
2021年度(第 18回) 

広島県高校生英語スピーチコンテスト募集要項 

◆趣旨 

福山大学では毎年広島県の高校生を対象に『広島県高校生英語スピーチコンテスト』を開催しており、

今年で第 18 回目を迎えます。このコンテストが広島県の高校英語教育の一助となり、国際的な視野と

優れた英語力を持った高校生が、自らの飛躍や夢を実現するきっかけになることを願っています。 

今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、スピーチ動画をご応募いただき、審査をします。

ぜひ多くの高校生の参加を期待します。 

 

◆応募期間 2021 年 11 月 1 日（月）～11 月 15 日（月）必着  

＊ただし、新型コロナ感染の状況によっては、この期間を変更することもあります。 

 

◆応募資格 広島県の高校に在学している高校生で、英語を母語としない者。 

◆テーマ（課題） 

『My New Normal』 ※スピーチは 5分とする。 

◆スピーチテーマの狙い 

Question 

How has the world changed? Have you personally experienced change? 

 

Explanation 

This year's theme is 'My New Normal'. As many people know, the phrase 'the new normal' comes from the 

new lifestyle elements and routines we have had to adopt with COVID-19. This theme can be interpreted 

widely. Under this theme, you may take the opportunity to think about experiences with COVID-19 and 

the effect it has had on the world, or about a personal change - in routine, lifestyle, thinking, or anything 

new in life. You may choose to talk about a ‘new normal’ from your own life, or something you have seen, 

heard or read about from around the world. How has life changed? What is your new normal? Please share 

experiences of change, or your ‘new normal’.  

 

Why ‘My New Normal’? 

COVID-19 has changed the world. As a result of the pandemic, many aspects of daily life including the way 

we eat, shop, learn, communicate and celebrate have changed. These changes have had a great impact on 

global society, and individuals have felt these changes in different ways. While many people are dealing 

with great loss or disappointment, some people have found a new life in the online environment or in a 

new routine. Examining how COVID-19 has affected people all over the world allows us to consider the 

impact it has had and can also shed light on some of the positive and negative stories that have come out of 

the pandemic.  

 

Even without the influence of COVID-19, we are always experiencing change. New environments, new 

schools, new activities, new friends and new ways of thinking are happening around us and within us all 

the time. These experiences set us on new paths, giving us new routines, or ‘my new normal’. Sometimes 

this ‘new normal’ is a result of something we have done to change ourselves, sometimes a result of things 

changing around us and sometimes something that happens naturally with age and time.  

 

 



◆応募方法 

 学校単位で取りまとめの上、必要書類を応募期間内にご提出ください。 

※一校あたりの応募者数は原則として３名以内とさせていただきます。 

 提出物 提出方法 注意点 

① 
参加申込書 

（所定様式） 

簡易書留もし

くは、宅配便で

送付 

下記②、③及び④を同封してください。 

② スピーチ動画 

USB、CD また

は、DVD に保

存し、①と併せ

て送付 

＊保存名は「提

出物名+高校名

＋氏名」にして

ください。 

・スピーチ動画は編集しないでください。 

・スマートフォンで撮影する場合は、画面を横にして下さい。 

・アスペクト比は 16：9 を推奨します。 

・USB 等は返却しません。 

・郵送時の破損についての責任は負いかねます。 

・再生できない場合は連絡をします。 

③ 自己紹介文 英語 100 語程度 

④ スピーチ原稿 
Word ファイルを利用 

提出後の軽微な修正は可能 

 

◆応募上の注意 

①応募されたスピーチ原稿の著作権は、主催者に帰属します。 

 ②発表者の氏名及び在籍学校名を報道機関に発表するとともに、写真を本学のホームページ及び広報

誌（学報）等に掲載します｡ 

 

◆審査基準 

スピーチの審査は、スピーチ内容、スピーチテーマとの整合性、英語の表現力、態度などから総合的

に行います。なお、原稿の棒読みは減点となりますのでご注意ください｡ 

 

◆表彰ならびに参加賞 

最優秀者には優勝賞品を授与します。優秀者他にも副賞を授与します。スピーチを多面的に評価し、

できるだけ多くの参加者を表彰する予定です。12 月中旬までに審査を行い、その後賞状及び副賞は、

各高等学校へ郵送します。ただし、新型コロナ感染の状況によっては、審査時期、郵送時期を変更す

ることもあります。 

 

主 催：福山大学 

後 援：広島県教育委員会、福山市教育委員会、ふくやま国際交流協会 

協 賛：福山商工会議所、福山松永ライオンズクラブ、松永ロータリークラブ 

 

◆ご応募・お問い合せ先：福山大学学務部国際交流課 

    〒729-0292 福山市学園町１番地三蔵 

    電話：084-936-2111（代）または 084-936-1672（直通）  

 FAX ：084-936-2021 E-mail: int@fukuyama-u.ac.jp  URL: https://www.fukuyama-u.ac.jp/  
 
◆その他 
 ①スピーチ原稿の軽微な変更について。コンテストではスピーチ原稿をあらかじめ提出して頂きますが、

毎年原稿を一字一句間違わずに読む事に主眼が行きすぎ、原稿の棒読みになる方がおられます。原稿
に大きな変更がある場合は発表までに差し替えをお願いしていますが、軽微な変更は可能ですので、
できるだけ心のこもったスピーチを心がけていただくようお願い申し上げます。 

 ②ご希望の方には、コンテストの参加証明書や受賞証明書を発行いたします。大学進学時の AO 入試や

推薦入試などにご利用いただいています。 
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