第 10 回（2021 年度）立教大学留学生による日本語スピーチコンテスト
～東京セントポールライオンズクラブ杯～
実 施 要 領（オンライン）
１．趣
旨：
立教大学で学ぶ特別外国人学生、正規課程在学留学生に日頃の日本語学習の成果およ
び日本での経験を披露していただき、本学の学生等との交流の機会の増加を図ります。
２．開催日時： 2021 年 11 月 27 日(土) 13 時～15 時 30 分
＜当日までのスケジュール＞
9 月 20 日（月）～10 月 13 日(水)

応募用紙提出期間

10 月 15 日（金）

予選の有無の決定
参加決定通知

10 月 15 日（金）～10 月 28 日（木）

日本語相談室の利用（スピーチ原稿のチェック）

10 月 2８日(木)～11 月 5 日（金）

スピーチ原稿の提出

17：00 まで

11 月 5 日（金）～11 月 12 日（金）

（予選が行われるとき）予選のための動画提出

11 月 13 日（土）～11 月 20 日（土）

（予選が行われたとき）動画審査期間

11 月 22 日（月）午後

（予選が行われたとき）決勝戦出場者通知

11 月 22 日（月）～11 月 26 日（金）

リハーサル

11 月 27 日（土）

スピーチ大会当日

*詳細は 11.応募方法～20.リハーサルをご参照ください。
３．会

場：

Zoom ウェビナー（予定）によるオンライン開催

４．主 催 等：
１）主催 日本語教育センター
２）共催 東京セントポールライオンズクラブ
３）後援 校友会レディスクラブ、国際センター
５．応募資格：
本学の特別外国人学生および当該年度日本語科目履修中の正規学部生および正規大学
院生
６．カテゴリー・賞：
１）カテゴリー
J0～J3 部門（初級）／ J4～J6 部門（中級）／ J7・J8 部門（上級）
２）賞
●東京セントポールライオンズクラブ賞（最優秀賞） 1 名
・・・・・・・トロフィー、賞状、副賞 QUO カード（15,000 円相当）
●日本語教育センター賞（各カテゴリーの優秀賞） 部門ごとに１名（合計 3 名）
・・・・・・・・・・・・ 賞状、副賞 QUO カード（10,000 円相当）
●校友会レディスクラブ賞・・・・・賞状、副賞 QUO カード（5,000 円相当）
●敢闘賞 1 名・・・・・・・・・ ・賞状、副賞 QUO カード（5,000 円相当）
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７．出場人数： 約 10 名
＊応募者多数の場合は、予選を行います。予選を通過した学生は 11 月 27 日（土）
に決勝戦に出場します。
８．発表テーマ： 自由 （ただし伝道・宣伝の内容は不可）
９．発表時間： 初級一人 3 分以内／中・上級一人 4 分以内
＊時間を越えた場合は評価が下がります。
＊紹介されたら直ちに登壇してください。話しはじめた時から計時されます。
＊発表後、質疑応答の時間を設けます。
10．機器・原稿の使用： 使用不可
＊衣装、小道具について希望がある場合は、具体的な内容を事務局に伝えて指示を受
けてください。
1１．応募方法：
出場希望者は、応募用紙に必要事項を記入のうえ、下記の要領で提出してください。
１）提出先
日本語教育センター事務局 nihongo@rikkyo.ac.jp
池袋 マキムホール１階国際センター内 新座７号館２階国際センター内
＊応募用紙をメールに添付の上、提出する。
２）提出期間
9 月 20 日（月）
（秋学期授業開始、授業日）～10 月 13 日（水）17:00 まで
＊J0～J3 履修者は、
「要旨」の欄を英語で記入してもかまいません。
（コンテスト
では日本語で発表してください。事前に日本語の原稿を日本語相談室でチェッ
クを受けてください。
（「16. 2--日本語相談室の利用」を参照してください。）
３）応募用紙
ホームページからダウンロードできます。
４）予選の有無
10 月 15 日（金）までに予選を行うかどうかを連絡します。予選を行う場合は、
11 月 12 日（金）までに、スピーチ動画を提出してください。提出方法は、参加決
定通知で伝えます。
1２．参加決定通知：
参加の可否は、応募用紙に記入された e-mail アドレスに 10 月 15 日（金）までに
通知します。
＊受け取ったら必ず返信してください。
1３．審 査 員：
日本語教育センター長・副センター長、日本語教育センター員、国際センター長
東京セントポールライオンズクラブ会員
1４．審査方法：
１）応募者多数の場合は、スピーチ動画により事前選考を行います。
２）日本語能力、スピーチ内容、プレゼンテーションを総合的に判断します。
＊審査結果についての異議は受け付けません。
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15．観 覧 者： 本学学生、本学教職員、一般（無料、事前予約不要）
16．スピーチ準備：
１）学生アドバイザーによるサポート
・本学学生のアドバイザーが１名つきます。
・アドバイザーになってほしい学生がいる場合は、ご本人の了解を取ったうえ
で、応募用紙に「学生番号・氏名・連絡先（e-mail アドレス・電話）」を記入
してください。
＊スピーチ大会当日参加できる方に限ります。
＊本学の学生（学部生・大学院生）に限ります。
希望する学生がいない場合は、事務局でマッチングします。
２）日本語相談室の利用
必ず下記の期間に最低１回、日本語相談室でスピーチ原稿のチェックを受けてく
ださい。
10 月 15 日（金）～ 10 月 28 日（木）
＊上記の期間、上記の期間以外に複数回利用していただいてもかまいません。
＊日本語相談室とは
https://cjle.rikkyo.ac.jp/supportdesk/
17．スピーチ原稿の提出：
出場者は、文集作成のため、スピーチ原稿を下記の要領で提出してください。
１）提出期間
10 月 28 日(木) ～ 11 月５日(金)1７:０0 まで
２）提出方法
Word ファイルまたは text フォーマットで nihongo@rikkyo.ac.jp まで送信し
てください。
18．
（予選が行われるとき）予選のための動画提出
１）提出期間
11 月 5 日（金）～11 月 12 日（金）17:00 まで
２）提出方法
nihongo@rikkyo.ac.jp まで送信してください。
*過去のスピーチコンテストの動画を参考に、動画ファイルには学生アドバイザーに
よる紹介と、学生本人によるスピーチをおさめてください。
19．
（予選が行われたとき）決勝戦出場者通知
決勝戦出場の可否は、応募用紙に記入された e-mail アドレスに 11 月 22 日（月）
午後に通知します。
＊受け取ったら必ず返信してください。
20．リハーサル：
11 月 22 日（月）～11 月 26 日（金）の間にリハーサルを行う予定です。（所要時
間 30 分程度）リハーサルは、Zoom ウェビナー（予定）を利用して実施します。
21．了解事項：
出場希望者は、次の点をご了解いただいたうえで、ご応募ください。
・スピーチ内容は未発表のものに限ります。
・コンテストの写真を、日本語教育センター公式ホームページ、パンフレット等に掲
3

載します。
・入賞者スピーチ（映像）を日本語教育センター公式ホームページで公開します。
・出場者全員のスピーチをおさめた文集を、コンテスト終了後発行します。
・このスピーチコンテストは、日本語学習奨励に加え、多様な背景を持つ学生たちが
交流し、協働することに主眼を置いています。そのため、本学学生のアドバイザー
が 1 名つき、アドバイザーと共に準備をして当日、出場します。スピーチコンテス
トの趣旨を十分に理解し、出場が決まったら、アドバイザーと一緒に当日に向けた
準備をしてください。スピーチコンテストの趣旨を十分に理解していないと判断し
た場合は、出場できない可能性があります。
22．問い合わせ先：
日本語教育センター事務局
池袋キャンパス マキムホール 1 階
＊来室もしくはｅメールにてお問い合わせください。nihongo@rikkyo.ac.jp
当日のプログラム（オンライン実施の場合の予定）
12:30

出場者・学生アドバイザー集合

13:00

開会

13:0013:20
13:2014:50
14:5015:30
15:30

主催者・実行委員長あいさつ等、審査員、来賓紹介等
スピーチ発表 （途中休憩 10 分）※※
交流会および審査結果発表、講評、表彰
閉会

※
本番前に、接続、カメラ、音声の確認を行います。
※※ 発表にあたってはマイクロフォンが使用できます。タイムキーパーが画面上でから
残り時間をお知らせします。
その他当日の詳細については、出場者・学生アドバイザーに個別にお知らせします。
以上

4

