


 

ごあいさつ 

外国人による日本語スピーチコンテストも，皆様のおかげをもちまして，今年度で第２２回目の開 

催となりました。今回は１７の国からおいでの３１名の方々からコンテストへのご応募をいただき 

ました。 

本来ならば，応募してくださった全ての皆さんに発表していただきたいところですが，時間の制約 

もありますので，スピーチの内容やテーマ，表現力等を考慮し１２か国の方々１５名に発表してい 

ただくことといたしました。 

県民の皆様におかれましては，外国の方々のものの見方，茨城で生活している上で感じたこと等お 

聞きいただくことで国際理解を深め，互いに協力して生活する多文化共生社会への一助となりまし 

たら幸いです。 

公益財団法人茨城県国際交流協会    

理 事 長 川 俣 勝 慶    

【スケジュール（予定）】 

（※開始前、アトラクション前にスピーカープロフィール（8 分間）、アトラクション後に協賛企業・団体紹介（3 分間）をオンライン配信予定） 

１３：００ あいさつ・審査委員紹介 

１３：２０ スピーチ（途中休憩１５分間） 

１５：２０ 審査・アトラクション 

１５：５０ 表彰 

１６：３０ 閉会 

 

【審査委員】（五十音順） 

江畑 真理子 株式会社茨城放送編成事業部シニアアソシエイト 

櫻井 岳暁  筑波大学スチューデントサポートセンター国際交流支援室長 

瀧山 亜紀  株式会社茨城新聞社編集局報道部くらし文化グループ報道部次長 

二瓶 廣美  常陸大宮市国際交流協会会長 

根本 博文  公益財団法人茨城県国際交流協会理事長 

松崎 達人  茨城県県民生活環境部次長 

渡邉 健   独立行政法人国際協力機構筑波センター所長 

 

【特別審査】 

茨城県内の日本語ボランティア２９名が「日本語ボランティア賞」を審査 

茨城県内の高校生５５名が「若人賞」を審査 

 

【司会】 

ジャヤンパット チャーミンダ ラジャパクシャ （スリランカ出身 茨城県国際交流協会登録

各国事情紹介講師） 

チメドドルジ オユウエルデム （モンゴル出身 茨城県外国人材支援センター職員） 
 

【主催／共催】 公益財団法人茨城県国際交流協会／茨城県 

 

【後援】（五十音順） 

茨城県教育委員会、株式会社茨城新聞社、株式会社茨城放送、 

独立行政法人国際協力機構筑波センター 

    

 

ごあいさつ 

本コンテストは、当協会設立以来、毎年絶やさず実施してきました。新型コロナウイルス感染症の世界

的流行から約２年、今年は感染防止とコンテスト開催を両立するため、会場で無観客開催、オンライン生

配信にて行う運びとなりました。スピーカーの皆さんにとって臨場感が乏しいですが、移動等の制限がな

いオンラインの利点を生かし、多くの方々に視聴していただきたいと思います。県内のみならず世界中で、

スピーカーの思いを感じたり、茨城県への興味を深めてほしいです。 

今回は１６の国から３９名の方々にご応募いただきました。本来なら応募者全てに発表していただきた

いのですが、時間の制約上、スピーチの内容やテーマ、表現力等を考慮し、１２か国１５名の方々に発表

していただく予定です。 

県民の皆様には、熱心なスピーチをお聞きになり、地域社会のなかで国籍を問わず誰もがいきいきと暮

らす多文化共生社会推進への一助となりましたら幸いです。 

公益財団法人茨城県国際交流協会    

理 事 長  根 本 博 文    

 



発表者名簿（発表順） 

 氏 名 職業等及び市町村 国籍 
性

別 
在日期間 タイトル 

1 
ハヴェス シヒル  

アレックス アブラハム 

会社員 

（牛久市） 
ペルー 男 3年5か月 

学校から世界へ 持続可

能な環境保全 

２ ジュリア イゲ 
アーティスト 

（日立市） 
ロシア 女 8年2か月 

ロシアで見つけた日本の

ランタン 

３ 李 美霖（リ メイリン） 
高校生 

（鹿嶋市） 
中国 女 1年4か月 違いは宝物 

４ イコマン ダルマ ウェダ 
会社員 

（つくばみらい市） 

インドネシ

ア 
男 1年3か月 茨城弁わかっぺか？ 

５ 赤塚 ダヤナンダニ 
主婦 

（石岡市） 
スリランカ 女 29年 やっぱり日本は最高だ 

６ パッタラワン ネッサワン 
高校生 

（日立市） 
タイ 女 4か月 日本での留学生活 

７ チェック サン 
技能実習生 

（取手市） 
カンボジア 男 1年10か月 笑顔で世界をつなげよう 

８ 楊 茜然（ヤン サイラン） 
会社員 

（守谷市） 
中国 女 7年8か月 異文化理解と文化の創造 

 

休 憩 （ 15 分 間 ） 

 

９ 
エリザベート トルト  

カルボ 

教師 

（筑西市） 
スペイン 女 5年4か月 

「様々な国、様々な教育」

スペインと日本の違い 

10 
マイケル トンプソン  

ロー 

ALT 

（日立市） 
アメリカ 男 1年1か月 日本の現実とイメージ 

11 
ラミザネ アディカリ  

ビパナ 

会社員 

（つくばみらい市） 
ネパール 女 4年4か月 生きる遺産 

12 呉 華芳（ゴ カホウ） 
パートタイマー 

（石岡市） 
中国 女 10年4か月 

茨城が私の故郷になった

理由 

13 
アタルガマ アタルガマゲ 

カリンドゥ ニメシュ 

日本語学校学生 

（取手市） 
スリランカ 男 3年1か月 日本とスリランカの若者 

14 グエン ティ ミン ホア 
技能実習生 

（日立市） 
ベトナム 女 3年1か月 世界で一番素敵な言葉 

15 マツモト ラファエル 
夜間中学校学生 

（常総市） 
ブラジル 男 3年7か月 3 つの国 



【アトラクション】 

  書道パフォーマンス／ 水戸葵陵高等学校書道部の皆様 

 

 

【表彰】 

  茨城県知事賞（１名）  茨城県議会議長賞（１名）  茨城県教育長賞（１名）  ひばり賞（１名） 

  特別賞（１1名）  日本語ボランティア賞（１名）  若人賞（１名） 

 

 

【協賛企業・団体（賞品提供）】（五十音順） 

茨城県市長会・茨城県町村会 茨城県信用保証協会 株式会社常陽銀行 株式会社筑波銀行  

株式会社日立製作所日立事業所 キヤノン株式会社取手事業所 公益財団法人茨城新聞文化福祉事業団  

国際ロータリー第２８２０地区 関彰商事株式会社 日東電気株式会社 日本原子力発電株式会社  

広沢商事株式会社 ぺんてる株式会社 水戸さくらロータリークラブ JA 茨城県中央会 

 

 

【日本語ボランティア賞審査の特別審査員参加団体】（五十音順） 

  石下国際交流友の会 牛久市国際交流協会 鹿嶋国際交流JCサークル 神栖市国際交流協会 

  国際交流ボランティアネットワークさくら 国際交流ボランティア「ばらの会」 

  子ども向け日本語ボランティアせきれいの会 サバイディ ソフィア日本語教室 筑西市国際友好協会 

一般財団法人つくば市国際交流協会TIVONAの会 つくばみらい市日本語ひろば 土浦ユネスコ協会  

ＴＮＫ東海日本語教室 Tokai JLT にほんご教室 取手市国際交流協会 なか日本語くらぶ  

日本語教室とりで 日本語の部屋 日本語ボランティア「ひたちおおた」 フレンドシップいしおか  

フレンドリーあんず フレンドリージャパンワールド 美浦村国際交流協会 メサフレンドシップ  

守谷市国際交流協会 一般社団法人結城市国際交流協会 結城日本語教室のびる会 ラブニール  

龍ケ崎市国際交流協会 

 

 

【若人賞審査の特別審査員参加高等学校】（五十音順） 

麻生高等学校 大成女子高等学校 高萩高等学校 常磐大学高等学校 水戸葵陵高等学校 水戸啓明高等学校 

水戸第二高等学校 

 

 

 

 

 

 

公益財団法人茨城県国際交流協会 

〒310-0851 水戸市千波町後川745 ザ・ヒロサワ・シティ会館分館2階 

TEL：029-241-1611 FAX：029-241-7611  

E-mail：iia@ia-ibaraki.or.jp 

URL：http://www.ia-ibaraki.or.jp/ 

Facebook：http://www.facebook.com/ia.ibaraki 


