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問い合わせ先

　 ヴォーリズ学園ヴォーリズ杯 ICC 中学生英語弁論大会実行委員会

　 〒523-0851 滋賀県近江八幡市市井町 177　

　　 ℡0748-32-3444　Fax0748-32-3974　

　The 7th Vories ICC Junior Cup English Speech/Recitation Contest 結果報告

  審査員は次の方々にしていただきました。    
　佐伯 林規江　教授　（同志社女子大学学芸学部国際教養学科）
　中村　艶子　准教授 （同志社大学グローバルコミュニケーション学部）
　Mr. David Anyan      （滋賀 YMCA）

　2017.10.25ヴォーリズ学園広報部

■応募期間：［弁論の部］2017 年 5月 15日 ( 月 ) ～ 7月 13日 ( 木）
　　　　　　［暗唱の部］2017 年 5月 15日 ( 月 ) ～ 7月 13日 ( 木）
■最終審査：2017 年 10月 21日（土）
■会場：ヴォーリズ平和礼拝堂
■主催：学校法人ヴォーリズ学園
■後援：近江八幡市教育委員会・（株）JTB 西日本大津支店・近江兄弟社グループ
■運営：ヴォーリズ杯 ICC 中学生英語弁論大会実行委員会
　　　　近江兄弟社高等学校国際コミュニケーション科 (ICC)

　10月21日(土)、第7回ヴォーリズ杯ICC中学生英語弁論大会(The 7th Vories 
ICC Junior Cup English Speech Contest)を、本学園ヴォーリズ記念平和礼拝
堂にて開催しました。

　第１回大会より大会委員長の任にあられた道城献一先生が、今春、地上で
のお仕事を終えられて天に帰られました。後に残された者たちだけで大会実施
に臨むこととなり、不安もあったのですが、周囲の方々のご支援、そして何より、
本大会を楽しみにしてこられた出場者のみなさんの熱意に支えられ、何とか次
につなげることができたと感謝申し上げます。

　昨年、近年の参加者のレベルの高さを話題として取り上げましたが、今年は
その傾向がさらに強まり、以前なら余裕で入賞圏内に入ることできたスコアで
も、今年はあと一歩が届かないという状況でした。全体的にレベルが上がって
いるので、練習量を増やすことは当然ですが、「たとえば、暗唱などでも、同じ文
章を読んでいても、気持ちの入れ方で、聞こえ方が全然違います。」と佐伯先生

が講評で仰っていたように、
ひと工夫加えることが大切
だと感じました。また、弁論
の部では日本語で原稿を書
く際、文章をよく練っておく
必要があると思います。入
賞した人たちの原稿は文章
の流れが明確で、翻訳作業
がやりやすかったと記憶し
ています。

　最優秀賞を受賞した塚本夏菜さん(四條畷学園中学校)については、
連覇となりました。昨年の本誌には、「塚本さんも２年生です。来年さらに
進化した姿を見せてくださることを期待しています。」とコメントを書きま
したが、そのとおり、さらに成長した力を見せてくれました。一日の長が
あったことに加え、努力の跡が顕著で、まさにDefending Championの名
に恥じないでき映えだったと評価いたします。

　この塚本さんの例にもあるように、一時の栄誉に酔ってしまうのでは
なく、常に高い次元を目指して努力することは、語学習得を志す者として
必須の学習姿勢であり、語学を身につける唯一の方法です。今回、入賞
した人たちは、更なる高みを目指して頑張ってください。また、入賞を逃
した人たちも、ほんのあと一歩及ばなかった結果なのですから、あともう
少し、努力と工夫をしてみてください。きっと、次の飛躍へと繋がると思
います。是非、今年1年生、2年生だった人は来年も参加をし、成長した姿
を見せてください。

　最後になりましたが、ご来場頂いたご家族、友人、指導されている先生
方、すべての方にお礼を申し上げます。ありがとうございました。弁論の部　最優秀賞受賞者　塚本夏菜さん

　　My Treasure 　 私の宝物

    
     What is your treasure?  Mine is playing the piano.  
I have played the piano since I was about three years 
old.  I have taken part in various competitions, and 
won many prizes.  Each, and every day I play my 
beloved piano.  The piano is a distinct part of my life.  
I cannot imagine my life without it.  I am happiest 
when I am playing the piano.
     However, despite my love for the piano I am 
interested in different things.  One of them is 
badminton.   At  first ,  when a teacher of  mine 

encouraged me to play badminton I felt like playing it.  The more I watched the 
members of the badminton club, the more I wanted to join.  And then I spoke to my 
mother about this.  She wouldn't approve as she wanted me to keep playing the 
piano as much as I always had.  But I insisted on joining the club activity, and 
persuaded her to allow me to do this with tears in my eyes.  As a result, I gave up 
going to as many piano lessons as before.  I used to go to the lessons three times a 
week, but now I went only once, and I stopped participating in piano competitions.  
But in spite of badminton, and the passion I showed with tears to try and persuade 
my mother to let me join the club, I quit after two years.  Therefore, I went back to 
playing the piano more, but not to the same level I had done before.
     From time to time, I wonder what would happen if I had continued practicing the 
piano the way I had always done.  If I had done so, my life would be occupied only 
by the piano, and I would be robbed of my free time having fun with my friends.  I 
might not have had a chance to speak in front of you like this.  I believe if I had kept 
on practicing the piano at the same level, I might have ended up hating it.  By 
spending less time for the piano, I can have more free time to do things I really want 
to do.  In addition, when I play the piano today, I have more fun than before, playing 
it in a relaxed and enjoyable way.  I feel happy when I see people enjoying listening 
to my playing.  I am especially happy to hear the listeners say how and why my 
music touched their hearts.
     I have a dream now.  I love to see people enjoy singing to the music I play.
As I love little children, I want to be a nursery school teacher in the future.  I have 
this wonderful dream, simply put, because of my ability to play the piano.  Thanks to 
my beloved piano, I have this dream, and the great sense of peace in my heart today.

賞 氏名 学校 タイトル
廣瀬　大空
Hirose Sora
大西　未琴
Onishi Mikoto
児玉　侑哉
Kodama Yuya
平井　優輝
Hirai Yuki
宇田　百合恵
Uda Yurie

賞 氏名 学校 タイトル
塚本　夏菜 私の宝物
Tsukamoto Nana My Treasure
大西　優羽 本当のコミュニケーションとは？～心と心で繋がる世界～
Ohnishi Yu What is Real Communication?  A World Where Hearts Are Connected

石川　想 過去からのおくりもの
Ishikawa Kokoro A Gift from the Past
丹羽　奈々子 感謝の気持ち
Niwa Nanako A Feeling of Appreciation
岸本　柚月 ～小さな庭から得られたもの～
Kishimoto Yuzuki A Thing I Got from My Tiny Garden

Spaghetti Trees

Spaghetti Trees

Spaghetti Trees

A Day With the Penguins

A Day With the Penguins

私立　比叡山中学校　2年

私立　近江兄弟社中学校　3年

私立　四條畷学園中学校　3年

Grand 1st Prize
最優秀賞

弁論の部

Grand 1st Prize
最優秀賞

Silver Prize
優秀賞

Bronze Prize
入賞

守山市立　守山中学校　3年

私立　四條畷学園中学校　3年

暗唱の部

Silver Prize
優秀賞

Bronze Prize
入賞 私立　比叡山中学校　1年

東近江市立　聖徳中学校　1年

野洲市立　野洲中学校　1年

私立　比叡山中学校　1年

東近江市立　船岡中学校　1年

本選結果


