
Junior High School Division 

第 12 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（中学生の部） 

 

1. Write a 2~3 minute speech based on the following theme; 

以下の題材を使い、2〜3 分の自由英作文を書いてください。 

“An SDG* to change the world” 

*Sustainable Development Goal (国連総会によって設定された持続可能な開発目標) 

2. Make a voice recording of the recitation and save it as an MP3 file. Do not say your name in the recording, but insert 

your name in the MP3 file name. 

暗唱の音声を MP3 形式で録音し、保存します。録音の際には自分の名前を言わないでください。MP3 のファ

イル名を自分の名前にしてください。 

3. Complete the online application form, attach your voice recording, and submit it by Friday 3 September, 2021. 

オンライン申込フォームに記入の上、録音ファイルを添付してください。締め切りは 9 月 3 日（金）です。 

An automatic confirmation of your application will be sent by e-mail. If you do not receive this e-mail within one day, 

please contact the school. 

申込フォームを送っていただいた後、登録されたメールアドレス宛に確認のメールが送られます。1 日以内

に返信がなかった場合、お問い合せ先までご連絡ください。 

4. Submit a Word copy (speech title on the 1st line, school name on the 2nd line, your name on the 3rd line) and MP3 voice 

recording of your speech by e-mail (english@sjjg.ac.jp), also by Friday 3 September, 2021. 

スピーチの原稿データ（Word 形式）と MP3 音声ファイルを 9 月 3 日までに E メールで送ってください。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。 

5. Please be aware that we will accept a maximum of 3 applications from one school. 

中学校ごとに最大 3 名の応募を受け付けることをご注意ください。 

6. Entries will be judged according to the following criteria; Pronunciation & Delivery, Intonation, Pace, Composition 

審査基準；発音・声の明瞭さ、イントネーション、速度、構成 

7. Results will be notified to all entrants by the end of September. 

審査結果は、9 月下旬までに全ての応募者にお伝えします。 

8. The top 10 students will be invited to participate in the Final Contest, to be held at the school on Saturday 23 October, 

2021 (15:30~17:30).  

上位 10 名に入られた方は、本学園で 10 月 23 日（土）15:30〜17:30 に開催する決勝コンテストに参加できま

す。 

Finalists will be judged according to the following criteria; 

Pronunciation & Delivery, Intonation, Pace, Composition, Movement & Gestures, Facial Expression, Memorization 

決勝コンテストの審査基準； 

発音・声の明瞭さ、イントネーション、速度、構成、身振り・ジェスチャー、顔の表情、暗記 

＊ Please note, ongoing concerns about the novel coronavirus (Covid-19) may necessitate the cancellation of the Final 

Contest. In that event, prizes will be sent to all finalists. 

新型コロナウイルス感染症の流行状況により、決勝コンテストは中止になる場合がございます。その場合、

出場予定だった方全員に賞品をお送りします。 
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