慶應義塾大学商学部
第２２回 英語スピーチコンテスト 参加要項

In the spirit of Yukichi Fukuzawa, who advocated public speaking and informed discussion of current events, the
Faculty of Business & Commerce encourages its students to talk about what they are thinking and studying, what
they see as key issues, and how they want to act in the face of a changing global business climate.
日時：

2018 年 11 月 8 日（木） 午後２時４５分～４時４５分

場所：

慶應義塾大学日吉キャンパス

参加資格：

慶應義塾大学商学部に在学中の全ての学部生

参加部門：

第一類
第二類

テーマ：

21st-Century Business: New Technology, Social Responsibility, New Opportunities に関する

来往舎１F シンポジウムス ペース

一般学生
中・高等学校在学時に一学年以上英語圏で学んだ学生
英語で授業が行われる学校で一学年以上学んだ学生
上記以外でも実行委員会が第二類に当たると判断した学生

クリエイティブなテーマを広範囲な分野から各自自由に決定。
テーマの例：

Encouraging the Growth of SMEs in Japan
Promoting Diversity in the Workforce
Big Tech: Danger or Benefit to Society?
FTAs: Good or Bad for Business and Society?
Immigrant Labor: Problem or Solution?
Do Companies Put too much Emphasis on Profit?
Fintech: Are more Regulations Necessary?
Traditional Retail Business versus E-Commerce
Promoting Entrepreneurship among Young People in Japan
Tourism beyond 2020: How to Attract more Repeat International Visitors to Japan
審査方法：

書類審査によって発表者約１０名を選考する。
コンテスト当日は、スピーチ（５分間以内）とそれに続く審査員との質疑応答によって
審査される。スピーチ内容の他、英語の正確さ、プレゼンテーションの効果の度合いな
どが審査の対象となる。また制限時間を越えた場合は減点の対象となる。
審査基準と留意点を以下に挙げる。

Theme:

21st-Century Business: New Technology, Social Responsibility, New Opportunities

Speech:

Length of Speech
4 to 5 minutes – not longer than 5, not shorter than 4.
Contents / Language Use / Voice and Posture
・Speak loudly and clearly enough.
・Look at the audience. Do not read the script!
・Use natural gestures.
・Start with an attention-getting introduction, end with a thoughtful conclusion.

Question and Answer:
Overall Impression

賞：

Appropriateness of Answers / Speed of Response / Clarity / Language Use
・ Be prepared to clarify your ideas in answer to 1-2 questions from the judges.

商学部賞 ３万円 （各部門より１名）
優秀賞
２万円 （各部門より１名）
参加賞
１万円 （書類審査を通過した上記以外の発表者全員）
＊該当者なし、もしくは複数となる場合もある。

申し込み方法：

商学部のウェブサイト http://www.fbc.keio.ac.jp/speech2018/form.docx に掲載
されている申込書(Word ファイル)をダウンロードして入手する。申込書に
必要な情報を全て記入して、200-250 語の英語の要約を準備し、以下の２つ
の方法、両方で提出：
① 印刷した参加申込書を学生部商学部係（三田、日吉）に提出
② 電子メールで supikon[at]gmail.com（[at]は@を使用）宛 に同じ参加申込
書を添付して提出。提出ファイルは PDF などに変換せず Word ファイル
のまま提出すること。

申し込み期間：９月２４日（月）～１０月５日（金）午後４時半必着
一次審査の結果は、１０月１１日（木）に商学部の掲示板にて発表する。
（合格者にはメール連絡があります。）
♪ コンテストの後に親睦パーティーを予定しています ♪
興味のある学生はふるってご参加下さい。友人や御家族の方も大歓迎です！
質問がある場合は supikon[at]gmail.com（[at]は@を使用）
2018 年度商学部スピーチコンテスト実行委員会
横浜市港北区日吉４ー１ー１ 慶應義塾大学商学部英語部会
（Yoshida, Oya, Shea, Hanley）

