3

応募スケジュール
６月

7月

8月

9月

10 月

11 月

エントリー受付終了

応募受付終了

予選審査結果発表

6/30（金）必着

9/8（金）必着

10 月下旬予定

お問い合わせ、書類等の提出先

アルク えいごスピーチコンテスト 募集要項
アルク Kiddy CAT 英語教室は、「自分のことばで伝える力を伸ばします」をスロー
ガンに掲げ、レッスンでの自己表現活動を通して、「英語力」に加え、自分の考えや気
持ちを相手に伝えられる「表現力」を育むことを目標としています。レッスンを通して

アルク Kiddy CAT 英語教室 サポートセンター

TEL：0800-800-8431（ 平日

2017 年度 第 3 回

9：30 〜 17：30 ）

FAX：03-5388-6165

育まれたそれらの力の発表の機会として、今年もスピーチコンテストを開催します。

E メール：kc2017@ndsnet.com

趣旨

応募書類のご郵送先
〒151-0053

アルク Kiddy CAT 英語教室の生徒が教室でのレッスンを通して培った「自分のことばで伝える力」を発表する
機会とし、自分の思いや意見を伝える表現力をさらに伸ばすことを目的とする。また、その後の英語学習への
モチベーションアップにつなげる。

東京都渋谷区代々木 3-1-10

アルクサポートセンター
アルク Kiddy CAT 英語教室

主催

えいごスピーチコンテスト事務局

株式会社アルク （アルク Kiddy CAT 英語教室本部）

本選開催日
2017 年

参加エントリー、応募シートのダウンロード、応募データのご提出等は

「英語の先生応援サイト」 からも可能です。

11 月

25 日（土）

※日にちは変更になる可能性があります。当日の詳細は、本選出場者にご連絡いたします。

本選開催場所
日比谷図書文化館

日比谷コンベンションホール

（東京都千代田区／最寄り駅：地下鉄霞ヶ関駅、内幸町駅）

本選までのスケジュール
いただきました個人情報を株式会社アルク（以下「弊社」
）では下記の通り取り扱います。内容をご確認、ご同意の上、ご応募ください。
1. 個人情報の利用目的

弊社は法令により認められる場合を除き、お問い合わせ、応募書類の

正・追加・削除、利用の停止・消去（以下併せて「開示等」といいます）

整理・集計、審査また参加証の発送等をご提供するために利用いたし

のお申し出があったときは、法令等に従い、誠実に対応いたします。個

ます。お客様からの個人情報の提供は、お客様のご判断によります。

人情報について苦情・相談または個人情報の開示等のお申し出について

個人情報をご提供いただけない場合は、サービスができないことがご

は、下記の窓口にご連絡ください。

ざいますので、ご了承下さい。

2. 個人情報の第三者への提供

弊社は法令等による場合を除き、お客様の個人情報をご本人の同意を
得ずに第三者へ提供することはありません。

3. 個人情報の委託について

弊社は、上記利用目的のために、お客様の個人情報を個人情報に関す
る契約を締結している業務委託会社へ委託する場合があります。委託
は、お客様に明示した利用目的の達成に必要な範囲で行います。

4. 個人情報の開示・訂正・削除について

弊社では、お客様から個人情報に関する利用目的の通知または開示、訂
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窓 口：株式会社アルク お客様センター
（月〜金

9：00 〜 18：00

電話番号：03-3556-5501

土日祝休み）

① 参加エントリー期間

2017 年

6 月 1 日（木）〜 6 月 30 日（金） 必着

② 応募期間

2017 年

7 月 3 日（月）〜 9 月 8 日（金） 必着

③ 予選審査結果発表

2017 年

10 月下旬予定

※参加エントリー、応募方法につきましては中面をご覧ください。
※本選出場者は本選の約 1 カ月前（10 月下旬頃）に、該当生徒の在籍教室の先生にご連絡いたします。

審査員

FAX：03-3556-1370

E-MAIL：privacy@alc.co.jp

審査委員長

藤田 保（上智大学言語教育研究センター教授）

審査委員

ベン トーマス（アルク 教育ソリューション部）

個人情報保護管理者 : 株式会社アルク 管理本部長
個人情報についての苦情・相談または個人情報の詳細な開示等の手続
きについては、お客様相談窓口にてご案内致します。なお、手続きには、
本人又はその代理人であることの確認ができる書面が必要となります。

他

複数名

参加費
無料

※ただし、応募、本選出場に関する費用（録音用メディア代、応募書類の送料、
本選出場時の 交通・宿泊代等）は自己負担となります。
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応募部門・応募資格

応募期限

【部門①（レシテーション） STEP 1 & STEP 2（小学 1〜3 年生）の部】

STEP1、STEP2 に在籍する小学 1〜3 年生

【部門②（スピーチ）

STEP 3 & STEP 4 の部】

STEP3、STEP4 に在籍する生徒

【部門③（スピーチ）

STEP 5 & STEP 6 の部】

STEP5、STEP6 に在籍する生徒

【部門④（スピーチ）

C コース、STEP 1 & STEP 2（小学 4〜6 年生）の部】

C コース、STEP1、STEP2 に在籍する小学 4〜6 年生

【部門⑤（スピーチ）

JH コースの部】

JH コースに在籍する中学生

審査基準
【予選】
単語や文法の正確さよりも、下記のポイントを重視します。

・のびのびと自分らしい表現で、自分の気持ちや考えを伝えようとしている。
・内容を伝えたいという意欲がうかがわれる。

※本コンテストにご参加いただけるのは、アルク Kiddy CAT 英語教室に在籍している生徒のみ（エントリー〜本選開催時）です。

・ユニークな（＝その子にとって特別な）内容である、オリジナリティがある（スピーチの場合）。

該当されない方は失格となりますので、ご注意ください。
※在籍クラスはエントリー時の在籍クラスとします。

2017 年 9 月 8 日（金） 必着

※該当のコースに在籍していれば中学生の応募も可能です。

自分の思いや考えを誰かに伝えたいという気持ちから、分かりやすい伝え方、声の大きさ、抑揚、スピードなどに配慮しましょう。
審査員は、p.1 記載の審査員のほか英語学習アドバイザー資格者（ESAC® 認定プロフェッショナル資格）
、アルクのスピーキン

課 題

グテスト（TSST）評価官資格者、アルク Kiddy CAT 英語教室本部の予定です。

■レシテーションの課題

■スピーチのテーマ（各部門共通）：以下のテーマから１つを選んでください。

以下の課題から１つを選んでください。

（１） My Special Skill（私の特技）

本選出場者予定数：各部門 5 名 程度（参加者数により、変更になる可能性があります）。
審査基準は予選と同様。スピーチの場合は、スピーチ後に英語で審査員と簡単な質疑応答を行う。

→あなたの「特技」について、その内容と思いを伝えてください。

（A） Urashima Taro
（B） Ninjin, Gobo and Daikon

【本選】

（２） A Job for Others（みんなの役に立つと思う仕事）

※本選でのスライドや小道具の使用、仮装は不可とします。また、本選で原稿を読むことはご遠慮ください。

→あなたの考える直接的または間接的にみんなの役に立つと思う仕事について、その理由と思いを伝えてください。

※1 レシテーションの課題文は添付の書類をご確認ください。レシテー
ションの内容が、課題文と異なる場合は失格となります。

表 彰

※4 スピーチの長さ：１分〜２分
※5 エッセイコンテストとスピーチコンテストでテーマが異なります。気を

※2 スピーチの内容は、生徒が考案した、未発表のものに限ります。
※3 スピーチは タイトルも考案 し、スピーチに含めてください。

つけてご応募ください。
※6 参加者１人につきスピーチコンテスト、エッセイコンテストでそれぞ
れ１作品のみご応募いただけます。重複しての応募はできません。

・ 本スピーチコンテスト参加者全員に参加証を贈呈

・ 本選参加者全員に Kiddy CAT 賞を贈呈

・ 本選では 各部門 最優秀賞 1 名 、優秀賞 1 名 を選出、表彰

・ 団体賞として 2 教室 を選出 、表彰

※表彰内容は予定です。変更になる可能性があります。

エントリー方法
参加をご希望の教室は、まず参加エントリーをお願いいたします。添付の「エントリーシート」に必要事項をご記入の上、「アルク Kiddy CAT 英

応募にあたっての注意事項

語教室 サポートセンター」
（p.4 参照）まで FAX、またはウェブフォーム（https://ndsnet.com/alc2017/entry/）からエントリーしてください。
※「エントリーシート」はウェブサイト「英語の先生応援サイト」からもダウンロードできます。

・必ず参加者本人のスピーチ、レシテーションを録音してください。

参加エントリー期間： 2017 年 6 月 1 日（木）〜 6 月 30 日（金）必着

・参加資格を満たしていない場合は失格といたします。
・録音不良の場合は失格とさせていただきます。録音状態が良好か、必ずご確認ください。

応募方法

・審査基準、結果や評価理由等の詳細についてのお問い合わせにはご回答いたしかねます。
・生徒個人、保護者様からの直接の応募は受け付けません。教室の先生を通してご応募ください。

※下記応募データ a 〜 c はすべてウェブサイト「英語の先生応援サイト」からもお送りいただけます。
音声・動画データに関しては、ウェブサイトからお送りいただく場合は1 ファイルのサイズを 20MB 以下 としてください。

★保護者様に

詳細はウェブサイトをご覧ください。

本コンテストの開催について保護者様向けのレターをご用意しております。お手数ですが保護者様にお渡しいただき、以下をご同意いただい
た上でお申し込みください。保護者様向けのレターはウェブサイト「英語の先生応援サイト」からもダウンロードできます。

応募期間： 2017 年 7 月 3 日（月）〜 9 月 8 日（金）必着

・本選出場者の個人名、写真、映像は弊社ウェブサイトや、チラシ、広告、各種媒体等に掲載いたします。

（p.4 参照）までご郵送ください。
■応募書類等：下記の a 〜 c を合わせて、「アルク Kiddy CAT 英語教室えいごスピーチコンテスト事務局」

a

・次回のコンテストの募集の際に、本選出場者の個人名、写真、映像を使用する場合があります。
・個人情報のお取り扱いについて（保護者様レターに記載）

応募シート

※本選出場者には、上記につきましての保護者様からのご同意書をご提出いただきます。

添付の「応募シート」に必要事項をご記入ください。 ※「応募シート」はウェブサイト「英語の先生応援サイト」からもダウンロードできます。

b

スピーチ原稿のデータ （ マイクロソフト Word で作成、生徒 1 人につき１ファイル）
原稿の最初に必ず「生徒名」「教室名」「在籍クラス」
「学年」
「スピーチのタイトル」をご記入ください。
※ファイル名は、
「教室 ID̲ 生徒名（漢字）
」としてください。

c

自分の思いに加えて

（ウェブサイトから送る場合は 1 ファイル 20MB 以下）
スピーチの録音音声のデータ（ 生徒 1 人につき１ファイル）

スピーチの最初に「名前」と「スピーチのタイトル」を言ってください。

音声データ

または

動画データ

をご用意下さい。

周りの人や世界とのつながりへの意識も大切に

日本の教育が大転換をしようとしているのは、現在の小、中学生が大人になったときの世界はこれまでとは

携帯電話の
カメラ機能・
ボイスメモ等で
撮影 または 録音

※レシテーションの応募には、b は必要ありません。
※ファイル名は、「教室 ID̲ 生徒名（漢字）
」としてください。
※動画データをお送りいただいた場合でも、 審査対象は音声のみ となります。
※提出いただいた書類や CD-ROM、USB 等はご返却できません。あらかじめご了承ください。
※ファイル作成、ウェブサイトからの応募など、応募についての不明点や、PC・携帯電話以外の機器で

違う、唯一の正解のない混とんとした世界になることが予想されているからです。そこでは言われた通りに

CD-ROM または

しているだけではダメで、各自が情報を判断し、自分なりの考えをまとめ、周りの人を説得するような資質・

USB にデータを

能力が不可欠になります。このような力は一朝一夕には身につくものではなく、長い年月をかけて少しずつ

保存して郵送

伸ばしていかなくてはなりません。その意味で、このコンテストがその第一歩を踏み出すきっかけになれば、

審査委員長

と願っています。また、今回のテーマは個人的な思いだけではなく、それが周りの世界とどうつながってい

アルクキッズ事業アドバイザー

くのかを意識しながら考えてもらうこともねらっています。そして、
「話しことば」と「書きことば」では語

藤田 保

る内容が違ってくることに加え、自分に合ったテーマを見つけやすいように選択肢を増やすためにエッセイ

（上智大学言語教育研究センター教授）

とスピーチではテーマを分けています。頑張って広い視野で考えてください。

ファイルを作成した場合については「アルク Kiddy CAT 英語教室 サポートセンター」
（p.4 参照）までお問い合わせください。
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