
第 57 回全沖縄高等学校英語弁論大会実施要項 
 

 

1. 趣 旨 ： 沖縄県の高校生に、これまでに習得した英語を駆使して自己の考えを発表する機会を与え、英 

                語運用能力の向上を目指す。 

 

  2. 主 催 ： 沖縄県高等学校文化連盟、沖縄県高等学校英語教育研究会 

 

  3. 後 援 ： 沖縄県教育委員会（申請中） 

 

4. 協 賛 ： 沖縄時事出版、カシオ計算機株式会社 

                  

5. 実施方法： 予選－沖縄県立総合教育センターにて、対面で発表、審査を行う。 

            本選－同 上 

          ※大会当日の会場への入場は、弁士１名につき担当教諭１名のみとする。 

※新型コロナウイルス感染症の蔓延状況によっては動画審査へ変更となることもある。その場合は

申し込み担当者に本大会用に作成される Teams でお知らせします。 

 

6. 審査期日： 予選 令和 4 年 9 月 22 日(木)    9:00～  受付（指定された時間までに受付をする） 

                                            発表順番決定後に申し込み担当者に連絡します。 

9:30～   予選（対面で実施） 

         本選     同   日            13:30～  本選 開会式（対面で実施） 

 

             ※ 全ての審査結果は、高英研の HP にて発表する。              

           ※ 入賞盾、賞状を入賞者に授与し、参加証明書を参加弁士全員に発行する。 

 

  7. 参加資格： (1) 県内の高校に在籍し、学校長の推薦を受けた者１校 2名までとする。 

              １名は第 1部〈
※
海外等の経験のない者〉、もう１名は第 2部〈海外等の経験のある者〉へ 

              参加とする。どちらかに 2名を参加させることはできない。 外国籍の生徒も参加できる。 

              第 1 部参加者については、当該学校長は推薦の際、参加資格に抵触しないことを証するも 

              のとする。（※海外等の経験についての細かい規定は「18．海外経験」に記載） 

            (2) 海外からの留学生は参加できない。また米軍基地内の学校のように、外国の学校に在籍す  

  る生徒も参加できない。 

  

  8. 論 題： 自由（今大会用だけに作成された未発表のオリジナル原稿による prepared speech） 
 

9. 弁論規定： (1) 発表の制限時間は４分３０秒～５分３０秒以内とする。 

              ４分３０秒に満たない場合、または５分３０秒を超えた場合は、減点する。 

 

                     (2) 本選第２部の Questions & Answers は発表の時間には含めない。  

 

                        

 

 

 

 (3) 原稿提出後の内容変更は審議の対象とする。また、発表の際原稿を読んでいると判断された 

場合は、Deliveryで減点されることがある。 

 

超えた場合        ペナルティ 

0 秒～15秒       5 点減点  

16秒～30秒       10点減点 

31秒以上          15点減点 

 

 

 

 

満たない場合       ペナルティ 

0秒～15秒             5点減点 

16秒～30秒        10点減点 

31秒以上             15点減点 

 

 

 

 



  10. 審査規定： エントリーが多数の場合には予選を経て決勝を行う。 

              予選： 弁士を海外経験のあるなしで第 1 部(海外経験なし)、第 2 部(海外経験あり)の 2 つのパート 

                に分け予選を行う。予選の発表順序等については、原稿締め切り後本部抽選を行い決定             

                する。得点を考慮の上、審査員が総合的に評価し、本選進出者は第 1 部，第 2部の参加    

                人数の割合に応じて、最大 10 名を決定する。 

              本選： 第 1 部、第 2 部に分けて行う。各弁士の得点を考慮の上、審査委員が総合的に評価し、順    

                     位をつける。併せて第３２回九州地区高等学校英語スピーチコンテスト 11月 5日（土） 

（大分県：九州地区英語教育研究団体連合会主催）への派遣弁士（各パートの最優秀賞各

１名の計２名）の選出も兼ねる。 
                      

  11. 審査基準： 英 語    English  30 点   

 態 度     Delivery  20 点    

                    内 容                  Content        50 点   ※全国高校英語弁論大会審査基準に準じる。 

対 話        Questions & Answers  15 点   ※第２部のみ Q&A(Interaction)を実施。 

 

  12. 審 査 員： 本選・予選ともにネイティブスピーカーを含む 3 人の審査員が審査を行う。 
               

  13. 表 彰： (1) 各第 1 部、第 2 部の入賞者には下記の通り、賞状、賞品を授与する。 

                   最優秀賞     1 名 

優 秀 賞     1 名 

                 優 良 賞            1 名  
             

  14. 申込方法： PDF形式で電子メールにて以下の書類を提出し、大会参加費を納入する。  
 

     (1) 提出書類：   (a) 参加申込用紙   1名につき 1部（公印押印） 

                               (b) 英語の弁論原稿（A４白紙、縦置き）－※下記「19. 提出弁論原稿書式」を参照  

 

 

  

      

 

 

 

      (2) 大会参加費： １人につき 3,000 円（入賞盾、賞状、参加証明書発行費用）   

            

 

     
      

15. 締 切：   書類提出：令和 4 年 9 月 9 日（金） (23:59) ※提出後は原稿の変更は一切できません             
                  支払い期限：令和 4年 9月 9日（金） 振り込み名義は、学校名でお願いします。    
  

  16. 大会当日提出書類： (a) 「沖高英研ホームページに掲載する個人情報使用について」1名につき 1部 

                       (b) 「同意書」1 名につき 1部 

                       ※「沖縄県立総合教育センター新型コロナウイルス感染症等予防マニュアル」              

                  「Covid-19 等感染拡大防止対策に係る周知・協力願い事項」を遵守すること。 

                (c) 「健康状態申告書」１名につき１部 

                     (d) 「大会参加事前確認書」各校につき１部 

振込先：琉球銀行 諸見支店（店番 507） 普通：0499838 

           沖縄県高等学校英語教育研究会 会長 宮城 保 

書類提出先：E-mail address：makichik@open.ed.jp  

          （小禄高等学校 英語科 萬木 ちあき）      

           電話番号： 098-857-0482（小禄高校進路部直通） 

問い合わせ先：同上 

申込締め切り後、各校担当者をメンバーとした英語弁論大会の Teamsを作成

し、大会に関する連絡や確認を行います。 

mailto:makichik@open.ed.jp


  17. 著作権について：   

       (1) 作品等の著作権について 

       本大会（コンテスト）での発表作品等の著作権、映像等の肖像権および著作権は全て沖高英研で保持す       

       る。これら全ての著作物は沖高英研のウェブサイト等に使用されることがある。また元来の著作者であって    

       も使用の際には沖高英研の許諾を得る必要がある。さらに映像等の使用について相当の理由がある場     

       合は、事前に その旨申し出ることで使用の中止を求めることができる。 

 

     (2) 各著作物の取り扱いについて 

       沖高英研は以上の著作物については沖縄県内および日本国内の高校英語教育の発展に寄与するため    

       のみに使用し、いかなる場合でも営利目的での使用を否定する。 

 

  18. 海外等の経験： 

       (1) 満５歳の誕生日以後に、通算 1年以上または継続して６ケ月以上、英語圏（英語を第一言語、または公    

          用語、または公用語に準ずる言語として使用する国、地域）に居住した者。 

 ※英語圏詳細については全英連ホームページを参照すること。 
           参照 URL： http://www.zen-ei-ren.com/wp/file/a16431c14cf24adfed05af3ac135cbb8-1.pdf 

(2) 日本国内、海外を問わず、６ケ月以上、英語以外の教科に関し、実態として英語による教育を行ってい  

   る学校（アメリカン・スクール、インターナショナル・スクール、または授業科目の半分以上を英語で教育  

   を行っている学校を含む）の教育を受けたことのある者。 

(3) 満５歳の誕生日以後に、保護者または同居親族に、英語を母語とする者、もしくは英語圏出身の者がい 

   る場合。 

   

  19. 提出弁論原稿書式： 
 

   (1) 上下左右の余白： 各 20ｍｍ 

   (2) 文字数と行数： 文字数 40字 行数 40行 

   (3) フォント： Century 12 pt 

   (4) その他： 各段落の行頭は、インデント半角空白×4 

 

原稿レイアウト 

 

（原稿用紙サンプル） 

タイトル（英文） 

                                        

                                              学校名（英） 

                                               氏 名（英）FAMILY NAME given name 

 

 

 

本  文 

 

＊英語弁論大会の要項、ルール、その他の資料は、以下の URLからダウンロード可能です。       

 

   沖高英研ホームページ URL : okikoeiken.org 

   

   

 

 

http://www.zen-ei-ren.com/wp/file/a16431c14cf24adfed05af3ac135cbb8-1.pdf


20. その他： 

       (1) 大会当日は、予選の開会式は行わないが、本選の開会式および閉会式は開催し最終結果発表および

表彰を行う。 

    (2) 弁士は、受付を２つ前の発表者の発表時間までに済ませる。1番目の弁士は、９時 10分までには受

付を済ませる。 ※下記参照－例：５番目の弁士は、9:50 までに受付を済ませる。 

         (3) 当日の各参加校からの参観者は、申し込み用紙に記載されている指導教諭１名（出場弁士１名につき）

のみとする。 

(4) 他校弁士の発表の参観を可とする。コロナ感染拡大の状況によっては、各会場への入室の人数に制限

を設ける場合もある。その際は事前に英語弁論大会 Teamsで連絡する。  

       (5) 大会当日は、自校の生徒の発表の撮影を許可する。また、全ての発表は主催者によって動画撮影され

る。 

         (6) 他校の弁論スクリプトは、今後の指導に活用できるように大会終了後英語弁論大会用の Teamsにアップ

ロードする。 

 

  ※受付時間参考例（２年前の大会のスピーチオーダー）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entry 学校名 弁士名前 学年 性別 英文タイトル 日本文タイトル

9:30 1 具志川 榮野川　新菜(ENOKAWA Nina) ３ 女 What woke me up 私を目覚めさせたもの

9:40 2 コザ 赤井　咲彩(AKAI Saaya) １ 女 What is "equality"? 平等とは？

9:50 3 浦添工業 新垣　砂音(ARAKAKI Shannon) １ 女 Living with HSP HSPと共に生きる

齋藤　実咲キャンテール

(SAITO Misaki Kanttel)

10:10 5 那覇国際 前田　祐佳(MAEDA Yuka) ３ 女 Changing Mindsets 思考態度を変えよう

10:30 6 向陽 脇　詩音(WAKI Shion) ３ 男 Diversity Without Education is Dangerous 教育から生まれる多様性

10:40 7 開邦 城間　花音(SHIROMA Kanon) ３ 女 In a Gentle Way You Can Shake the World 世界を変える力

10:50 8 那覇 大城　希志穂(OSHIRO Kishiho) ３ 女 Perfect to Me 私にとっての「完璧」

11:00 9 沖縄尚学 ボルトン　ジョージ(BOLTON George) １ 男 Euthanasia 安楽死

11:10 10 球陽 キー　円花(KEYE Madoka) ２ 女 The Race to be an Equal Human 平等な人であるために

11:20 11 那覇西

運天　ガートレル　ジャスミン　彩

(UNTEN Gartrell,Jasmine Aya) 1 女 Racial Discrimination And How To Prevent It 人種差別とその防ぎ方

第55回全沖縄高等学校英語弁論大会スピーチオーダー

Be Yourself 自分らしくありのままで10:00

　　★★★　10-minute Break　★★★　換気および除菌

２部

4 北谷 １ 女



 

Rules for the Speech Contest (2022) 
 

(1) Speeches must be finished within five minutes and thirty seconds and should be longer  

than four minutes and twenty-nine seconds; if not, some points will be deducted from the 

sum of the total scores of all judges. The details are as follows. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

(2) Speakers are not allowed to read manuscripts during their speeches. They are asked to  

memorize their speeches. If speakers read aloud the speech script, they will be penalized. 

Some points will be reduced from the delivery category (20 points). 
       

(3) In the final round, if speakers are not present when their names are called, they will  

automatically forfeit their right to speak in the contest. 

 

(4) Winners will be decided by the decision of the judges’ panel. 
 

(5) Prizes: 1st prize for 1 person (out of each group)  

                                   2nd prize for 1 person (out of each group)  

                                   3rd prize for 1 person (out of each group)  

         

         Students who get the 1st prize in each group will be sent to All Kyushu Area 

English speech contest, which is to be held in Oita on 5th of November. 

 

(6) The standard for judging is as follows:  

 

Division 1 - Content (50points) English (30 points) Delivery (20 points)  

Total 100 points 

Division 2 - Content (50points) English (30 points) Delivery (20 points)  

Q & A (Interaction)(15 points) Total 115 points 

 

※ The same standard for judging will be applied to both the preliminary and the final 

round.  

※ Please see the judging sheet in detail.  

 

 

 

 

 

Over 5 minutes and 30 seconds penalty 

1 second   ～ 15 seconds        5 points reduced 

16 seconds ～ 30 seconds        10 points reduced 

31 seconds and more             15 points reduced 
 

 

Under 4 minutes and 30 seconds penalty 

1 second   ～ 15 seconds         5 points reduced 

16 seconds ～ 30 seconds       10 points reduced 

31 seconds and more            15 points reduced 
 

 



The 57th All Okinawa Senior High School 

English Speech Contest Judging Sheet  

 

School 

 

 

 
 

Date：    

 

Ｎｏ. 

 

     ＮＡＭＥ 

 

           ＴＩＴＬＥ 

 

   

 

 ENGLISH (30 points) 

 

Very Good   Good       Fair       Poor     Very Poor 

 

 Points 

  

Intelligibility (Pronunciation / Prosody) 

  

 

  20      16      12       8       4 

 

Grammar and Usage 

 (Appropriate language and Word choice)       

 

  10       8       6       4       2 

 

 

DELIVERY (20 points) 

 

Very Good   Good       Fair       Poor     Very Poor 

 

Points 

  

Voice / Speed / Pause 

 

 10       8       6       4       2 

 

 

Posture / Eye contact 

 

  10       8       6       4       2 

 

 

 CONTENT (50 points) 

 

Very Good   Good       Fair       Poor     Very Poor 

 

 Points 

 

Choice of Topic 

 

  10       8       6       4       2 

 

 

Organization / Coherence / Discourse 

 

  20      16      12       8       4 

 

 

Reasoning / Analyzing 

 

  20      16      12       8       4 

 

Division 2 only 

Questions & Answers (15 points) 

 

Very Good   Good       Fair       Poor     Very Poor 

 

 

Appropriate response 

 

5       4       3       2       1 

 

 

content 

 

10       8       6       4       2 

 

Time Deduction Total Score Final Score Rank 

  D 1: 

        / 100 

D 2: 

         / 115 

  

Comments:  

 

 

 

Signature:  

 


