表：10 月中旬までに 

決勝大会：11 月 22 日（日） 13:00~14:30（小学生の部）、15:30~17:30（中学生の部） 

小学生の部 中学生の部 

対  象： 小学校 4 年生から 6 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

は学校の HP をご覧ください。 

対  象： 中学校 1 年生から 3 年生の男女 

内  容： 指定されたいずれかのテーマにもとづく 

2～3 分間の自由英作文 

       テーマについては学校の HP をご覧ください。 

 

 学校の HP（sjjg.ac.jp）にて、コンテストや応募方法などについての詳細をご覧ください。今年度は、決勝コンテスト

当日に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せんので、ご了解ください 

 

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デュケーション・ニュージーランド様ならびに、ウェブリオ株式会社

様、カシオ計算機株式会社様に心からお礼申し上げます。 

 

お問い合せ先： 電話： 059-227-6465  メール： english@sjjg.ac.jp 

 

担当： アントニー・ホリングハースト （小学生の部） 

サラ・ギャレット、浜辺 寛子 （中学生の部） 

 

  


