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話す力で世界へ羽ばたけ！

MyET Speaking Contest 2022
マイイーティースピーキングコンテスト

開催期間 2022/7/1３（⽔）〜 8 ⽉ 2 ⽇（⽕）

Practice Makes Perfect!

Movie

開催期間
（火）
12:00 （正午） ～８/２ 11:59 （午前）
２０２２/７/１３ （水）

シリーズ

The Japan Series

Basic

ベーシック
小学生～中学 1 年生

The Japan Series
ベーシックレベルは、 小学生
から中学 1 年生の英語学習を
始めて半年～ 1 年程度のレベ
ルの方を対象としています。
主に中学 1 年で学習するレベ
ルの 10 の文章を発話し、 各
文章の得点の総合平均得点、
またはチャレンジ回数で順位
を競います。 対象者は国内
在住の MyET 利用者のみとさ
せていただきます。

The Japan Series

Advanced

アドバンス
中学生全般

MyET World Championship
アドバンスレベルは、 中学 2
年生から中学 3 年生の英語学
習を始めて満 1 年～ 3 年程度
のレベルの方を対象としてい
ます。 主に中学 2 年で学習す
るレベルの 12 の文章を発話
し、 各文章の得点の総合平
均得点、 またはチャレンジ回
数で順位を競います。 対象者
は国内在住の MyET 利用者
のみとさせていただきます。

MyET
World Championship

ワールド
チャンピオンシップ
中学 3 年生～大人

ワールドチャンピオンシップ
は、 日本国内外、 老若男女、
参加者のレベルを問わない、
無差別級カテゴリーです。 参
加コードをお持ちの全ての方
に参加資格が与えられます。
使用されるセンテンスは中学 3
年生修了レベルとなります。
15 の文章を発話し、 各文章
の得点の総合平均得点で順
位を競います。

パソコン、 タブレット、 スマートフォンで参加できる全国スピーキングコンテスト

はじめてＭｙＥＴをご利用の皆様

ご所属団体 （教室） からの案内に従い、 MyET のソフトウェア、 またはアプリを

初めてＭｙＥＴをご利用の皆様は、 基本ソフトウェア、
または、 アプリをダウンロード、 インストールする
必要があります。
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参加コード表が
配布されていない場合
参加コード表がご所属の団体 （教室）
から配布されていない場合、 ログイン
してすぐコンテストにご参加ください。

ダウンロードしてください。

参加コンテストを選ぶ

MyET にログイン
普段ご利用中されているログイン ID、
および、 パスワード、 または参加コー
ド表記載のログイン ID、 パスワードで
ログインします。

コンテストメニューからコンテスト画面に
進み、 参加するコンテストを選択しま
す。 参加コード表をお持ちのお客様の
ご参加可能なコンテストは参加コード記
載のコンテストとなります。

ログイン

参加コードを入力
受講コードを入力してください。

ログイン名 / ユーザー名

Basic

参加コード表が
配布されている場合

Advanced

パスワード

このコンテストに参加するためには、 受講コードの入力が必要です。
詳細はこちらをご覧ください。

ログイン

参加コード表がご所属の団体 （教室）
から配布されている場合は、 参加コード
表記載の参加コードの入力が必要です。

送信
MyET
World Championship

※ご利用の端末機器により表示が異なる
場合がございます。 予めご了承ください。

コンテストに参加

※ご利用の端末機器により表示が異なる
場合がございます。 予めご了承ください。

順位を確認

スタート （または Go） を選択し、 コンテストを開始します。 まず初めにモデル音声が流
れます。 次に、 マイクのマーク （録音マーク） が表示されたら、 モデル音声をまねて発
音します。 得点が出た後、 次のモデル音声が流れるので、 同様に続けます。 最後の
文章を発音し終えると総合平均得点が表示されます。 得点ランキングは、 この得点で
順位が決まります。 チャレンジランキングは、 総合平均得点が表示されるまで文章を
発音した回数で順位を競います。

良い得点が出たら、 ランキングを確認
します。 あなたのニックネームがランキ
ングに表示されているかもしれませんよ。

※ご参加までの流れは、 開催期間までに
一部変更、 または、 ご利用のデバイスに
より異なる場合がございます。
最新情報は、 www.myet.online にて
ご確認ください。

English-Chinese-Japanese

×

← スピーキングコンテスト

MyET さん

MyET Speaking Contest 2021

不正行為の報告

あなたの最高スコア : 89.1 点

→右の画面はイメージです。
実際のコンテストの
テーマとは異なります。

あなたの最高順位 : 30 / 10,000
コンテストの詳細情報は継続的に更新しています。最新のトップ 40 の更新時間は 2021/06/01 10:10 です。

個人賞
拡大

ランキング

１位～３位 賞状 / メダル / 副賞 （*２）
4 位～ 10 位 賞状 / 副賞 （*２）

一発逆転、 一撃必殺
高得点狙いでいざ勝負！
（*） 本年度は団体賞はございません。

秋山健司
秋田県

91.56
91.44
91.01
チャレンジ回数ランキングの発表は期間中
１回 （予定）90.51です。 発表をこうご期待！

４

品木麻美
福岡県

５

大山美里
大阪府

90.26

６

大木順
大木順二
京都府

90.04

（*４）

チャレンジ
ランキング

個人賞
拡大

（（*）
） 本年度
本年度は団体賞はございません。
団体賞
団
ま

The Japan Series
The Japan Series

The Japan Series

Basic

Advanced

ベーシック

アドバンス

１1 位～ 30 位 賞状 / 副賞 （*２）

MyET World Championship

山本春香
東京都

３

頑張った分だけ入賞に近づく !
チャレンジ回数でいざ勝負！

The Japan Series
（*１）

鈴木誠
北海道

２

参加は何度でも可能。
ദജߥࠄ⽶ߌߥ㧋
上位入賞するまで
頑張ってみましょう！

上位入賞者表彰
得点

１

（*１）

１位～３位 賞状 / メダル / 副賞 （*２）
4 位～ 10 位 賞状 / 副賞 （*２）
１1 位～ 30 位 賞状 / 副賞 （*２）

MyET
World Championship

The Japan Series

The Japan Series

Basic

Advanced

ベーシック
ベ
ベー
シ ク
シッ

アドバンス
アドバン
アド
バンス
ス

チャレンジ回数ランキングの発表は期間中
１回 （予定） です。 発表をこうご期待！

（*１） ２０２１年８月３日コンテスト終了時点での得点、 またはチャレンジ回数にて順位を確定します。
（*２） 副賞として図書カード （１位 ： \5,000、 ２位～３位 ： \3,000、 ４位～ 10 位 ： \2,000、
11 位～ 30 位 ： \1,000） を進呈いたします。

（*１）

１位～３位 アマゾンギフト券 （*3）

ワールド
チャンピオンシップ

（*３） アマゾンギフト券 （１位 ： \20,000、 ２位 ： \10,000、 ３位 ： \5,000） を進呈いたします。
（*４） チャレンジ回数のカウントは、 1 チャレンジの総合平均得点が５0 点以上を 1 回とカウントします。
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各賞
各賞はご所属の団体
（企業、
教室） より授与されます。 授
教室
与までの期間はご所属の団体
与ま
（企業、 教室） により異なりま
（企業
す。
予めご了承ください。
予め

