
 

外国人による 

日本語スピーチコンテスト 

日時： ２０２３年２月１８日（土） 13：00～16：30 

ところ： ザ・ヒロサワ・シティ会館 小ホール 

主催： 公益財団法人茨城県国際交流協会 

共催： 茨城県  



 

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】 

（※開始前にスピーカープロフィール、協賛企業・団体紹介（10 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 

１６：００ 表彰 

１６：３０ 閉会 

 

【審査委員】（五十音順） 

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 

柴田 和直  独立行政法人国際協力機構筑波センター次長 

鈴木 聡美  株式会社茨城新聞社編集局報道部くらし文化グループ記者 

鈴木 茂   一般社団法人結城市国際交流協会副会長 

根本 博文  公益財団法人茨城県国際交流協会理事長 

福島 知果  株式会社茨城放送報道広報事業部報道記者 

松崎 達人  茨城県県民生活環境部次長 

 

【特別審査】 

茨城県内の日本語ボランティアが「日本語ボランティア賞」を審査 

茨城県内の高校生が「若人賞」を審査 

 

【司会】 

ジョナス ウィスナー （アメリカ出身 茨城県国際渉外チーム国際交流員） 

シュテファニー レーツ （ドイツ出身 守谷市国際交流員） 
 

【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、1990年の当協会設立以来、毎年開催してきました。コロナ禍では無観客オンライン

配信とした年もありましたが、政府の行動制限緩和を受け、今回は会場に観客をお迎えし対面で実施いた

します。出場者にとって観客席からの熱い視線や応援はきっと励みになることでしょう。コロナ禍で始め

たYouTubeライブ配信も行います。 

今回は１６の国から４３名の方々にご応募いただきました。本来応募者全員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、１１か国１５名の方々に発表して

いただく予定です。 

会場で、オンライン配信で発表に耳を傾けていただき国際理解を深め、外国人と日本人とが一緒に地域

づくりを目指す多文化共生社会推進への一助としていただければ幸いです。 

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 グエン アイン ティ 
大学生 

（日立市） 
ベトナム 女 10 か月 日本人の心配り 

２ 常 斌（ジョウ ヒン） 
会社員 

（取手市） 
中国 男 6 年 2 か月 

異文化理解にはお正月と 

お盆が一番 

３ 
ニ ルー アユ プトリ  

ウタリ 

介護職 

（日立市） 

インドネシ

ア 
女 10 か月 

乗り間違えたからこそ 

乗り換えられる 

４ 
ビャムバホロル  

アナリエリデネ 

日本語学校学生 

（取手市） 
モンゴル 女 10 か月 初めてのゆかた 

５ リアズ カーン 
夜間中学校学生 

（古河市） 
パキスタン 男 5 年 1 か月 お願いはきまり 

６ 張 舒歓（チョウ ショカン） 
高校生 

（つくば市） 
中国 女 5 か月 

言語で私たちは繋がってい

る 

７ ホアン バー ボン 
日本語学校学生 

（水戸市） 
ベトナム 男 8 か月 怖いものは何ですか 

８ ナジーバ カリーム 
ALT 

（つくば市） 
南アフリカ 女 11 か月 

日本人のすべてが忍者では 

ないように、南アフリカ人の

すべてがハンターではない 

 

休 憩 （ 15 分 間 ） 

 

９ グエン テイ ナム 
日本語学校学生 

（取手市） 
ベトナム 女 3 年 11 か月 

お年寄りが健康で幸せな 

生活を送るために 

10 
アブディルダエフ サマッ

ト 

大学生 

（日立市） 
キルギス 男 10 か月 

一杯のコーヒーがくれた 

もうひとつの故郷 

11 エセンオール ヤームル 
高校生 

（取手市） 
トルコ 女 8 か月 

剣道が私をどのように変え

たか？ 

12 ナームウォン ボンコット 
会社員 

（水戸市） 
タイ 女 7 年 7 か月 いばらきガパオ 

13 キム ヒョンミン 
日本語学校学生 

（日立市） 
韓国 男 11 か月 不思議だらけの居酒屋 

14 
劉 穎杉 

（リュウ インシャン） 

高校生 

（つくば市） 
中国 女 10 か月 異なる教育 

15 ショシナン マーティン 
日本語学校学生 

（取手市） 
フランス 男 4 か月 とうふはおいしい？ 

 



【アトラクション】 

  排禍ばやし／ 排禍ばやし保存会の皆様 

  インド音楽／ マノジュ クマル アイシュワリヤ 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 神栖市国際交流協会 グローバルハーツ 古河市国際交流協会  

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 多文化共生グループおみたまじん  

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  

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 虹の会  

日本語ボランティアグループ・オルビス にほんご水戸の部屋 ひたちなか市国際交流協会 

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 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  

 

【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 那珂高等学校 日立北高等学校 水戸葵陵高等学校 水戸啓明高等学校 

緑岡高等学校 

 

【運営協力】 

茨城県世界青少年コミュニケーションクラブ（WYCCI） 

茨城県国際交流協会登録事業ボランティア 

 

 

 

 

 

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：https://www.ia-ibaraki.or.jp/ 

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


