
                  第 18 回香港小中高生日本語スピーチコンテスト   (主催者：香港日本語教育研究会) 

                            
1．項目 ① 中、高生暗誦の部（規定の詩より一つ選択） 
         ② 中学生朗読劇の部（規定のスクリプトより一つ選択） 

③  高校生スピーチの部 (自由題、ただし、日本に関係ある題目であること 
スピーチ時間：3～5分＋Q&Aセクション） 

 
2. 日程  

2月 1日 （水）～3月 10日（金） 募集 

3月 10日（金） 募集締め切り 

3月 29日（水）までに 予選通過者あるいは推薦者に通知 

5月 14日（日） 

午前 10時～午後 12時 15分（暗誦の部） 

午後 2時～5時（朗読劇の部、スピーチの部） 

大会当日 

会場 香港理工大学 

 
3．出場資格 

(1)  日本語を母語としない者 
(2)  日本人一世の親を持たない者 
(3)  日本滞在が 6ヶ月を超えない者 
(4)  過去において本大会で優勝したことのない者 
(5)  暗誦の部の対象は中学 1年生～6年生 

朗読劇の部の対象は中学 1年生～3年生   
  スピーチの部の対象は中学 4年生～6年生 
   (6)  暗誦の部及び朗読劇の部の出場者は日本語学習時間 150時間以内。 
 
4．申込について 
 (1) 推薦者は教育機関（中学校や語学学校）の校長または教師に限られる。 
 (2) 暗誦の部及びスピーチの部の申し込みは１校につきそれぞれに 2名までとする。 

朗読劇の部の申し込みは１校につき２グループまでとする。 
(3) 暗誦の部及びスピーチの部は個人コンテストである。 

朗読劇の部は 4～5人グループのコンテストである。どちらの劇も登場人物は 4～5名だが、出演者が  
4名で 1人 2役を演じることも可能。 

  (4) 同一人物が申し込めるのは、一部門（暗誦、朗読劇、スピーチのいずれか一つ）のみとする。   
  (5) 音声ファイルによる予選を行う。 
 
5. 締切日時 2023年 3月 10日(金)午後 5時 

下記のものを香港日本語教育研究会事務所に提出すること。                                                              
     ① 暗誦の部：  申込書及び録音 CD/USB 
       ② 朗読劇の部： 申込書及び録音 CD/USB 

③ スピーチの部：申込書、｢申請者声明文｣、スピーチの原稿、録音 CD/USB 
※応募資料に不備があるもの、締切後本研究会に到着したものは受理しないのでご注意ください。 
※予選通過者は 3月 29日(水)までに事務局より本人或いは推薦者に通知いたします。  

  
6．採点基準 本研究会ホームページ（http://www.japanese-edu.org.hk）をご参照ください。  
 
7. 主催  香港日本語教育研究会 

共催  香港理工大学 
後援  在香港日本国総領事館   国際交流基金       Education Guardianship Group (E.G.G.) 

香港日本人倶楽部    香港日本人商工会議所  

賞品協賛  日本食研ホールディングス株式会社 日本航空株式会社   日本国沖縄県香港事務所 
   日本国宮崎県香港事務所   日本国鳥取県    日本国熊本県香港事務所 
   日本国福岡県香港事務所   全日本空輸株式会社  向日葵出版社    
   利福国際集団有限公司    佳能電産香港有限公司  香港日本文化協会   
   香港留日学友会     崇光(香港)百貨有限公司 港日文化・教育交流基金                                                                                                 
        
8．お問い合わせ  香港日本語教育研究会    

住所     香港筲箕灣興民街 68號海天廣場 7樓 701-2室 
Tel : 2866 9991     Fax: 2866 1331     E-mail: jsa@japanese-edu.org.hk                                        

http://www.japanese-edu.org.hk/


                 第十八屆香港中小學生日語演講比賽 報名須知    (主辦機構: 香港日本語教育研究會) 

                                                                                                                                                     

1.  比賽項目:  ① 中學及高中生詩歌背誦比賽 (大會指定詩歌中自選其一) 

          ② 中學生隊際故事誦讀比賽 (大會提供劇本中自選其一) 

   ③ 高中生演講比賽  (自由題，但須與日本有關   演講時間 3 至 5 分鐘+ 問答環節) 

2. 日程 :  

2 月 1 日 (星期三) 至 3 月 10 日 (星期五) 接受報名 

3 月 10 日 (星期五) 報名截止日期 

3 月 29 日 (星期三) 通知入圍同學或其提名人 

5 月 14 日 (星期日) 

上午 10 時至中午 12 時 15 分 (詩歌背誦比賽) 

下午 2 時 30 分至 5 時 30 分 (故事誦讀比賽及演講比賽) 

 

演講比賽當日 
地點：香港理工大學 

 

3.  參加資格 :  

     (1) 母語並不是日語之學生; 

     (2) 父母並不是日藉人士; 

     (3) 未曾在日本居留超過 6 個月; 

     (4) 未曾在本比賽中嬴取冠軍; 

     (5) 詩歌背誦比賽參加者為中一至中六學生 

        故事誦讀比賽參加者為中一至中三學生         

        自由題演講比賽參加者為中四至中六學生 

     (6) 詩歌背誦比賽及故事誦讀比賽只限學習日語時數 150 小時或以下的學生參加 

     

4. 報名方法： 

(1) 必須由參賽者就讀的教育機構 (中學或語文學校) 的校長或教師代為提名; 

(2) 一間教育機構最多可提名 2 位同學參加詩歌背誦比賽、2 位參加演講比賽及 2 組同學參加故事誦讀比賽; 

(3) 詩歌背誦及演講為個人項目比賽，故事誦讀為隊際項目比賽 (1 組包括 4 至 5 位同學)。大會指定的兩個劇本

有 4 至 5 個角色，如 1 組只有 4 位同學參加時，其中 1 位同學可分飾兩角; 

(4) 同一位學生只可報名其中一個比賽項目 (詩歌背誦 / 故事誦讀 / 演講); 

(5) 本會將以錄音檔案進行預選。 

 

5. 截止日期： 

2023 年 3 月 10 日 (星期五) 下午五時正。資料不齊全或逾期報名概不受理。 

請將下列資料送交至香港日本語教育研究會辦事處： 

① 詩歌背誦比賽 - 報名表格及錄音檔 (儲存於 CD/USB) 

② 故事誦讀比賽 - 報名表格及錄音檔 (儲存於 CD/USB) 

③ 演講比賽 - 報名表格、申請人聲明、參賽講稿及錄音檔 (儲存於 CD/USB) 

本會辦事處將於 3 月 29 日(星期三) 前與入選同學或其提名人聯絡。於該日前仍未獲通知者，可作落選論。 

 

6. 評審標準 :  詳情請參閱本會網頁 (http://www.japanese-edu.org.hk)。  

 

7. 主辦： 香港日本語教育研究會 

 協辦： 香港理工大學 
     後援： 日本國駐香港總領事館       國際交流基金       Education Guardianship Group (E.G.G.) 

香港日本人俱樂部   香港日本人商工會議所       
賞品協賛：  日本食研ホールディングス株式会社 日本航空株式会社   日本国沖縄県香港事務所 

 日本国宮崎県香港事務所   日本国鳥取県    日本国熊本県香港事務所 

 日本国福岡県香港事務所   全日本空輸株式会社  向日葵出版社    

 利福国際集団有限公司    佳能電産香港有限公司  香港日本文化協会   

 香港留日学友会     崇光(香港)百貨有限公司  港日文化・教育交流基金                                                                                                  
                                                                     ※按機構名稱筆劃排序  

                                                                                                                                                                                        

8.  活動查詢 :     香港日本語教育研究會     地址：香港筲箕灣興民街 68 號海天廣場 7 樓 701-2 室 

                  電話： 2866 9991      傳真：2866 1331        E-mail：jsa@japanese-edu.org.hk   


