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第20回 全国高校生
英語スピーチコンテスト
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                家族（Family）テーマ ・・・・・・・・

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　
みくに国際学園　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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■ 審査員協議の間に以下の講演会が行われます。
 講　　師：ロバート・D・エルドリッヂ氏
 テ ー マ：「世界の中の日本 ～これからの若者に願うこと～」

講師紹介：1968年生まれ。エルドリッジ研究所代表。政治学博士。米リンチバーグ大学卒業後、神戸大学大
学院にて日米関係史を研究。大阪大学大学院准教授（公共政策）を経て、在沖縄米海兵隊政治顧
問として東日本大震災の後のトモダチ作戦の立案に携わる。

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。

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）
講演会（～15：30）
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 佐藤 　愛 Ai Sato 東奥義塾高等学校 青森県

Oden Ingredients ／ おでん

2 2年 野村 明日美 Asumi Nomura 鎌倉女学院高等学校 神奈川県

Conflict Is Not Always Bad ／ より良い家族を作るには

3 1年 高砂 清太 Seita Takasago 近畿大学附属高等学校 大阪府

What is the worst and what is the best for the parents? ／ 両親にとって何が最悪で、何が最高か

4 1年 大和 果鈴 Karin Owa 晃華学園中学高等学校 東京都

My Turn to Choose ／ 次は私の番

5 1年 永坂 綾菜 Ayana Nagasaka 南山高等学校女子部 愛知県

The True Family ／ 本当の家族

6 1年 大森 琴未 Kotomi Omori 神戸国際高等学校 兵庫県

Say “Thanks!” to Your Family! ／ 「ありがとう」を言葉に

7 2年 村田 楓華 Fuka Murata 富山国際大学付属高等学校 富山県

A Miracle ／ 奇跡

8 2年 長岐 明香里 Akari Nagaki 神戸女学院高等学部 兵庫県

Love Knows Not Distance ／ 離れていても愛は育つ

9 2年 宮川 柚果 Yuzuka Miyagawa 大阪府立生野高等学校 大阪府

Life is a Gift ／ 命は贈り物

10 1年 井上 咲季 Saki Inoue 大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎 大阪府

Why is Family So Special? ／ 家族はトクベツ。でもどうして？

11 1年 野中 萌々南 Momona Nonaka 国府台女子学院高等部 千葉県

Mr. incredible dad ／ 自慢の無敵なお父さん

12 2年 安芸 優人 Yuto Aki 広島学院高等学校 広島県

A living mummy ／ 生きるミイラ

13 2年 永﨑 勇汰 Yuta Nagasaki 立教新座高等学校 埼玉県

My Cute Baby ／ マイ・キュート・ベイビー

14 2年 豊田 真菜 Mana Toyoda 沖縄尚学高等学校 沖縄県

Unconditional Love ／ 無償の愛

15 1年 百武 ひなた Hinata Hyakutake 福岡県立香住丘高等学校 福岡県

Just Two Things ／ たった2つのこと

16 2年 中村 理乃 Rino Nakamura 富山国際大学付属高等学校 富山県

A Man from Korea ／ 韓国から来た一人の男性

※ 全国24都道府県60校136名の応募者の中から書類審査で選出された16名。



審査員／特別来賓
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審査員

（順不同）

審査員長 ･･･････津 田　信 男（Nobuo Tsuda）
 　　甲南大学教授
 　　ブリガム・ヤング大学ハワイ校卒業
 　　ブリガム・ヤング大学プロボ校大学院修士課程修了　英語教授法専攻
 　　アーガシー大学博士課程修了　教育学専攻
 　　ETS公認 Toefl iBT トレーナー

審査員 ･････････ジェレミー・セツ（Jeremy Sit）
 　　大阪市経済戦略局立地推進部国際担当 国際交流員

審査員 ･････････ Jason Good（ジェイソン・グッド）
 　　株式会社BookSmart　代表取締役社長

審査員 ･････････Vincent Lawlor（ビンセント・ロウラー）
 　　製薬会社勤務

特別来賓

（順不同）

中 山　  泰 秀　　　外務委員長　衆議院議員

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

内 本 美 奈 子　　　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20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。

外務委員長　　衆議院議員　　ブリガム・ヤング大学ハワイ校客員教授
中 山　泰 秀

　ご出場の皆様にとりまして、御家族や御先祖様への感謝の心とともに、熱い思いを英語ス
ピーチに込める素晴らしい大会になることと存じます。
　皆様が、グローバルな視点とともに、先見性を身につけ、輝かしい未来を切り拓いていかれ
ますことを期待し、エールを送ります！

衆議院議員
高 市　早 苗

　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。
　大阪府では世界で活躍するグローバル人材の育成に取り組んでいます。
　次の世代を担う若者の皆さんが、英語力やコミュニケーション力を身につけ、世界の人々や文
化と交わり、グローバルな舞台で活躍されることを大いに期待しています。

大阪府知事
松 井　一 郎

　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

　第２０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。
　同じ舞台に立つ全国の仲間たちが、「家族」をどうスピーチするか、英語力だけでなく、文章
力、表現力など、大いに刺激を受けてください。そして、日頃の練習の成果を存分に発揮し、み
なさんの家族への思いを伝えてください。
　今回の経験を活かし、これからのグローバル社会でご活躍されることを心から期待しております。

滋賀県知事
三 日 月　大 造

　第20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
西 脇　隆 俊

　皆さん　ようこそ大阪へ
　ブリガム・ヤング大学ハワイ校第20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



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

　節目の第20回大会への御出場，誠におめでとうございます。
　今回の御応募に当たり，皆さんは御自身の家族に改めて思いを寄せられ，感謝の気持ちを新
たにされたことでしょう。本日は会場にお越しの御家族や聴衆の皆さんに，その思いをしっかり
と伝えてください！
　皆さんがこの貴重な経験を糧に，将来，英語で自らの考えを表現できる「真の国際人」へと成
長されることを願っています。

京都市長
門 川　大 作

　全国高校生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。
　スピーチコンテストの経験を活かして、グローバル社会で活躍する日本の若者のひとりとして
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」について皆さんの考え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、グローバル社会で大いに活
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へのご出場おめでとうございます。
　国際社会の中で、英語で自分の考えを述べ、コミュニケーションが図れることは、とても重要
なことです。みなさんが、この機会を大切にし、更に幅広い知識、経験を身につけ、今後の日本
や世界を担う人材として羽ばたかれることを大いに期待しています。

公益財団法人大阪国際交流センター理事長
内 本　美 奈 子

　ご出場おめでとうございます。
　大会では、これまでに培った英語力を用いて、家族の大切さや日頃の感謝の気持ちなどを存
分に表現してください。
　大会に向けた英語の習得や多くの方々との出会いは、皆さんの人生をより豊かにしてくれるこ
とと思います。
　この貴重な経験が皆さんの将来の夢に繋がることを心から期待しております。

堺市長
竹 山　修 身

　全国大会へのご出場おめでとうございます。
　身近にあって気づきにくいかも知れない「家族」ですが、私たちそれぞれの人生のベースとなっ
ているものです。そして、今、多感な時期にあるみなさんが、これから生きていくためのしなや
かな強さを育む場でもあると思います。
　その家族への想いを英語で表現し、発表することは貴重な経験になると思います。みなさん
のご健闘をお祈りしています。

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.

みくに国際学園

株式会社サニークラフト
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