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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 9th 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 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）

　2019.11.1ヴォーリズ学園広報部

■応募期間：［弁論の部］2019 年 5月 13日 ( 月 ) ～ 7月 11日 ( 木）
　　　　　　［暗唱の部］2019 年 5月 13日 ( 月 ) ～ 7月 11日 ( 木）
■最終審査：2019 年 10月 26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26日(土)、第9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。

　昨年度は、定員15名の2倍以上の34名の応募があった暗唱の部でしたが、
今年度は一転、募集人数の約半分8名での開催となりました。隔年現象という
には、あまりにも極端で実行委員会も驚きました。参加者が減った分、入賞数を
絞らせていただきました。少ない人数での発表が、どのようになるか少々心配し
ていましたが、発表者のみなさんは皆元気で、レベルの高い、すばらしい大会
になったと思います。

　一方、弁論の部では例年以上の数の応募があり、混戦を予想していました。
この3か月近くの間、しっかり練習してきた方が多く、すばらしいパフォーマンス
を見せていただきました。夏休み中には、希望者のみでしたが、原稿読み合わ
せ会を行い、遠方から参加していただいた方もありました。参加者の皆さんの
真剣さ、熱心さが大会前からも伝わって参りました。スピーチのテーマも様々な

ものがあり、個性あふれる作品ばかりで、聞いている方も飽きることなく、
最後まで楽しんで聞くことができました。

  これまでヴォーリズ杯はICCの生徒ボランティア諸君の力で、続けてく
ることができました。また、参加者の皆さまからは、アンケートなどを通
じ、適宜、温かいご鞭撻、ご指導をいただき、少しずつですが参加しやす
いものに改善してくることができました。ありがとうごさいます。大勢の
方々に支えられて、これまで続けてくることができたことを感謝申し上げ
るとともに、今後とも、お力添えをいただきますようにお願い申し上げま
す。

　最後になりますが、ご来場いただいたご家族、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　菖蒲池 璃子さん
　　 
　　　The Circle of Greetings  　　あいさつの輪

           Have you ever thought about why we use 
greetings?  What do you think when you hear the 
word greetings?
   At my school, the student council stands 
in front of the school gate in the morning to greet 
everyone.  I participate in that activity.  When I 
say "good morning," there are people who happily 
return the greeting, but there are also people who 
ignore it and go on their way. I'm happy when 
someone says good morning back to me; it gives 
me energy, and lifts my spirits.  However, when 
the greeting isn't returned, I feel a little sad.  By 
receiving just one word of greeting, your impression of a person can totally 
change.  Maybe there are some people who are shy about using greetings, 
but even if you don't feel up to it, be brave and try it!  If you do, it will raise 
everyone's spirits.
    I 've also had a chance to learn another different meaning of 
greetings.  It happened when I first learned basketball in the 4th grade of 
elementary school.  On that team, before entering and exiting the gym, our 
coach and my other teammates would face the floor and give thanks.  I 
thought it was strange that we had to give thanks to the gym, but one day 
our coach taught us that "Giving thanks to the gym shows your gratitude for 
the fact that we have a place where we can play basketball." After that, I tried 
giving thanks to the gym, and when I did, it became a chance for me to 
confirm my gratitude towards being able to play basketball.  It also 
reaffirmed my love of the game.  I am grateful for the place I've been given 
to play basketball, and will continue to try my best to play the game from 
now on.
     I've given greetings many times in my life.  There are people who 
may think greetings have no meaning.  But greetings make relations with 
people smooth every day, and enrich our lives.  I will continue to give warm 
greetings and hope that more and more people become part of an ever 
expanding circle of greetings.
     Won't you all try warm greetings, too?

本選結果

賞 氏名 学校 タイトル
今井　信造
Imai Shinzo
荒堀　鈴奈

Arahori Suzuna
山本　花音

Yamamoto  Kanon

賞 氏名 学校 タイトル
菖蒲池 璃子 あいさつの輪

Shobuike  Riko The Circle of Greetings
生田　理心 私たちは一人じゃない
Ikuta Riko We are not Alone
児玉　侑哉 僕の夢

Kodama Yuya My Dream
安村　虹輝 僕の願い

Yasumura  Koki A Wish of Mine
中村　由羽 「つながり」がもたらす変化

Nakamura Yu Changes Brought by Connections

Mottainai

Grandfather's House私立　近江兄弟社中学校

守山市立　守山中学校

私立　四條畷学園中学校 Mr. Brown

暗唱の部

Silver Prize
優秀賞

Bronze Prize
入賞

長浜市立　びわ中学校　3年

私立　近江兄弟社中学校　1年

野洲市立　野洲中学校　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

大津市立　田上中学校　3年

彦根市立　南中学校  2年


