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東京 2020 高校生英語スピーチコンテスト募集要項 

 

 「平和の祭典」とも称されるオリンピック競技大会。2020 年の東京オリンピック・パラリンピ

ック競技大会においても、国連総会における大会期間中の休戦にかかる決議や、アスリートが平

和への祈りをこめて署名することができるムラール（壁）を選手村内に設置するなど、平和へ向

けた様々な取組を予定しています。 

 公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会（以下「東京 2020」）は、

高校生の皆様に、「平和の祭典」としてのオリンピックやスポーツの持つ力について自ら考え、自

らのことばで世界に発信するきっかけとしていただけるよう、東京 2020 高校生英語スピーチコ

ンテスト（以下「本コンテスト」）を実施します。 

 

1 大会名称 

 東京 2020 高校生英語スピーチコンテスト 

 

2 主催等 

 主催：公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会（東京 2020） 

 共催：イー・エフ・エデュケーション・ファースト・ジャパン株式会社（EF 社） 

 後援：文部科学省 

 

3 募集対象 

 （個人賞）高等学校等に在籍している生徒 

 ※ 中等教育学校の高等学校段階及び特別支援学校の高等部の在籍者等を含みます。 

 ※ なお、海外の日本人学校の生徒、英語を第一言語とする生徒並びに英語圏の海

外留学又は在住経験が通算で 2 年以上ある生徒は対象外とします。 

 

 （学校賞）「ようい、ドン！スクール」である高等学校等 

※ 中等教育学校の高等学校段階及び特別支援学校の高等部等を含みます。 

※ 海外の日本人学校は対象外とします。 

※ 本コンテストへの応募と同時に「ようい、ドン！スクール」へ申請いただくこ

とも可能です。「ようい、ドン！スクール」の詳細や申請方法は下記 URL からご

確認ください。 

 

  【東京 2020 教育プログラム特設サイト】 

https://education.tokyo2020.org/jp/teachers/authorization/ 

https://education.tokyo2020.org/jp/teachers/authorization/


4 募集テーマ 

 「平和な世界に向けてスポーツの果たす役割」 

 

5 制限時間 

 3 分以上 5 分以内 

 

6 応募方法等 

(1) 個人賞への応募 

ア 提出物 

・上記 4 のテーマに基づく、参加者本人によるスピーチ動画 

イ 提出方法 

① 参加者本人によるスピーチ動画を、YouTube にアップロード 

② アップロードした URL と応募者情報等を応募フォームから登録 

     ※応募フォームは、2019 年 9 月 2 日（月）10 時に、東京 2020 教育プログラム特設サ

イト「TOKYO 2020 for KIDS」（https://education.tokyo2020.org/jp/）内に開設予

定です。 

※ 応募フォームへは、下記(3)に規定する応募期間中のみご登録いただけます。 

     ※YouTube へのアップロード方法に懸念、質問等がある場合、「11 お問い合わせ先」

まで連絡してください。 

(2) 学校賞への応募 

ア 提出物 

   ・「東京 2020 高校生英語スピーチコンテスト応募用紙（学校賞）」【別添 1】 

   ・各学校における、本コンテスト参加へ向けた取組、指導内容がわかる写真等 

    ※写真等の枚数制限はありませんが、データ容量は合計 2MB までとしてください。 

イ 提出方法 

   ・上記ア「提出物」を以下のメールアドレス宛てに提出すること 

   （提出先） 

     東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 

     東京 2020 高校生英語スピーチコンテスト担当 

     メールアドレス：speechcontest@tokyo2020.jp 

    ※提出時のメール件名は「【応募（学校賞）】●●学校」としてください。 

(3) 応募期間 

2019 年 9 月２日（月）10 時 から 同年 10 月 23 日（水）まで 

 

(4) 応募に当たっての留意事項 

・応募期間外の提出は受け付けません。 

・原則、郵送又は持参による応募は受け付けません。 

・提出物は返却いたしません。本事業終了後は、東京 2020 にて廃棄します。 

https://education.tokyo2020.org/jp/
mailto:speechcontest@tokyo2020.jp


・提出物に不備や不足があった場合は失格となる場合がありますのでご留意ください。 

・原則、応募後の変更内容は受け付けません。ただし、応募期間の変更に伴い応募内容の変

更を希望する応募者は、「11 お問い合わせ先」まで連絡してください。 

 

7 審査について 

(1) 審査基準 

個人賞：テーマの理解度、スピーチの構成、表現力、英語力（文法、発音、語彙）等から 

総合的に審査 

学校賞：各校における本コンテストに関連するオリンピック教育又は英語教育に係る取組 

の規模、独自性等から総合的に審査 

 

(2) 審査員（予定） ※敬称略 

井本 直歩子 （オリンピアン（アトランタ 1996 大会/水泳）、 

国連児童基金 ギリシャ難民移民対策支援事務所 教育専門官） 

   ｺﾝｽﾀﾝﾃｨﾉｽ･ﾌｨﾘｽ    (国際オリンピック休戦財団センター長、 

             パンテオン大学国際関係研究所所長） 

真田 久  （筑波大学体育系教授、東京 2020 文化・教育委員会委員） 

富髙 雅代  （文部科学省教科調査官） 

サンチョリ・リー （イー・エフ・エデュケーション・ファースト・ジャパン株式会社 

代表取締役社長） 

布村 幸彦  （（公財）東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 

副事務総長） 

 

(3) 一次審査（個人及び学校） 

主催者及び共催者において上記 7(1)の基準により審査し、10 名程度の最終審査対象者及び

10 校程度の学校賞候補校を選定 

 

(4) 最終審査（学校） 

上記 7(2)の審査員が上記 7(1)の基準により審査し、学校賞受賞校 1 校を選定 

 

(5) 最終審査（個人） 

以下のとおり公開審査会（個人賞・学校賞の表彰式を兼ねる）を実施 

〇 日程 ： 2019 年 12 月下旬（予定） 

〇 会場 ： 東京都内（予定） 

〇 実施概要： 最終審査対象者本人が審査員及び聴衆の前でスピーチを披露 

    審査員による採点及び集計により、受賞者を決定 

〇 その他 ： スピーチの内容は 6(1)で提出したものと同一のものとする。 

   ※日程、会場等の詳細は、最終審査対象者及び学校賞受賞校に個別に連絡します。 



8 表彰 

(1) 表彰の内容 

以下のとおり表彰し、副賞を贈呈する。 

（個人賞） 

金賞（1 名） 

・表彰状及び東京 2020 公式グッズ 

・東京 2020 関連事業へ参加しスピーチをする機会の提供 

・EF 社による東京 2020 オリンピック観戦ペアチケット 

※競技はお選びいただけません 

・EF 社によるオンライン英会話無料受講券（1 年分） 

銀賞、銅賞（各 1 名） 

・表彰状及び東京 2020 公式グッズ 

・EF 社によるオンライン英会話無料受講券（1 年分） 

EF 賞（1 名） 

・表彰状及び東京 2020 公式グッズ 

・EF 社ユースリーダーシップフォーラム（2020）への参加 又は 

EF 社ニューヨーク校への 1 週間留学 

※航空券、宿泊及び空港と学校の間の送迎は EF 社にて負担します 

※EF 社ユースリーダーシップフォーラム（2020）は 2020 年夏にアメリカ合衆国 

ニューヨーク州にて開催予定です 

※EF 社ニューヨーク校への 1 週間留学は、2020 年中の出発に限ります 

  

  （学校賞） 

東京 2020 賞（1 校） 

・東京 2020 オリンピックマスコット等の学校訪問 

 

   ※上記のほか、最終審査対象者には表彰状及び東京 2020 公式グッズを贈呈する。 

   ※また、本コンテスト応募者には参加証をデータで配布する。 

 

(2) 表彰式 

上記 7(5)の最終審査会終了後、個人賞・学校賞ともに同会場にて表彰式を実施 

 

9 参加に当たっての留意事項 

(1) 本コンテストへの応募及び最終審査会・表彰式への参加に係る費用は、応募者にてご負担

をお願いします。 

(2) スピーチの内容は、応募生徒本人による未発表のものに限ります。 

(3) 第三者のプライバシー、名誉、著作権その他の権利を侵害するおそれのある内容について

は、応募をご遠慮ください。 



(4) 応募作品及び応募内容（上記 6(2)に規定する学校賞への応募にかかる写真を含む）（以下、

「応募作品等」）は以下に記載した方法・目的で使用する可能性があります。また、応募作

品等を使用する際、学校名・生徒氏名を公表することがありますので、予めご了承くださ

い。また、ご応募いただく際には、以下の目的での使用等に備え、応募作品等に付随する権

利（肖像権、著作権等）について、応募者の責任において処理を行ってください。 

・東京 2020 及び EF 社のウェブサイトへの掲載 

・東京 2020 及び EF 社が実施するイベント等での放映 

・東京 2020 及び EF 社の公式刊行物への掲載等、各種広報活動での広報素材として活用 

・その他、国際オリンピック委員会、国際パラリンピック委員会又は自治体等による広報 

素材として活用 

(5) 応募作品等について、著作権（著作権法第 27 条及び 28 条に定める権利を含みます）、知的

財産及びその他一切の権利は東京 2020 が有するものとします。また、応募者は、応募作品

等について、著作者人格権その他一切の人格権を、東京 2020 及びその指定した第三者に対

して行使することができません。 

(6) 各学校、教育委員会又は自治体において応募作品等を活用する場合は、別途お問合せくだ

さい。 

(7) 以下の事項を目的として含むものは応募をご遠慮ください。また、本事業への応募を以下

の事項と関連付けることはできません。 

・生徒募集、寄付金募集等 

・学校や第三者の商品・サービス等の宣伝や資金調達 

・企業・団体の広報・PR 

・その他の営利目的 

・特定の思想・宗教の不況・勧誘 

・政治的な宣伝・主張 

 

 

10 その他 

(1) 東京 2020 は、必要に応じて、本募集要項等を改定することができるものとし、改定した場

合には、東京 2020 教育プログラム特設サイト「 TOKYO 2020 for KIDS 」

（https://education.tokyo2020.org/jp/）に公開します。 

(2) 東京 2020 は、応募作品等が、本募集要項等に反することがないよう、必要に応じて応募者

に対して指導・助言を行うことができるものとします。 

(3) 表彰後に、受賞者又は受賞校による本募集要項等や東京 2020 の指示への違反の事実等が発

覚し、当該受賞者又は受賞校の表彰が不適当であると認められる場合には、東京 2020 は、

その裁量により、当該受賞者又は受賞校の表彰を取り消すことができるものとします。 

(4) 東京 2020 は、本コンテストへの応募に関して応募者又は各学校が何らかの損害を被った場

合においても、一切の責任を負わないものとします。 

(5) 東京 2020 は、本コンテストへの応募に関して提供いただいた個人情報について、上記 9(4)

https://education.tokyo2020.org/jp/


に規定する目的以外の利用は行いません。また、東京 2020 の以下の個人情報保護方針に則

り、適正に管理します。 

個人情報保護方針：https://tokyo2020.org/jp/privacy-policy/ 

 

 

11 お問合せ先 

  公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 

  東京 2020 高校生英語スピーチコンテスト担当 

  メールアドレス：speechcontest@tokyo2020.jp 
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改定履歴 

 

版数 発行日 改定内容 

第一版 2019年 4月 24日 初版発行 

第二版 2019年 8月 25日 審査員追加 

第三版 2019年 9月 27日 ・応募期間変更 

変更前：2019 年 9 月２日（月）10 時 から同年 9 月 30 日（月）17 時まで 

変更後：2019 年 9 月２日（月）10 時 から同年 10 月 23 日（水）まで 

 

・応募にあたっての留意事項の変更 

変更前：原則、応募後の内容変更は受け付けません。 

変更後：原則、応募後の内容変更は受け付けません。ただし、応募期間の変

更に伴い応募内容の変更を希望する応募者は、「11 お問い合わせ

先」まで連絡してください。 

 

 

 

 


