Ｔｈｅ 16th Annual Japanese Speech Contest for Foreigners
as 65th anniversary of foundation of Yoshikan High school
We believe it is important in this 21st century global age to enrich our development through international exchanges
with the goal of a peaceful, multicultural society. In this way, we hope to deepen mutual understanding across different
nationalities and cultures. Since it began in 200３, the annual Japanese Speech Contest has offered people from all over
the world, with an interest in Japanese society or culture, the chance to speak publically in Japanese.
For the Japanese audience it is a chance for reflecting on their own country, its place in the global community. Each
year it becomes a more meaningful event that allows a glimpse of new and original viewpoints.
Specially this year ,we will celebrate the 65th anniversary of the founding of Yoshikan Hgih school .We hope this will
be a bright turning point, and a chance for new participation.
１．Date and Time

Thursday, October 30 , 2018

12：5０ ～ １5：3０

２．Place

＜Contest＞J:COM Horuto Hall Oita Big hall
＜Reception＞J:COM Horuto Hall Oita Big hall reception desk

３．Tｈｅｍｅ

Things you have felt through your experience with Japanese culture or international exchange

４．Presentation time

Within 7 minutes

５．Number of Finalists Admitted

10people （will be chosen through an examination of speech manuscripts.）

６．Application
Ｒequirements

Participants may have lived in Japan no more than 5 years and must meet the following criteria.
: Came to Japan on or after October 30 , 2013.
: Are currently living in Oita Prefecture.
: Have not previously taken part in this contest
High school students must enter the contest through their school．

７．Application Procedure

Send your application and manuscript(free style) to the address listed below by mail, e-mail or FAX by
October 5（Fri）, 2018. We will select contestants from these manuscripts. The results will be sent to the
contestants by October 16(Thu)，2018 .
You can download the application and form from the HP of Yoshikan High School.
Yoshikan High School. ＨＰ：http://yoshikan.gotogakuen.ac.jp
7-8 Sakuragaoka Oita city
Gakkou Houjin Goto gakuen Yoshikan High School office
Care of :Nagata Fumio
TEL097-543-6711 FAX097-543-4516 ✉ info@yoshikan.gotogakuen.ac.jp

〒８７０－０８３８

８．Submit Applications to
( Inquiries )

９．Judging Criteria

１．Japanese ability
２．Structure of contents
３．Organization of points/How well points are organized ４．Expression and manners of speaking

１０．Awards

・First prize(1 recipient) ≪a certificate and ｂｒｏｎｚｅ of merit & special scholarship ３０，０００yen≫
・Second prize(1 recipient)≪a certificate and plaque of merit & special scholarship ２０，０００yen≫
・Third prize(1 recipient)≪a certificate and plaque of merit & special scholarship １０，０００yen≫
・Prize for participation : all contest will be presented with quo cards (1,000yen)
Certificate and Plaque of sponsors (expectation) are on the application.

１１．Other

After the reception a group photo will be taken and participants will be provided with compensation for
lunch and transportation expenses.

1２．Organization/Support

Organization : Gakkou Hojin Goto gakuen Yoshikan High School ／ Support : Technical Corporation

１３．Sponsors
(expectation)

Oita Prefecture Oita Union Newspaper Company Yomiuri Newspaper Head Office of West
Asahi Newspaper Company Oita General Branch Mainichi Newspaper Company
Nishinihon Newspaper Company OBS Oita Broadcasting TOS TV Oita
OAB Oita Asahi Broadcasting
Oita Cable Telecom

楊志館高等学校 創立 65 周年記念
『第１６回外国人による日本語スピーチコンテスト』募集要項
グローバルな時代となる２１世紀の豊かな発展のためには、私たちは国籍や文化の違いを越えて相互理解を深め、
異文化を尊重し、平和な多文化社会をめざした国際交流を一層深めることが重要です。
２００３年のコンテスト開始以来、本年で１６回目を迎える日本語弁論大会は､わが国の社会や文化に関心を寄せた
世界各国の人々に日本語で意見を発表する機会を提供するとともに、それを聞く者にとって自国を見つめ直し、日本や
国際社会の今後のあり方を模索する上で、新たな視点を得る貴重な場として益々有意義なイベントとなっております。
また、今年は学校創立 65 周年という節目の年であり、スピーチコンテストを記念イベントと位置づけ開催します。応募
資格のある外国人の方の奮ってのご参加をお待ちしています。
１．日

時

２０１８年１０月３０日（火）

１２：５０ ～ １５：３０

２．場

所

＜会 場＞ Ｊ:COM ホルトホール大分 大ホール
＜受付等＞ Ｊ:COM ホルトホール大分 大ホール受付

３．テ ー マ

日本の文化や国際交流を通して感じたこと

４．発表時間

７分以内

５．募集定員

１０名（原稿審査を行います）

６．応募資格

日本在住５年以内の方で下記に該当（２０１３年１０月３０日以降に来日）
大分県内に居住している外国人の方
過去の本大会に参加したことがない方
高校生以下の方は学校を通じて申込み

７．応募方法

２０１８年１０月５日（金）までに 「第１６回外国人による日本語スピーチコンテスト」の応募用紙と
スピーチの原稿（様式は自由）を下記へ 郵送 または FAX か メール にてお送りください。
原稿審査の上、出場が決定した方には １０月１６日（火）までにご通知いたします。
募集要項と応募用紙は楊志館高校ＨＰからもダウンロードできます。
楊志館高校ＨＰ：http://yoshikan.gotogakuen.ac.jp

８．送 付 先
(お問合せ)

９．審

１０．表

査

彰

〒８７０－０８３８
大分市桜ヶ丘 7 番 8 号

学校法人後藤学園 楊志館高等学校 事務室
担 当： 長田 文生
ＴＥＬ ０９７－５４３－６７１１
ＦＡＸ ０９７－５４３－４５１６
メールアドレス info@yoshikan.gotogakuen.ac.jp

審査員により、以下の基準に従って皆さんのスピーチを審査します。
１．日本語力
日本語を理解し、話す力があるか
２．内容の構成
独自の見方･考え方が適切に表現され主張に説得力があるか
３．的確な問題点の指摘 論点について整理して、的確に指摘しているか
４．話し方
表現力が豊かで、聞き易く好感がもてるか
最優秀賞
１ 名
≪賞状、ブロンズ、特別奨学金３０，０００円≫
優秀賞
１ 名
≪賞状、楯、特別奨学金２０，０００円≫
優良賞
１ 名
≪賞状、楯、特別奨学金１０，０００円≫
参加賞・・・・・ 出場者全員へ 1,000 円相当のクオカード進呈
その他 下記の後援予定の報道各社より特別賞が贈られる。

１１．そ の 他

大会終了後、記念写真の撮影を行い、解散となります。
出場者には、学園規程により昼食代と交通費を支給いたします。

１２．主催・協賛

主催：学校法人後藤学園 楊志館高等学校

１３．後
援
（申請中）

大分県､大分合同新聞社､讀賣新聞西部本社､朝日新聞大分総局､毎日新聞社、西日本新聞社

協賛：(有)テクニカルコーポレーション

ＯＢＳ大分放送､ＴＯＳﾃﾚﾋﾞ大分､ＯＡＢ大分朝日放送､大分ｹｰﾌﾞﾙテレコム

楊志館高等学校創立 65 周年記念
『第１６回外国人による日本語スピーチコンテスト』応募用紙
〔応募期限：201８年１０月５日（金）必着〕

１．氏名（NAME）
名 字 (Family Name)
(English )

漢字/カタカナ表記
名 前 (First Name)

(English)

漢字/カタカナ表記
ミドルネーム (Middle Name)

(English )

漢字/カタカナ表記

２．住所（Adress） ＊案内等の送付先に利用させていただきます。
〒

－

大分県

３．電話番号（Tel）
（

４．年齢（Age）

）

－

５．性別（Sex）（○で囲む）
歳

男 Male. ／ 女 Female

６.Ｅ-ｍａｉｌ
＠
※連絡先は、休暇中であっても必ず連絡がとれる番号を記入しておくこと
7．所属学校・担当者（School Name／Person in charge）
学校名：

担当者（教諭）：

8．出身国（From）

様

9．在住期間（Period）

（English）

年

ヶ月

10．テーマ（Theme）
＊
＊
＊
＊

＊

重複する内容もありますが、確認も兼ねております。ご了承下さい。
個人情報は厳正に取り扱い、終了後は主催者が廃棄いたします。
毎年、名前の表記で当日混乱が生じています。名札、表彰、プログラム等当日変更が難しいものもござ
いますので、名前は日本語(漢字)表記・英語表記とも正確にお書きください。
この応募用紙は、原稿とともに必ず１０月５日（金）までに、郵送またはＦＡＸかメールで下記あて、
ご提出ください。
書類審査のうえ出場が決定した方には、１０月１６日（火）までに通知いたします。
＜応募先・お問い合わせ先＞

〒870-0838
大分市桜ヶ丘７番 8 号
学校法人後藤学園 楊志館高等学校 事務室 担当：長田 文生
TEL 097－543-6711
FAX 097－543-4516
メールアドレス
info@yoshikan.gotogakuen.ac.jp

