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会　場　

大阪国際交流センター　小ホール

主　催　

ブリガム・ヤング大学　ハワイ校
全国高校生英語スピーチコンテスト実行委員会

後　援　

文部科学省　　　　　外務省　　　　　　　アメリカ大使館　　 読売新聞社
大阪府教育委員会　　京都府教育委員会　　兵庫県教育委員会　滋賀県教育委員会
奈良県教育委員会　　和歌山県教育委員会　大阪市教育委員会　堺市教育委員会
京都市教育委員会　　神戸市教育委員会　　大津市教育委員会　奈良市教育委員会
和歌山市教育委員会　池田市教育委員会　　箕面市教育委員会　
(公財)大阪国際交流センター　「教育PRO」（㈱ERP発行）　　（順不同）

協　力　

大阪国際交流センター（運営事業者：㈱コンベンション リンケージ）

協　賛　

株式会社ドミノ･ピザ ジャパン　フランクリン・コヴィー・ジャパン株式会社
株式会社Book Smart　富士電機産業株式会社　株式会社デンサン
IMPACT PHOTOGRAPHICS,INC.　NPO法人京都国際文化友好協会　
NPO法人国際教育研究会（IERS）   JAEC日米教育協議会
株式会社サニークラフト　有限会社たくみ精密鈑金製作所
末日聖徒イエス・キリスト教会　　 （順不同）



プログラム
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■ 優勝者には、2018年３月に東京で予定されている「各国大使夫人との昼食会」（末日聖徒イエス・キリスト教会
主催）に招待され、優勝スピーチを披露する機会が与えられます。

大会事務局からのお願い

● 会場内での飲食、喫煙はご遠慮願います。
● 携帯電話等は、マナーモードに設定するか、電源をお切りください。
● 発表中はお静かにお願いいたします。
● 発表中の会場内への出入りはご遠慮ください。
● 写真・動画撮影は、発表生徒の関係者以外はご遠慮ください。
● 撮影の際はフラッシュのご使用はお控えください。

12：30 出場者集合

12：50 着席

13：00 開会
主催者挨拶
来賓紹介・挨拶
審査員紹介
出場者紹介

13：30 出場者スピーチ発表（途中15分間の休憩）

15：10 審査員協議（別室）
休憩

15：50 審査結果発表・表彰式・優勝者挨拶・審査員長講評

16：05 閉会　
（大会終了後、記念撮影等がございます。）

（時間は予定）



出場者
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出場順 学年 氏名 Name 学校名 都道府県

Title ／ 題名

1 2年 原 アンドレザ レメス Andresa Lemes Hara 富山国際大学付属高等学校 富山県

A Legacy of Love ／ 愛の遺産

2 2年 田 子 Yuko Ishida 洛南高等学校 京都府

My Grandmother ／ 私のおばあちゃん

3 2年 西村 　仁 Jin Nishimura 桐朋高等学校 東京都

KIZUNA, ties with Family ／ KIZUNA、家族の絆

4 2年 辻宅 容子 Yoko Tsujitaku 大阪府立生野高等学校 大阪府

The Elusive Family ／ 掴みづらい“家族”

5 2年 稲本 菜々香 Nanaka Inamoto 和歌山県立橋本高等学校 和歌山県

The form of tradition ／ 伝統の形

6 2年 鈴木 　夢 Madoka Suzuki 札幌聖心女子学院高等学校 北海道

“Where does the power of your smile come from?” ／ あなたの笑顔の力はどこから来ますか？

7 2年 山口 洸翔 Hiroto Yamaguchi 翔凜高等学校 千葉県

Warmth ／ ぬくもり

8 1年 野村 明日美 Asumi Nomura 鎌倉女学院高等学校 神奈川県

A space for all to enjoy ／ だれでも楽しめる場所

9 2年 亀田 知里 Chisato Kameda 国際基督教大学高等学校 東京都

How family is important ／ 家族の大切さについて

10 1年 宮澤 優輝 Yuki Miyazawa 翔凜高等学校 千葉県

Uncle Matt ／ マットおじさん

11 3年 江上 瑚日夏 Kohina Egami 長崎県立諫早商業高等学校 長崎県

The Shape of a Family ／ 家族の形

12 2年 鑓水 星奈 Seina Yarimizu 清教学園高等学校 大阪府

“Koshoku” ／ 「こしょく」

13 3年 三木 まりな Marina Miki 関西学院高等部 兵庫県

What we take for granted ／ 当たり前ではないこと

14 2年 梶井 優美 Yumi Kajii 岡山高等学校 岡山県

Multiverse ／ 多元的宇宙

15 2年 西坂 　凜 Rin Nishizaka 大阪府立長野高等学校 大阪府

What is family? ／ 家族とは何か

16 3年 釣部 花織 Kaori Tsuribe 早稲田摂陵高等学校 大阪府

My Lunch Box: What helped me. ／ お弁当：私を救ってくれたもの。

17 3年 彭 　雪梅 Peng Xuemei 仙台育英学園高等学校 宮城県

F A M I L Y ／ か ぞ く

※ 全国28都道府県76校164名の応募者の中から書類審査で選出された17名。



審査員／特別来賓
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審査員

（順不同）

審査員長 ･･･････高 木　信 二（Shinji Takagi）
 　　大阪大学名誉教授
 　　現 国際通貨基金（IMF）独立評価室アシスタントディレクター
 　　ロチェスター大学大学院博士課程修了　経済学専攻

審査員 ･････････金 広文（Kwangmoon Kim）
 　　京都大学経営管理大学院准教授
 　　名古屋大学大学院博士課程修了　地圏環境工学専攻

審査員 ･････････横 井　幸 子（Sachiko Yokoi）
 　　大阪大学准教授
 　　ミネソタ大学大学院博士課程修了　第二言語・文化教育専攻

審査員 ･････････Robert Eldridge（ロバート・エルドリッヂ）
 　　エルドリッジ研究所代表
 　　Lynchburg College卒業　国際関係学専攻
 　　神戸大学大学院博士課程修了　政治学専攻

審査員 ･････････Vincent Lawlor（ビンセント・ロウラー）
 　　大塚製薬株式会社勤務
 　　University of Lethbridge卒業　経営学専攻 

特別来賓

（順不同）

中 山　泰 秀　　　衆議院議員・元外務副大臣

足 髙　將 司　　　大阪市会議員

山 本　晋 次　　　大阪市教育委員会教育長

藏 野　芳 男　　　公益財団法人大阪国際交流センター理事長



祝　辞 （順不同）
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　第19回 全国高校生英語スピーチコンテストへのご出場、誠におめでとうございます。
　家族の存在というのは、ともすれば当たり前になってしまいがちですが、人生の根幹になるも
のだと思います。
　本大会が皆様にとりまして、家族の大切さに気づき、感謝の想いを新たにする好機となります
ことを願い、この貴重な経験を胸に、未来へと飛躍されますことを祈念致します。

衆議院議員　　元外務副大臣　　ブリガム・ヤング大学ハワイ校客員教授
中 山　泰 秀

　本大会が、出場の皆様にとりまして、愛する家族の大切さ、そしてお互いを支えあう感謝の
気持ちを、改めて考える機会となりますことを願っております。
　また、自らの考えを英語で伝えることによって、多様化・国際化が進む社会で幅広く活躍で
きる力を養われますよう、心からのエールを送ります！

衆議院議員
高 市　早 苗

　第19回全国高校生英語スピーチコンテストへのご出場おめでとうございます。
　グローバル人材に求められる第一の能力は、世界の国や地域の人たちと相互に理解し、課
題を解決していくためのコミュニケーション・スキルです。目まぐるしく変化する社会の中で、
自分の意思を伝えるための語学力、特に英語力は、グローバル人材のベースとなります。
　若い高校生諸君が、世界を舞台に、「夢」と「志」を持ち、ご活躍されることを心から期待
しています。

衆議院副議長
川 端　達 夫

　全国高校生英語スピーチコンテストへのご出場おめでとうございます。
　私も東京大学ESS部に所属し、初の女性部長として英語の習得に励みました。
　その時の経験に触発されて外交官の道に進みました。英語は世界とのコミュニケーションツー
ルであり、英語能力の獲得は、自らの人生をより豊かなものにしてくれます。
　皆様が、世界で活躍されるグローバルな人材に成長されることを、心から期待しています。

参議院議員
松 川　る い

　皆さん　ようこそ大阪へ
　ブリガム・ヤング大学ハワイ校第１９回全国高校生英語スピ－チコンテスト全国大会へのご出
場おめでとうございます。
　出場者の皆さんは、今回の発表のテ－マを宝に、家族の大切さを心に、培われた英語力を活
かされ、グローバルな視点で、新たな世界に向けて夢を一歩踏み出されることを祈念します。
　そして、グルメ・歴史・エンタメ・おもちゃ箱のような街、大阪を充分楽しんで下さい。

大阪市会議員
足 髙　將 司

　第19回全国高校生英語スピーチコンテストへのご出場おめでとうございます。
　大会に出場されます皆さんにおかれましては、家族の大切さや家族の絆を強めることについ
て、皆さんの思いを発表いただくとともに、日頃より培ってこられました素晴らしい英語力を遺
憾なく発揮してください。
　この大会の経験が、世界へ飛び立つ契機になりますことを、心から期待しております。

京都府知事
山 田　啓 二



祝　辞 （順不同）
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　ようこそ大阪にいらっしゃいました。
　全国高校生英語スピーチコンテストへのご出場おめでとうございます。
  「Family（家族）」というテーマを通し、改めて家族の大切さに気づいた人も多いのではないで
しょうか。この貴重な経験を活かして大阪の地から世界へ、そして未来へと大きく羽ばたき、ご
活躍されることを期待いたします。

大阪市長
吉 村　洋 文

　ご出場おめでとうございます。
グローバルな現代社会で活躍するためには、これからも英語力とコミュニケーション力を磨くこ
とが大切です。
　そして異文化に対する理解力を高めていただくとともに、チャレンジ精神を持ち続けて、皆さ
んが大きく飛躍されることを祈念しております。

池田市長
倉 田　 　薫

　全国高校生英語スピーチコンテストへのご出場おめでとうございます。
　これまで培った英語力を遺憾なく発揮し、「Family」への想いを存分に表現してください。
　参加した皆さんが、このコンテストを通して得た経験を活かして、グローバル社会で活躍され
ることを期待しております。

大阪市教育委員会教育長
山 本　晋 次

　スピーチコンテストご出場おめでとうございます。
　国際社会では英語力に加え、異なる価値観を持つ人とのコミュニケーション力や、チャレンジ
精神・主体性といった幅広い能力が求められます。
　みなさんが、世界を舞台としてご活躍されることを期待しています。

公益財団法人大阪国際交流センター理事長
藏 野　芳 男

　全国高校生英語スピーチコンテスト出場者諸君
　全国大会出場、おめでとうございます。国際社会では、正確な英語を書き、英語で意見を
論理的に述べる能力が求められます。諸君の努力はスピーチコンテストで終わるわけではあり
ません。今後も、英語の能力をさらに完成させ、知識と人格を磨いていかれることを期待い
たします。

大阪大学名誉教授　　現 国際通貨基金（IMF）独立評価室アシスタントディレクター
高 木　信 二

　ご出場おめでとうございます。
　私自身、アメリカでの大学院生活、ニューヨークでの弁護士活動等を通して、英語が開く世
界への扉について理解しております。
　こうした機会が、みなさまにとって輝かしいグローバルアリーナへと向かう第一歩となること
を心より願っております。

大津市長
越　 　直 美

　全国大会へのご出場おめでとうございます。
  「家族」と一言で表現しても、一人ひとりにとって多様なカタチがあります。皆さんは、家族、地域
社会をとおして、社会で自らたくましく生きていくための知恵と力を学んでいかれることと思います。
　今回の英語での発表という貴重な経験を糧に、これからの国際社会へ飛躍していかれること
を期待しています。

箕面市長
倉 田　哲 郎



協賛各社団体 （順不同）

株式会社ドミノ･ピザ ジャパン

株式会社Book Smart

株式会社デンサン

NPO法人京都国際文化友好協会

JAEC日米教育協議会

フランクリン・コヴィー・ジャパン株式会社

富士電機産業株式会社

有限会社たくみ精密板金製作所

IMPACT PHOTOGRAPHICS,INC.

NPO法人国際教育研究会（IERS）

株式会社サニークラフト
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