Eigo Ganbare!! – English Club

Name: (

PRE-ELECTION for new club leaders
STEP 01: Do you want to be a club leader?
クラブリーダーになりたいですか？

Choose one…
ぶちょう

The Club President （部長）
ふくぶちょう

The Club Vice President（副部長）
No, thank you.
いいえ、けっこうです。

STEP 02: If you want to be a club leader, write a speech. Can you be a
good leader? How? In 日本語 OK!
か

（もし、クラブリーダーになりたいなら、スピーチを書いてください。
よ

に ほ ん ご

良いリーダーになれますか？どうやって？日本語でもいいです。）

If you don’t want to be a club leader, who do you like to be the
new club leader? Why?
よ

（もし、クラブリーダーになりたくないなら、だれに良いクラブリーダーになって
もらいいたいですか？なぜですか？）

STEP 03: GIVE A SPEECH. Then, vote for new club leaders!
あたら

えら

スピーチをしましょう。そして、 新 しいクラブリーダーを選びましょう。

)

Your Speech

VOTE FOR ME!
What is a good club leader?
STEP 02
My speech:
I will...
STEP 01
Vote for me!
Eigo Ganbare!!

STEP 03
Thank you.
I help and listen to you.

Eigo Ganbare!! – English Club

Name: (

)

SPECIAL: PRE-ELECTION for Overseas Ambassador
STEP 01: Do you want to be the Overseas Ambassador?
かいがいたいし

クラブの海外大使になりたいですか？

Choose one…
Yes, I do.
No, I don’t.
STEP 02: If you want to be the Overseas Ambassador, write a speech.
Can you be a good Overseas Ambassador? How?
In 日本語 OK! And, write one English sentence.
かいがいたいし

か

（もし、クラブの海外大使になりたいなら、スピーチを書いてください。
よ

かいがいたいし

に ほん

良いクラブのの海外大使になれますか？どうやって？日本でもいいですが、
え いご

いちぶんいじょうか

英語で一文以上書きなさい。）

If you don’t want to be the Overseas Ambassador, who can be
the best Overseas Ambassador? Why?
かいがいたいし

よ

かいがいたいし

（もし、クラブのの海外大使になりたくないなら、だれに良い海外大使
になってもらいたいですか？なぜですか？）

STEP 03: GIVE A SPEECH. Then, vote for new club leaders!
あたら

えら

（スピーチをしましょう。そして、 新 しいクラブリーダーを選びましょう。）

Your Overseas Ambassador Speech

VOTE FOR ME! I SPEAK ENGLISH WELL.
What is a good club leader?
STEP 02
My speech:
I will...
STEP 01
Vote for me!

STEP 03
Thank you.
I help and listen to you.

Eigo Ganbare!! – English Club

Name: (

)

The Club Leaders ELECTION
Vote for new English club leaders! Who will be your next club President and
the club Vice President?
あたら

え い ご ぶ

えら

つぎ

ぶちょう

ふくぶちょう

（ 新 しい英語部リーダーを選んで下さい。次の部長と副部長はだれとなりますか。）

STEP 01: Listen to the speeches.
き

くだ

（スピーチに聞いて下さい。）

STEP 02: THINK!! Then, write your answer on the voting ballot.
かんが

とうひょうようし

せんたく

か

くだ

（ 考 えて下さい。それから、投票用紙にあなたの選択を書いて下さい。）

STEP 03: Fold your paper.
かみ

お

（紙を折ります。）

Give to it to the “old” club leaders or club teachers.
せんせい

だ

くだ

（クラブリーダーかクラブの先生に出して下さい。）

Announcement of the new club leaders!!
あたら

はっぴょう

（ 新 しいクラブリーダーの発 表 です。）

Eigo Ganbare!! - English Club
Let’s vote!

Club President
I vote for....

____________________

Club Vice-President
I vote for....

____________________

What is a club leader?
STEP 02
My speech:
I will...
STEP 01
Vote for me!

STEP 03
Thank you.
I help and listen to you.

Eigo Ganbare!! – English Club

Name: (

)

Special: The Club Leaders ELECTION
Vote for new English club leaders! Who will be your next club President, Vice
President, and the club Overseas Ambassador?
あたら

え い ご ぶ

えら

つぎ

ぶちょう

ふくぶちょう

かいがいたいし

（ 新 しい英語部リーダーを選んで下さい。次の部長と副部長とクラブの海外大使はだれとな
りますか。）

STEP 01: Listen to the speeches.
き

くだ

（スピーチに聞いて下さい。）

STEP 02: THINK!! Then, write your answer on the voting ballet.
かんが

くだ

とうひょうようし

せんたく

か

くだ

（ 考 えて下さい。それから、投票用紙にあなたの選択を書いて下さい。）

STEP 03: Fold your paper.
かみ

お

（紙を折ります。）

Give to it to the “old” club leaders or club teachers.
せんせい

だ

くだ

（クラブリーダーかクラブの先生に出して下さい。）

Announcement of the new club leaders!!
あたら

はっぴょう

（ 新 しいクラブリーダーの発 表 です。）

Eigo Ganbare!! - English Club
Special: Let’s vote!

Club President
I vote for....

____________________

Club Vice-President
I vote for....

____________________

Club Overseas Ambassador

I vote for....

_____________________

