
WYM 2022 Criteria  

The WYM presentation is a stage for exchanging ideas, talking and stepping out into the world for the future of Asia. It is by no means an English 

language competition. It is a forum for sharing ideas that seek democracy and stop the fuse to conflict.  

It is a forum that is what will move Asia in a big way. 

WYMのプレゼンテーションは、アジアの未来のための意見交換の場、語り合い、世界に踏み出す舞台である。決して英語の競技大会ではない。 民主主義

を求め、争いへの導火線を食い止めるアイデアの共有の場である。若者が語り合うこと、それがアジアを大きく動かす。 

 

【English version】 

 Message delivery English ＆ 

performance 

Presentation  

with responsibility 

Visual (Materials) Q & A 

e
v
a

lu
a

tio
n
 ite

m
s 

• can extend the core-

message perfectly 

• can deliver the 

message perfectly 

by analyzing the 

English proficiency 

and background 

knowledge of the 

audience (L2) 

• use simple English 

• speak at the right 

speed 

• speaking speed is 

comfortable to listen 

• speaking tone is 

comfortable to listen 

• engage the audience 

by speaking with 

intensity 

• express clear opinions and 

feelings 

• build good rapport with 

audience 

• provide concrete examples 

that support their opinion 

• use appropriate data and 

examples 

• use appropriate  amount of 

data and examples 

• start with good introduction 

• good balance of 

letters and 

images 

• make good use 

of pictures and 

charts 

• make good use 

of PPT 

animation 

 

• can share the 

questions with the 

audience 

appropriately 

• can answer the 

question with 

appropriate 

vocabulary and 

grammar/word 

usage 

• can allocate time 

appropriately  

 



５ 
Presenters fully satisfies the evaluation criteria. clear answer with 

concrete examples  

4 Presenters generally satisfies the evaluation criteria. - 

3 Although presenters don’t satisfy all of the evaluation criteria, they manage to extend their message. good enough but no 

concrete examples 

2 Presenters fail to satisfy the evaluation criteria and can’t extend their message enough. - 

1 Presenters fail to satisfy the evaluation criteria and can’t extend their message at all. can’t answer the 

question 

【Japanese version】 

 メッセージの伝達 英語とパフォーマンス 責任ある主張 パワーポイント (スライド) Q & A 

評
価
項
目 

• コアメッセージを伝え

ている 

• L2 聴衆の英語習熟度

および背景知識を理解

した上で、適切なメッセ

ージ伝達ができている 

• 英語上達者は聞き手

の理解を促進する工夫

を行う。 

•  

• シンプルな英語で話せ

る 

• 適切な速度で話せる 

• 適切なトーンで話せる 

• 強弱のある話し方で聴

衆を引き込める 

• 主張が明確である 

• 常に聴衆を意識するこ

とで一体感が生んでい

る 

• 具体例やデータを適切

に使用している 

• 具体例やデータの分量

が適切である 

• 経験などに基づく導入

が適切である 

• 文字と図や写真のバラ

ンスが適切である 

• 表や図を適切に使用し

ている 

• アニメーションを適切

に使用している 

• 質問内容を聴衆と十分

に共有できている 

• 受けた質問に、明確か

つ正確に回答している 

• 時間配分が適切であ

る 

５ 評価項目を十分に満たしている 具体例をあげて明確に答

えている 

4 評価項目にやや不満はあるが、ほぼ満たしている - 

3 評価項目にやや不満はあるが、なんとか満たしている 答えているが、具体例がな

い 

2 評価項目にかなり不満があり、内容が伝わりにくい - 

1 評価項目を全く満たせておらず、内容が伝わらない 質問への答えになっていな



い 

 


