
 Win a Kinokuniya gift card!

受賞者には紀伊國屋書店ギフトカードを贈呈
優秀賞1名：1万円分/ 1 winner: ￥10,000 Kinokuniya gift card
次点賞2名：5千円分/ 2 runners up: ￥5,000 Kinokuniya gift card

オックスフォード・ビッグ・リード紀伊國屋賞オックスフォード・ビッグ・リード紀伊國屋賞
オックスフォード・ビッグ・リードとは、日本全国
の学校や大学など教育機関を対象としたリーディ
ング・コンテストです。紀伊國屋賞は一般の方に
もご応募いただけます。参加ご希望の方はオック
スフォード・グレイディッドリーダーの中からお
好きな1冊を選び、その本を読んだ後にキャッチ
コピー、宣伝文やイラストなどで自由に表現した
ポップを制作してください。

The Oxford Big Read is a reading 
competition for students throughout 
Japan. This year the contest is open 
for individuals to enter with the new 
Kinokuniya Prize. To enter, read one 
Oxford graded reader and create an 
Artwork with some creative artwork and 
a short description of the book in English.

作品中で表現される文章は英語に限ります。
ご応募は別紙の応募用紙をご利用ください。
郵送または作品の写真を添付した Eメールでも
ご応募いただけます。

応募締切：2017年12月15日（金）
郵送の場合は当日消印有効
Deadline to submit entries: 
December 15, 2017

英語の本に慣れ親しみ、読書の
楽しみを広げるきっかけに最適。
ぜひご参加ください。

Please be sure to write your text in in English. 
Apply through the separate application form. 
You can submit entries through mail or by 
sending a photo by email.



オックスフォード・ビッグ・リードとは、日本全国の学校や大学など教育機
関を対象としたリーディング・コンテストです。紀伊國屋賞は一般の方にも
ご応募いただけます。参加ご希望の方はオックスフォード・グレイディッド
リーダーの中からお好きな1冊を選び、その本を読んだ後に内容や好きな
点などを表現したポップを制作してください。

The Oxford Big Read is a reading competition for students 
throughout Japan. This year the contest is open for individuals 
to enter with the new Kinokuniya Prize.To enter, read one Oxford 
graded reader and create an Artwork with some creative artwork 
and a short description of the book in English.

以下の項目にご記入いただき、この用紙ごと提出してください。
Please complete all information below.

お名前
Name:

本のタイトル
Book Title:

メールアドレス
Email: 　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠

BOOKS KINOKUNIYA

応募に関する詳細は以下のウェブサイトをご参照ください。
For details and the terms and conditions see the link below.

www.oupjapan.co.jp/bigread

POP 制作欄　Your Artwork

郵送にて応募の場合： Post to:

メールにて応募の場合：
Email to:

〒 108-8386　東京都港区芝 4-17-5
相鉄田町ビル 3 階
オックスフォード大学出版局マーケティング部
ビッグ・リード・コンテスト– 紀伊國屋賞　係

Oxford University Press Big Read – Kinokuniya Prize
3F Sotetsu Tamachi Bldg. 4-17-5 Shiba, Minato-ku 
Tokyo 108-8386

Newsletter.japan@oup.com
件名：ビッグ・リード・コンテスト–紀伊國屋賞応募
* 携帯・スマホなどで撮影した作品の画像や PDF 添付にてご応募
いただけます。但し、作品の原本は当選者発表までお手元に保管
しておいてください。

Newsletter.japan@oup.com
Subject: Big Read – Kinokuniya Prize

作品は紀伊國屋書店ではなく、下記の住所に郵送、またはメールアドレスにお送りください。
Please do not submit entries to Kinokuniya. All entries should be sent to the address  or email below.

応募締切：2017年12月15日（金）郵送の場合は当日消印有効
Deadline to submit entries: December 15, 2017

本のキャッチコピー、宣伝文、イラ
ストなど自由に制作してください。
作品中で表現される文章は英語に
限ります。
Include some catch phrases, 
recommendation or 
illustrations from books. 
Please be sure to write your 
text in in English.* Applications can be submitted by email with pictures of the work 

taken by mobile phones or camera, or PDF attachment.
However, be sure to keep the original of the work on hand until 
winners are announced.

オックスフォード・ビッグ・リード
紀伊國屋賞 参加応募用紙 Entry Form

オックスフォード・ビッグ・リード
紀伊國屋賞


