
オックスフォード・ビッグ・リード・コンテスト 2020・応募規約 

 

1. 本規約は、「オックスフォード・ビッグ・リード・コンテスト 2020」（以下、「本コンテスト」という）に

関する条件を定めたものです。本コンテストへの参加者（教師、生徒・学生を指す）は、本コン

テストへの参加登録をすることにより、本規約を理解し、その内容に同意したものと見なされま

す。 

 

2. 本コンテストは、オックスフォード大学出版局株式会社（所在地：〒108-8386 東京都港区芝 

4-17-5 相鉄田町ビル 3F。以下、「OUP」という）によって運営されます。 

 

参加方法 

 

3. 本コンテストは、以下の 2部門に分けて審査します。 

a) 中学生部門 

b) 高校生～大学生部門 

各部門には、以下の部門が設置されています。 

 １） フィクション 

 ２） ノンフィクション 

 

4. 本コンテストは、日本国内の中学校、高等学校、高等専門学校、専門学校、短期大学、大学

に在籍する生徒を対象としています。生徒と同じ日本国内の中学校、高等学校、高等専門学

校、専門学校、短期大学、大学に在籍する教師により、所定の集団単位で登録・応募を行って

ください。 

 

5. 中学生部門には日本国内の中学校、高校生～大学生部門には日本国内の高等学校、高等

専門学校、専門学校、短期大学、大学が対象となります。 

 

6. 参加者が 18 歳未満の場合は、保護者の同意が必要となります。保護者の同意については教

師が取り付けてください。 

 

7. 参加する生徒・学生は、応募時、選んだリーダーの内容によって自動的にフィクション、ノンフィ

クションいずれかの部門に振り分けられます。 

 

8. 参加する生徒・学生は、以下のリーダーシリーズより 1冊を選んで読むものとします。 

フィクション： 

Classic Tales 第 2 版 

Oxford Reading Tree 

Oxford Read and Imagine 

Dominoes 第 2 版 

Oxford Bookworms Library 第 3 版（Factfiles は含まない） 

 ノンフィクション： 

Oxford Read and Discover 

Oxford Bookworms Library 第 3 版 Factfiles 



Oxford Reading Tree – inFact 

Oxford Reading Tree – Explore with Biff, Chip and Kipper 

 

9. 参加する生徒・学生は、本を読んだ後に以下の要件を満たすポスター作品を制作するものとし

ます。 

フィクション： 

1） 読んだ本のタイトルが英語で書かれていること 

2） 読んだ本のあらすじが英語で書かれていること 

3） 読んだ本の好きな点、その本を薦めたい理由が英語で書かれていること 

4） 文章が全体で 8文以上あること 

5） イラストや写真など、文章以外の手法で読んだ本の内容を表現していること 

注）文章とイラストは生徒・学生のオリジナルであること。読んだ本の本文や裏表紙、インターネ

ット上の文章などを流用・盗用した場合、または映画やアニメのキャラクターなど著作権のある

ものを模写した場合は選考対象外とみなします。 

 

ノンフィクション： 

1） 読んだ本のタイトルが英語で書かれていること 

2） 読んだ本のあらすじが英語で書かれていること 

3） 読んだ本の題材について、自分の意見が英語で書かれていること 

4） 文章が全体で 8文以上あること 

5） イラストや写真など、文章以外の手法で読んだ本の内容を表現していること 

注）文章とイラストは生徒・学生のオリジナルであること。読んだ本の本文や裏表紙、インターネ

ット上の文章などを流用・盗用した場合、または映画やアニメのキャラクターなど著作権のある

ものを模写した場合は選考対象外とみなします。 

 

10. ポスターは平面作品に限ります。大きさはB5サイズからA3 サイズのいずれかのサイズ以内に

収めてください。スターターパック内のプロジェクト・テンプレートは準備・下書き用です。応募

作品は画用紙など別の紙を使って制作してください。 

 

11. 作品は生徒・学生の自作のもので、イラスト・文章ともに手書きでなければなりません。パソコン

のイラストソフトやペンタブレットなどを使用して作品を制作することは可能ですが、イラスト・文

章ともに他からの流用・転用はできません。映画やアニメのキャラクターなど著作権のあるもの

を模写した作品も選考対象外となります。必ず生徒・学生が自作してください。また、コラージュ

などの手法を使用することも可能ですが、読んだ本の表紙や挿絵をコピーして使用することは

認められません。 

 

12. 作品中で表現されるキャッチフレーズや文章は英語に限ります。 

 

13. 作品制作を授業内に行うのか宿題として課すのかについては、教師に一任します。教師は制

作準備を手伝うことはできますが、作品は生徒・学生自身が制作したものでなければなりませ

ん。 

 

14. 応募に際しては、登録した集団単位（クラス、学年、または学校）毎に作品を最大 5作品（フィク



ション、ノンフィクションにかかわらず）まで選出し、審査を運営する OUP 宛に提出してください。 

 

15. 本コンテスト参加および作品制作にあたっては、スターターパック（PDF ファイル形式）をご活

用ください。スターターパックには以下のものが含まれています。 

 プロジェクト・テンプレート – 生徒・学生へ作品制作を課す際に準備・下書き用として

お使いいただけるテンプレートです。制作にあたり確認すべき点やチェックリストが掲

載されています。 

注）このテンプレートは応募作品の制作を補助するアイテムです。作品としてのご応

募は受け付けておりませんので、予めご了承ください。 

 参加証 – 作品制作を行った全ての生徒・学生に授与するための、印刷およびコピー

可能な証書です。 

 リーディング・ダイアリー – 生徒・学生の作品制作の手助けとなるダイアリーです。こ

のダイアリーには、本のあらすじや推薦文を英語で書く際に役立つ Q&A アクティビテ

ィが掲載されています。 

注）このダイアリーは応募作品の制作を補助するアイテムです。作品としてのご応募

は受け付けておりませんので、予めご了承ください。 

 保護者向け文書 – 生徒・学生を本コンテストに参加させるにあたり、保護者の方々

にコンテストの趣旨や詳細をお伝えするための文書です。 

 制作者カード – 応募作品にはこのカードを添付してください。（のり付け不可。ペー

パークリップ、または粘着力の弱いマスキングテープなどを使ってください） 

 

スターターパックは、以下の URL よりダウンロードしていただけます。 

www.oupjapan.co.jp/bigread 

 

16. 本コンテストは、本規約で定める条件を満たし、本規約で定める要項に沿って作品を提出でき

る方であればどなたでも参加できます。但し、OUP の従業員やその家族、本コンテストの審査

員やその家族、および賞品提供者の関係者は参加することができません。また、教師は自身

の生徒・学生の参加を取りまとめることはできますが、自身の家族の参加に関与することはでき

ません。 

 

 

登録方法  

 

17. 登録はクラス単位、学年単位、または学校単位で行っていただきます。参加する部門（中学生

部門、あるいは高校生～大学生部門）毎に全てのクラス、学年、学校を以下の登録フォームに

て登録してください。 

オンライン登録フォーム 

 

18. 登録フォームでは、一度に複数の学年あるいはクラスの登録が可能です。ご登録の際、それぞ

れのグループ名は「リーディング 1A」「リーディング 1B」などのように、後で識別しやすい名前に

されることをお勧めします。 

 

19. いずれの集団単位で応募するかについては、教師が任意で決定してください。なお、クラス単

http://www.oupjapan.co.jp/bigread
https://www.oupjapan.co.jp/ja/node/30495/register


位で参加する場合、1 クラスよりフィクション、ノンフィクションにかかわらず最大 5 名の作品を選

んでご応募いただけます。学年単位で参加する場合、1 学年よりフィクション、ノンフィクション

にかかわらず最大 5 名の作品を選んでご応募いただけます。学校単位で参加する場合、1 校

よりフィクション、ノンフィクションにかかわらず最大 5名の作品を選んでご応募いただけます。 

 

20. 登録フォームに入力された情報は、受賞者への賞品の準備の際にも用いられるため、登録の

際は、必要事項を正しく入力してください。 

 

21. OUP は、登録フォームを介して取得した情報を第三者に提供しません。登録した教師への連

絡の必要性が生じた場合は、登録された情報に基づき連絡をすることがあります。教師は、登

録フォームに情報を入力・送信することにより、本条件に同意したものと見なされます。 

 

 

作品応募方法 

 

22. 応募は、作品原本を郵送いただくか、作品をスキャンした画像ファイル（PDF、JPEG 形式）を E

メールに添付して送ってください。宛先は以下のとおりです。 

郵送の場合： 

〒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・コンテスト係 宛 

 

E メールの場合： 

newsletter.japan@oup.com 

  件名：ビッグ・リード・コンテスト応募 

 

 E メールでのご応募の場合、お使いのメールプロバイダによっては添付ファイルのサイズに上限

が設定されている場合があります。お送りいただく添付ファイルサイズがその上限を超えた場合、

OUPがメールを受信できない可能性があります。正しく受信されると、OUPより必ず確認の返信

メールが送られます。返信メールが届かない場合はファイルサイズを小さくして再送するか、E メ

ールまたはお電話にてお問合せいただき、メールが受信されているかをご確認ください。 

 

23. 応募作品には、制作者名、クラス名、学年、学校名、教師名、読んだ本のタイトル、OUP のリー

ダーシリーズ名を明記した制作者カードをペーパークリップ、または粘着力の弱いマスキング

テープなどで添付してください。（のり付け不可） 

 

24. 応募作品は、2020 年 11 月 30 日（月）までに提出してください（郵送の場合は、当日消印有

効）。郵送費は、学校あるいは教師が負担するものとします。 

 

25. 応募者は、応募作品が第三者の著作権を侵害していないこと、および、公序良俗に反する内

容を含んでいないことを保証するものとします。 

 



 

応募作品および個人情報の取り扱い 

 

26. 応募者は、OUPが応募作品を全世界において、印刷物、OUPや紀伊國屋書店ウェブサイトを

含む電子媒体、その他あらゆる手段により、利用、公開、展示、複製、編集する権利、およびそ

の権利を第三者に譲渡する権利を有することに同意するものとします。 

 

27. OUP は、受賞作品および佳作の発表の目的において、参加者の氏名と学校名を、印刷物、

OUP ウェブサイトを含む電子媒体、その他あらゆる手段により、公表する権利を有するものとし

ます。 

 

 

条件を満たさない応募の取り扱い 

 

28. 本規約で定める条件および本コンテストのウェブサイト上で明示している条件を満たさない応

募作品は、選考対象外となります。 

 

賞および賞品  

 

29. 最優秀賞 

生徒・学生: 中学生部門、高校生～大学生部門よりそれぞれフィクション最優秀賞 2名、ノンフ

ィクション最優秀賞 2 名、計 8 名の受賞者を、OUP が指名する国内在住の審査員によって決

定します。 

最優秀賞受賞者には、賞状と以下の 2点を贈呈します。 

 

a) Oxford Picture Dictionary第 3版、Oxford Essential Dictionary第 2版、Oxford Wordpower 

Dictionary第 4版、Oxford Advanced Learners’ Dictionary第 9版より辞書 1冊（2,500～

5,300円相当）。 

b) Oxford Reading Clubデジタルライブラリーアクセスコード。アクセスコードは、サービス利用

開始後 12 か月間有効です。尚、サービスのご利用にあたっては予めご登録が必要となり

ます。 

 

教師： 

最優秀賞受賞者を指導した教師（各 1 名）には、新刊およびベストセラータイトルを含む、グレ

イディッド・リーダーセット（全 20冊）を贈呈します。※受賞主体は学校となります。 

セット内容は以下の URL よりリストをご覧ください。 

www.oupjapan.co.jp/bigread 

 

学校： 

最優秀賞受賞者の在籍する学校には制作者名、教師名、学校名が刻印されたトロフィーと受

賞作品を掲載したポスターを贈呈します。 

 

29．優秀賞 

http://www.oupjapan.co.jp/bigread


生徒：中学生部門、高校生～大学生部門よりそれぞれフィクション優秀賞 1名、ノンフィクション

優秀賞 1名、計 4名の受賞者を、OUPが指名する国内在住の審査員によって決定します。 

優秀賞受賞者には、賞状と以下の 1点を贈呈します。 

 

a) Oxford Reading Club デジタルライブラリーアクセスコード。アクセスコードは、サービス利

用開始後 6 か月間有効です。尚、サービスのご利用にあたっては予めご登録が必要とな

ります。 

 

教師： 

優秀賞受賞者を指導した教師（各 1 名）には、新刊およびベストセラータイトルを含む、グレイ

ディッド・リーダーセット（全 10冊）を贈呈します。※受賞主体は学校となります。 

セット内容は以下の URL よりリストをご覧ください。 

www.oupjapan.co.jp/bigread 

 

学校： 

優秀賞受賞者の在籍する学校には受賞作品を掲載したポスターを贈呈します。 

 

 

賞品の授与 

 

30. 受賞者への賞品の授与は、受賞者発表後、OUP のスタッフが行います。まず受賞候補者を指

導した教師宛てに E メールでその旨が通知されますので、7日以内に受賞の意思表明を行っ

てください。通知後 7 日間が経過しても受賞の意思表明が行われない場合は、受賞を辞退し

たものと見なされ、次点の応募者に前述の手順で受賞の通知がなされます。新たな受賞者が

確定した時点で、当初の受賞候補者の受賞資格は失効します。なお、応募締切日までに応

募が一切無い場合（または、条件を満たす応募作品が一切無い場合）は、賞の授与は行いま

せん。 

 

31. 受賞権利の第三者への譲渡はできません。 

 

日程 

 

32. 2020年 4月下旬 - ビッグ・リード・コンテスト 2020応募受付開始 

2020年 11月 30日（月）23時 59分（日本時間） - 応募締切 

2020年 12月～2021年 1月 – OUP審査員が応募作品のなかから受賞候補作品を選出 

2021年 1月 – 受賞者を、全参加者宛の E メールにて発表 （団体参加者の代表者宛て） 

2021年 1月～2月 – 受賞作品を、OUP ウェブサイトにて発表 

 

補足・追記事項 

 

33. OUP は、本コンテストを予告なく中止する場合があります。また、賞品の内容を同等の代替品

に変更する場合があります。なお、賞品を金銭に代替して授与することはありません。 

 

http://www.oupjapan.co.jp/bigread


34. OUP は、本規約の内容を予告なく変更する場合があります。変更した場合は、変更後の内容

を以下のウェブサイト上で公開します。 

www.oupjapan.co.jp/bigread 

35. 本規約の準拠法は、日本法とします。 

36. 本コンテストに関するご質問は、elt.japan@oup.com または 03-5444-5454 までお問い合わせ

いただくか、各地域の弊社営業担当者にお尋ねください。 

http://www.oupjapan.co.jp/bigread

