
2022 年度(第 19 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 19 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。ぜ

ひ多くの高校生の参加を期待します。 
 

◆応募締切 2022 年 11 月 30 日（水）必着  

＊ただし、新型コロナ感染の状況によっては、この期限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） 

『Participating in Government』 ※スピーチは 5分とする。 

◆スピーチテーマの狙い 

Questions: 
What do you think about young people voting? What modern problems could be solved by listening to the 
voices of young people? 
 
Explanation: 
The theme this year is ‘Participating in Government’. This year, the voting age in Japan has been lowered 
from 20 to 18. For the first time, high school-aged people in Japan are eligible to vote. Now that young 
people have this opportunity, what changes do you think will happen? Is it a good thing or a bad thing? 
Should everyone be required to vote? How can you become involved in improving Japanese society?  
 

Why ‘Participating in Government’ 
When a country lowers the voting age of its citizens, it gives a voice to younger people. Some countries 
have compulsory voting, but Japan does not. Many Japanese people consider it their civic duty to vote in 
elections. Is voting a privilege, a right, or a requirement? If everyone participated in an election, political 
campaigns may change, and different strategies may be utilized to change the opinions of the voters.  
 
High school-aged people spend many hours sitting in classrooms learning how to become good future 
workers and citizens of society. There are various social, economic, and civil issues that can now be voted 
on by these young people. However, some young voters may be vulnerable to the influence of their peers or 
teachers. It may be too much pressure for an 18-year-old to vote on an issue they have not learned about. 
Examining how young people feel about the voting age allows us to consider the topic from their 
perspective. 
 
Additionally, there are modern problems which affect the country and the world. Young people have grown 
up with technology, the internet, and social media. They are equipped with unique experiences and 
knowledge of problems in the modern world. As the Japanese population ages, it may be important for new 
ideas to combine with older wisdom. It is possible for young people to become involved in society to create 
solutions for these problems. 



◆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） 

USB、CD、DVD に

保存して簡易書留

もしくは宅配便で

送付 
＊保存名は「提出物名

＋高校名＋氏名」にし

てください 

下記②、③及び④を同封してください。 

② スピーチ動画 

・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 等は返却いたしません 
・送付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 
スピーチ動画は編集はしないでください。編集が明らかとな

った場合は、確認の上、参加を取り消します。 
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、1 月中旬に大賞等受賞者

の授与式を行う予定です。参加賞及び副賞は、各高等学校へ送付します。ただし、新型コロナ感染の

状況によっては、審査時期、授与式、送付時期を変更することもあります。 
 
主 催：福山大学 
 
◆応募・問合せ先： 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: http://www.fukuyama-u.com  

 

◆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。 

mailto:int@fukuyama-u.ac.jp
http://www.fukuyama-u.com/

