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令和 3年 6月 18日
小 学 校 長 様

中 学 校 長 様

中 等 教 育 学 校 長 様

英語教育関係者の皆様

ノ ー ト ル ダ ム 清 心 学 園

清心中学校・清心女子高等学校

校 長 三 宅 聖 子

「ノートルダム杯英語スピーチコンテスト」開催について（ご案内）

向暑の侯、皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。日頃は本校の

教育に深いご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、ノートルダム清心学園主催「ノートルダム杯英語スピーチコンテスト」を開催したいと存

じます。小学生部門では暗唱コンテストを設け、発音や表現力の向上を目指します。また、中学生

部門ではオリジナル原稿のスピーチコンテストによって、自分の意見を英語で発信できる場を設け、

コミュニケーション能力の育成のお役に立てることを願っています。男子・女子の両方とも参加可

能です。

おかげさまで、小学生部門、中学生部門ともに、毎年たくさんのご応募をいただき、大変ありが

たく思っております。コンテストの趣旨をご理解いただきまして、一人でも多くの児童・生徒の皆

さんに参加していただけますよう、ご紹介いただければ幸いに存じます。ご応募を心よりお待ち申

し上げます。

なお、令和元年度より岡山県教育委員会よりご後援をいただいております。保護者の責任におい

て児童・生徒の大会への参加を認めておりますが、必要な場合は貴校教員の引率についてご配慮い

ただきますようお願いします。

記

１．主 催： ノートルダム清心学園 清心中学校・清心女子高等学校

２．後 援： 岡山県教育委員会（申請予定）、山陽新聞社（申請予定）

３．日 時： 令和3年11月3日（水）祝日
小学生部門 9：00～ 12：00(予定) 中学生部門 13：00～ 16：00 (予定)

４．場 所： 清心中学校・清心女子高等学校 中講堂

岡山県倉敷市二子 1200
５．応募資格： 近県小学校の５・６年生の児童、近県中学校の生徒

小学生部門・中学生部門ともに海外経験の有無は問いませんが、英語を母語と

する生徒は対象となりません。

本コンテストにて過去優勝された方は、出場をご遠慮ください。

６．警報等への対応について：

午前６時現在において倉敷市において、大雨警報と洪水警報の両方が同時に発令されている場合、または、暴

風・大雪・暴風雪のいずれかの警報が発令されている場合、特別警報が発令されている場合、午前の部（小学

生対象）を中止とします。午前１０時の時点でも、引き続き同警報が出されている場合は、午後の部（中学生

対象）を中止とします。午前６時、午前１０時以降に同警報が発令された場合も、原則としてその時点でそれ

ぞれの部を中止とします。ホームページの「グローバル教育」にてお知らせいたします。

７．新型コロナ感染症対策について：①通常での開催（座席は間隔をあける）を計画しています。

ただし②聴衆を制限して発表者と保護者のみで、発表順・時間を指定のうえ実施、状況によっては、

③大会を中止する場合もありますのでご了承ください。ホームページにてご案内させていただきます。
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Notre Dame Cup English Speech Contest 応募要項

小学生部門 中学生部門

Recitation Contestの部 Speech Contestの部

○添付してある４つの暗唱課題から１つを選び ○創作のみです。

暗唱してください。時間制限はありません。 ○テーマは自由です。

○対話文は２名の児童で行ってください。 ○発表は３分以内で行ってください。

○申し込み時に課題を選択してください。 （３分を超えた場合は減点になります。）

○申し込み後の変更はできません。 ○未発表のものに限ります。

○マイクは使用できません。 ○マイクは使用できません。

○原稿を見ながらの発表はできません。 ○原稿を見ながらの発表はできません。

○１校あたりの人数制限はありません。 ○１校あたりの参加者は２名以内とします。

※昨年度は 30 組（38 名）の参加がありました。参加 （３名以上の希望者がいる場合にはご相談ください。）

者が５名を超える場合は、できるだけペアでの参加を ※中学校の先生を通してお申し込みください

含めてご応募いただければ幸いです。 （生徒が個人で直接申し込むことはできません。）

※英会話スクールからの申込みは、小学校名で受け付

けます。学校の先生へもお伝えします。

審査基準 審査基準

Pronunciation：50% Content：40%,
Delivery：50% Pronunciation：40%

Delivery：20%

※ Deliveryには Eye contact, Intonation, Volume などを含みます。

中学生の入賞者の方には、清心女子高等学校の入学試験 B方式の受験資格が与えられます。

応募方法：別紙申込書に必要事項をご記入の上、９月３０日（木）までに郵送、ファックス、またはメ

ール添付（PDF, ワード, 一太郎）にてお申し込みください。中学生の部の原稿提出もお願いします。

①受付確認のメールを 10月 10日頃までに学校アドレス（または個人アドレス）へ送信します。
②当日のスケジュール等の最終案内は 10月 20日頃までに各学校宛て郵送します。

☆ノートルダム杯英語スピーチコンテスト

〒 701-0195
岡山県倉敷市二子 1200
清心中学校・清心女子高等学校

グローバル教育担当（小寺裕之）

TEL：086-462-1661
FAX：086-463-0223
Email：kodera@nd-seishin.ac.jp

※写真は本校の生徒です（開会の挨拶）。
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暗唱の前に次のフォームに従った簡単な自己紹介をし、その後、選んだ課題文を暗唱してください。

課題文はタイトルも言ってください。

自己紹介（清心花子さんの例）：下線部を自分のことに変えて言いましょう。

Hello, everyone. My name is Hanako Seishin. I am 11 years old. I am from Kurashiki.
I like reading books. My dream is to be a nurse in the future.

Monologue (Recitation for ONE person)

[A] More medals

We need to get more medals at the Olympics! I have a good idea. Let's make a new medal.
Now, there is gold, silver and bronze. I think there should be gold, silver, bronze and...wood!
Yes, the wood medal! Don't you agree? Why are there only three medals? Who decided that? I
think four is a much nicer number than three. If we have a wood medal we will get more
medals, and other countries will get more medals too. Everyone will be happy. What do you
think? Gold, Silver, Bronze and...Wood!

[B] An Old Sport

Pelota Purépecha* is a sport from Mexico. People have played it for over 3,500 years! It's a
bit like field hockey. Originally, it was meant to represent the battle between night and day.
There are five players on each team, and they play with curved wooden sticks. They try to hit
the ball through the other team's goal. They often play this sport at night. How do they see
the ball? Easy! It's on fire!
* [pʰuˈɽepet͡ʃa] – PuREpech(a)

Dialogue (Recitation for TWO people) ・・２人の間は距離をあけて発表してください。

[C] The E-Sports Olympics

A: This year, the Olympics will include e-sports.
B: What are "e-sports"?
A: Guess!
B: Does it mean "extreme sports", like skateboarding or surfing?
A: Those are already part of the Olympics. No, "e-sports" are "electronic sports"!
B: Oh! Like maybe electric boxing gloves that shock the other person when you hit them!
A: No! They're virtual sports!
B: Video games? I don't think my Mom would call those "sports"!
A: Five e-sports are going to be added to the Olympics.
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B: So, I could get a gold medal in "Animal Crossing"?
A: I think it means "competitive" games.
B: Like racing?
A: Sure! Racing's one of them.
B: Maybe they'll have a fighting game!
A: No. The others are rowing, sailing, cycling and baseball.
B: Boring!
A: Well, maybe more will be added later.
B: I hope so.

[D] I play sports well

A: I can hit, I can throw,
B: I can pass, I can run.
A: I can catch, I can pitch,
B: And hit a home run.

A: I can skate, I can glide,
B: I can twist, I can spin.
A: I can jump a quadruple,
B: And yes I can win!

A: I can also play dodgeball.
B: I have never been hit.
A: And how well do I throw?
B: I have never missed.

A: I play golf as well.
B: I think it's quite fun.
A: Every time I play
B: I get a hole in one.

A: I can do any sport.
B: I can say that I'm great.
A: I'll be in the Olympics
B: In 2028.

So please watch!
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Fax： ０８６－４６３－０２２３ 清心中学校・清心女子高等学校あて

第２７回 ノートルダム杯 English Speech Contest 参加申込書

参加部門 小学生部門 ・ 中学生部門

出 場 者 （Dialogueの場合は、２名ともご記入ください） 性別・学年

フ リ ガ ナ (姓) (名)
男 ・ 女

名前① （漢字） (姓) (名)
（ ）年

ロ ー マ 字 (Family) (First)

フ リ ガ ナ (姓) (名)
男 ・ 女

名前② （漢字） (姓) (名)
（ ）年

ロ ー マ 字 (Family) (First)

タイトル （英文・ブロック体）
または
選んだ課題 [ ]

住 所 ① 〒 Tel：

住 所 ② 〒 Tel：

（Dialogue）

フ リ ガ ナ

学 校 名
立 学校

学 校 所 在 地 〒 Tel：

フ リ ガ ナ

ご 担 当の先生
先生

メールアドレス
（学校）

※申込受付の確認
を送信します。 学校代表アドレスがない場合、連絡先として差し支えなければご記入ください。

（個人）

小学校部門に英会話 スクール名：
スクール等からの申
し込みの場合は、上
の学校欄と、こちら 所 在 地：（〒 ）
の両方にご記入くだ
さい。

Tel： Fax：

ご担当の先生：

※９月３０日（木）必着でお願いします。 （お問い合わせ Email：kodera@nd-seishin.ac.jp )

①受付確認のメールを 10月 10日頃までに学校アドレス（または個人アドレス）へ送信します。
②当日のスケジュール等の最終案内は 10月 20日頃までに各学校宛て郵送します。


