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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　
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　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、2017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。

■ 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：	政治学博士。
 1968年米国ニュージャージー州ウォール生まれ。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、在沖縄米海兵隊政務外交
部次長を務め、東日本大震災の際にはトモダチ作戦の立案に携わる。現在は、エルドリッジ研
究所代表など。

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）（～15：40）
講演会（～15:30）

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

16：10 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 １年 中村 美咲 Misaki Nakamura 南山高等学校女子部 愛知県

Does family require a blood relationship? ／ 家族に血縁関係は必要なのか？

2 １年 白川 剣都 Kent Shirakawa 茨城県立竹園高等学校 茨城県

The Meaning of Family ／ 家族の意味

3 3年 榎本　 楓 Kaede Enomoto 実践女子学園高等学校 東京都

Family and expression of emotion ／ 家族の関係と感情の表現

4 1年 金鶴 晴香 Haruka Kanazuru 学習院女子高等科 東京都

Family ties ／ 家族の絆とは

5 2年 倉田 唯衣 Yui Kurata 長野県屋代高等学校 長野県

A House Is Not a Home ／ 家 ～家族の絆を育てる場所～

6 1年 森川 祐羽 Yu Morikawa 札幌聖心女子学院高等学校 北海道

Grandpa, I know. ／ おじいちゃん、私はわかってるよ。

7 2年 ウメール モハメド Umair Muhammad 富山国際大学付属高等学校 富山県

Helping Each Other in Japan ／ 日本での一緒に助け合い

8 1年 松原 千夏 Chinatsu Matsubara 埼玉県立不動岡高等学校 埼玉県

Our Dream ／ 私たちの夢

9 1年 高杉 真那伽 Manaka Takasugi 洗足学園高等学校 神奈川県

Dinner for One ／ 定員１名の夕食

10 1年 合屋 智尋 Chihiro Goya 洛南高等学校 京都府

God Bless Rice Balls! ／ おにぎり、万歳

11 3年 吉田 はな Hana Yoshida 兵庫県立神戸商業高等学校 兵庫県

The Importance of Appreciation ／ 感謝の重要性

12 2年 野元 友里花 Yurika Nomoto 神戸女学院高等学部 兵庫県

Family is my foundation ／ 家族 ―私の基盤―

13 2年 三橋 理名 Rina Mitsuhashi 四天王寺高等学校 大阪府

What made me who I am? ／ どうして今の私があるのだろう

14 1年 吉瀧 花美 Hanami Yoshitaki 兵庫県立猪名川高等学校 兵庫県

Let’s Talk More with Family. ／ もっと家族と話そう

15 2年 硴塚 悠太 Yuta Kakitsuka 関西大倉高等学校 大阪府

How My Rebellious Stage, My Hankou-ki, Ended ／ 「反抗期」終了

16 2年 吉川 ひかり Hikari Yoshikawa 奈良県立高田高等学校 奈良県

My Father ／ 私のお父さん

※ 全国23都道府県66校159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

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
 　　米国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 ･････････横 井　幸 子（Sachiko Yokoi）
 　　大阪大学准教授
 　　米国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 ･････････Cindy Qinqin Chen（シンディ・シンシン・チェン）
 　　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

特別来賓

（順不同）

中 山　泰 秀　　　衆議院議員・前外務副大臣

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　　　大阪国際交流センター理事長



祝　辞	（順不同）
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　第18回 全国高校生英語スピーチコンテストへのご出場、誠におめてとうございます。
　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　　前外務副大臣　　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！

総務大臣　　衆議院議員
高 市　早 苗

　第18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。
　英語力の向上は、教育界のみならず産業界など様々な分野に共通する喫緊の課
題です。自らの考えを英語で伝える力を養い、世界に目を向け、自らの可能性を追
い求めることは、グローバル社会の中で、貴重な経験になると思います。
　参加者をはじめとする高校生諸君が、世界を舞台に今後ご活躍されることを期待
いたします。

衆議院副議長　　元文部科学大臣
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18回全国高校生英語スビーチコンテスト全国大会
の開催おめでとうございます。
　出場者の皆さんは、今回の発表のテーマを宝に、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
ことを願います。

大阪市会議員
足 髙　將 司

　全国大会への御出場おめでとうございます！
　本大会のテーマは「家族」。皆さんは応募されるに当たり、大切な家族について改め
て考え、見つめ直されたことでしょう。その中で、様々な気づきや発見があったので
はないでしょうか。本日はその思いを存分に表現され、聴く人の心を打つ素晴らしいス
ピーチを御披露ください。
　この貴重な経験を生かし、皆さんが未来へと大きく羽ばたかれることを心からお祈
りしています。

京都市長
門 川　大 作



祝　辞	（順不同）
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　ご出場おめでとうございます。
　国際交流においてコミュニケーションを図るためには、英語力と自己表現力を磨くこ
とが重要です。
　スピーチコンテストの経験を生かして、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

　全国大会に出場されるみなさん、ご出場おめでとうございます。
　テーマである「家族」は、みなさんそれぞれの原点となるものです。これまで育んで
くれた家族の大切さや家族の絆を深めることを考えることは、とても大切なことです。
その家族への思いを英語で表現し、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

　ご参加の皆さまこの度はおめでとうございます。
　簡単のようで難しい「家族」というテーマ…
　思いをストレートに伝えるそれぞれのスピーチ、何とも素晴らしいです！
　英語ですと、より直接的に伝わるところを上手に盛り込み、心に響くスピーチ…
　これを機に今後のインターナショナルなご活躍を楽しみしております。
　As they say,  go break a leg! 

西田 ひかる

　全国高校生英語スピーチコンテストへの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、このコンテストで切磋琢磨した経験を活かして、国際社会で
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

　第18回全国高校生スピーチコンテストご出場おめでとうございます。
　これまでの学びの中で培ってきた英語力を生かして家族への思いを存分に表現して
ください。
　みなさんが、将来、日本の魅力を紹介できる教養と品格を身につけ、世界を舞台に
ご活躍さ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
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



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

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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