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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 8th 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. Michael Yuen   （滋賀 YMCA）

　2018.11.1ヴォーリズ学園広報部

■応募期間：［弁論の部］2018 年 5月 14日 ( 月 ) ～ 7月 12日 ( 木）
　　　　　　［暗唱の部］2018 年 5月 14日 ( 月 ) ～ 7月 12日 ( 木）
■最終審査：2018 年 10月 27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 滋賀支店、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27日(土)、第8回ヴォーリズ杯ICC中学生英語弁論大会を開催いたしまし
た。
 今回は応募の段階から過去最大の応募者数となり、選考に大変苦慮いたしま
した。特に、暗唱の部については、34名もの応募がありました。予選は音声によ
る審査のため、発音･抑揚の巧拙のみが決勝戦出場者を決める判断材料でし
た。選定作業中、何度も音声を聞き直しましたが、どの応募者も甲乙つけがた
く、結局15名の出場枠に絞りきることはできませんでした。しかしながら、当日、
出場者のみなさんの発表を聞かせていただき、私たちの選考が正しかったこと
を改めて認識いたしました。本当に、みなさん、よく練習され、予選の際とは比
べものにならないでき映えの発表でした。発表の態度も堂々としていて、自信に
満ちた姿勢だったことも付け加えておきたいと思います。暗唱の部の参加は全
員、1年生です。来年も弁論の部には参加することができます。また、お目にかか
れることを楽しみにしています。  
     弁論の部については、16名の応募がありました。ここ数年繰り返してコメント
していますが、本当にレベルが上がっていると感じます。日本語原稿の段階で、

どれもすばらしく、これもまた、15名に絞ることは出来ませんでした。結
局、全員の原稿を英訳させてもらうことにしました。この大会を始めたこ
ろは、採点結果のポイントの開きも大きく、ずば抜けた人が他を圧倒す
るという入賞のパターンでしたが、最近の大会では、ほんの数点の間に
何人もが並ぶという接戦状態になっています。審査員の先生方も大変苦
労されていることだろうと思います。言い換えれば、あと少しの頑張りで、
入賞圏内に入るチャンスはすべての人にあると言っても過言ではありま
せん。今後もこの傾向は続くと思います。一生懸命練習すれば、誰でもう
まくなります。ぜひ、2年生、1年生の人は来年もチャレンジしてください。
お待ちしております。
  最後になりましたが、ご来場いただいたいたご家族、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　大西　未琴さん
　　 Someday, Somehow  　　いつか、きっと．．．

    I  love Japanese History.   It  was the game 
Hyakunin-Isshu, which got me so interested in 
Japanese History in the first place.
    I first played Hyakunin-Ishhu as a first grader in 
elementary school.  One day when I just happened 
to open a box at my house, I  saw a bunch of 
beautiful cards with pictures on them.  It was  like 
finding treasure.  As I was playing with them by 
lining up the cards and choosing my favorites, my 
mom suggested to me, “why don't you try learning 
them?”  The words in the songs were like nothing I 
had ever heard before, and I was immediately 
hooked by the differences.  It took me only a matter 
of one month to learn all of the cards by heart.  Hyakunin-Ishhu is packed with the 
feeling of olden-day Japan.  You can feel the four seasons, the love of nature, and 
express yourself through the songs.  It's this elegant world that I first experienced.
    Among the creators seen in Hyakunin-Ishhu, like the princesses and emperor, or 
the gentry and the poets, my favorite is the princess wearing the kimono.  The 
author of The Tale of Genji, Murasaki Shikibu, is also among the creators of the 
game.  I was looking for more information about Murasaki Shikibu at the library and 
found The Tale of Genji there.  I was immediately pulled into the world of the tale.  
Once I had started, I couldn't stop reading it.  After that, I continued reading many 
different books, and went to places like the Kyoto National Museum, Kiyomizu 
Temple, Kinkaku Temple, and Enryaku Temple on Mt. Hiei.  As I visited these 
historical places, I quickly increased my knowledge of history.
    Now, I've found a reason to continue to study history, even harder than before.  Of 
course, one reason is because I love history and I am interested in it, but the number 
one reason is to know more about Japan, the country in which I was born.  Japan 
has given birth to a wonderful culture and history to which we are deeply connected.  
I hope that in the future I will be able to teach people around the world about this 
great and historical country.  This is my dream, and the reason why I've studied 
English and History so hard up until now.
    I'm going to continue to study English and History.  I'll be very happy when my 
effort bears fruit and I can realize my dream.
    I love history, but much much more than even history, I love speaking English.

本選結果

賞 氏名 学校 タイトル
菖蒲池 璃子

Shobuike   Riko
安村　虹輝

Yasumura   Koki
肥田 菜々海

Hida   Nanami
小川 朋子

Ogawa   Tomoko
松田 美里

Matsuda   Misato

賞 氏名 学校 タイトル
大西 未琴 いつか、きっと

Onishi   Mikoto Someday, Somehow
山本 樹里亜 二つの出会い

Yamamoto   Juria Two Encounters
中城 杏梨 救える命

Nakashiro   Anri Saving Lives
中嶋 未来 世界の現状

Nakajima   Miku The World Situation
八木 菜月 生きる

Yagi   Natsuki Living

彦根市立　西中学校

長浜市立　湖北中学校

私立　近江兄弟社中学校

彦根市立　南中学校 Get Better at English

Get Better at English

Get Better at English

Mottainai

Get Better at English

長浜市立　高月中学校

大津市立　田上中学校

私立　セントヨゼフ女子学園中学校

私立　四條畷学園中学校

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

野洲市立　野洲北中学校

私立　比叡山中学校

暗唱の部

Silver Prize
優秀賞

Bronze Prize
入賞


