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会場

開会 
日本語教室学習者のスピーチ（5名） 
日本語学校学生のスピーチ（4名） 
アトラクション
表彰・講評
閉会
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プログラム

福岡市科学館6階 サイエンスホール
福岡市中央区六本松4-2-1

時間 13：00～15：30（12：30開場）

配信期間：2022年11月４日（金）～12月31日（土）
https://www.fcif.or.jp/language/speech-contest/
配信期間：2022年11月４日（金）～12月31日（土）
https://www.fcif.or.jp/language/speech-contest/

コンテスト当日の動画を配信します。是非ご覧ください。

感染症対策（マスクの着用、３密の回避、手指の消毒など）にご協力ください



（年1回開催）
外国人学生と市民との交流イベント

TEL：092-262-1744 FAX：092-262-2700 Email: attaka@fcif.or.jp

福岡外国人学生支援の会

福岡市博多区店屋町4-1 福岡市国際会館１階 （公財）福岡よかトピア国際交流財団内

www.fcif.or.jp/about/attaka/

■年会費■
個人会員 ： 1,000円
団体会員（10人以上） ： 1人500円

原則毎月平日最終日 午後３時３０分～４時３０分
奇数月の第3木曜日 午後6時30分～７時30分

「福岡市国際会館/あったか福岡」

（オンラインまたは対面開催）

留学生にイベント情報などを
メールでお知らせ！登録はこちらから

店頭で購入いただいた方には特典付き！

書籍代金のお支払い方法は現金のみです。
クレジットカードや図書カードでのお支払はできません。

※弊店ホームページは

「大谷書店　福岡」で検索
半導体開発で豊かな地域社会を

広告

４
７
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ご　　あ　　い　　さ　　つ

　「第20回外国人による日本語スピーチコンテスト」の開催に

あたり、主催者を代表してご挨拶を申し上げます。

　このコンテストは、外国人の日本語能力の向上を図るとともに、

市民の皆様が多文化・国際化の現状に触れる機会を提供し、相互

に交流・理解する場となることを目的として開催されています。

　福岡市の在留外国人数は令和4年7月末現在3万9千人を超

え、この20年間で2倍以上になりました。出身国・地域も多様

化し、在留資格についても留学生、永住者、就労者、家族滞在、日本人配偶者、技能実習生、

特定活動など様々で、この中にはウクライナ避難民の人もいます。

　十分な準備を整えて来た人も、準備する間もなく来た人も、家族とともに来た人も、

家族と離れて来た人も、日本語が話せる人も、話せない人も、期待以上の楽しい日々

を謳歌している人も、想定外の困難に遭遇し悩んでいる人も、そこにはいろいろな状

況があることでしょう。

　知ることは多文化共生の第一歩。今回、皆様に披露されるスピーチから窺い知れる

ことは、その中のごく一部に過ぎませんが、そのスピーチを通して、福岡に住んでい

る外国人の夢や喜びあるいは悩みなどに想いを巡らせていただき､ 在留外国人の現状

に対するご理解と、温かいご声援をお願いいたしたく存じます。

　最後になりますが、 福岡市には50近いボランティアによる日本語教室と30を超え

る日本語学校があり、このスピーチコンテストはその中の有志団体による実行委員会

方式で開催されています。 開催にあたり、出場者や聴衆の皆さまはもとより、今なお続

くコロナ禍の中での開催にご支援ご協力をいただいた皆様に心から感謝申し上げます。

　福岡に来られた外国人の皆さまがともに暮らす街「福岡」の市民として有意義な日々

を過ごされるよう切に願って、挨拶にかえさせていただきます。

日本語スピーチコンテスト実行委員会　委員長　古田三志

脇　坂　真彩子

和　田　玉　己

田　中　顕　治

中　川　真智子

古　田　三　志

九州大学留学生センター

九州大学留学生センター

福岡市総務企画局国際部

福岡よかトピア国際交流財団

日本語スピーチコンテスト実行委員会

准教授

非常勤講師

国際政策課長

地域日本語共育コーディネーター

委員長　

審査員紹介



❷

・日本語教室の部（優秀賞・第２位）
・日本語学校の部（優秀賞・第２位）
・特別賞（該当者がいた場合）

審査基準

表　彰

１．日本語（発音・用語・文法など）
２．内　容（論旨・構成・提言など）
３．態　度（スピーチの内容に適した表現態度）

★日本語教室の部は、審査員による審査に来場者による投票を併せて入賞者を決定します。

日本語教室の出場者  ⑴ テーマ  ⑵ 出身  ⑶ 滞在期間  ⑷ 所属

③ 韓　栄 梅 （カン　エイバイ）

⑴ 百聞は一見に如かず

⑵ 中国・遼寧省大連市

⑶ 3年５ヵ月

⑷ 高取日本語教室

④ 李　玲 飛（リ　レイヒ）
⑴ 日本に来て初めて

　 わかった事

⑵ 中国・遼寧省錦州市

⑶ 4年10ヵ月

⑷ 外国人のための

　 日本語教室

⑤ Okada Prawina（オカダ　パウィーナ）

⑴ やっぱり日本語

　 頑張らなくちゃあ

⑵ タイ・

　 ナコーンラーチャシーマー

⑶ 4年

⑷ 小さな国際交流の会

②  Nguyen Thi Hai（グエン  ティ  ハイ）
⑴ 仕事に教えられた事

⑵ ベトナム・ハノイ

⑶ 7年６ヵ月

⑷ さくら日本語教室

① 孫　華 傑（ソン　カケツ）
⑴ 日本が大好きです

⑵ 中国・遼寧省大連市

⑶ 9年３ヵ月

⑷ えふえいち日本語教室
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昨年の入賞者メッセージ

日本語教室の部・ようこそ日本語教室

Nophaket Supisara
( ノッパケット　スピサラ )

　福岡に住んでいたのは2年間という短い期間で
したが、スピーチコンテストに参加したことは、
コロナ禍において人生で最高の思い出の1つで
す。
コンテスト参加のためのすべてのプロセスは、
日本語の勉強だけではなく、文化交流についても
教えてくれました。スピーチのテーマ『「頑張れ！」
の力』では、日本人をどのように理解しているか、
まず私の観点から書きました。そして 、ようこ
そ日本語教室の先生と一緒に私の視点と日本人の
考え方の違いについて話し合いました。
　先生方とはたくさん練習しましたが、コンテス
トの日はとても不安でした。ステージに立ってた
くさんの人の前で発表するのは生まれて初めて
だったからです。でも、「おちついて、ゆっくり
話したら大丈夫ですよ。」という先生の言葉を思
い出して頑張ることができました。参加者のみな
さん、頑張ってくださいね。

いろいろな言葉で相談ができます

福岡市外国人総合相談支援センター

☎ 0120-66-1799（平日9時～18時）

区役所外国人専用ダイヤル

☎ 092-753-6113（平日9時～17時）

いろいろな言葉での情報があります

福岡市 外国人 支援 HP
www.city.fukuoka.lg.jp/shisei/gshien/index.html

福岡よかトピア国際交流財団HP
https://www.fcif.or.jp/

Fukuoka City International Center

Global Community Fukuoka

ぜひフォローしてください！

LINEコールでも相談ができるようになりました！
ぜひ「友だち追加」してください。

友だち追加

今年9月に開催された、ベトナムフェスティバル福岡実行委員会主催の「2022中秋節」で「福
岡アオザイ大使2022」に選ばれた2人が、ベトナム舞踊と笛の演奏を披露します。福岡アオ
ザイ大使は、ベトナムと日本の交流に貢献しています。
本日ご覧いただく舞踊は、ベトナムの女性の美しさを称える踊りです。笛の演奏では、竹笛や
電子笛等をご紹介します。どうぞお楽しみください！

ベトナム舞踊と笛の演奏
出演者：
グエン　ティ　トゥエット
（ベトナム舞踊）
ダオ　ヴァン　タム
（笛の演奏）

アトラクション



日本語学校の出場者  ⑴ テーマ  ⑵ 出身  ⑶ 滞在期間  ⑷ 所属

③ Pham Thanh An（ファム　タアン　アン）

⑴ 私の恩人

⑵ ベトナム・フエ

⑶ ５ヵ月

⑷ GAG日本語学院

④ 符　騰（フ　トウ）

⑴ LGBTQの人々を

理解してください

⑵ 中国・四川省成都市

⑶ ５ヵ月

⑷ 学校法人麻生塾

② Mappanyompa Rukka Muhammad（マッパニョンパ  ルッカ  ムハマド）

⑴ 日本のルールとマナー
を守りましょう

⑵ インドネシア・
マカッサル

⑶ 3年６ヵ月
⑷ 愛和外語学院

① Bushal Himal（ブサル　ヒマル）

⑴ 日本へ来て感じたこと

⑵ ネパール・ピュータン

⑶ ５ヵ月

⑷ 日本グローバル学院

❹

昨年の入賞者メッセージ

日本語学校の部・学校法人麻生塾

廖　冠宇
（リョウ　カンウ）

つながる ひろがる 
にほんごでのくらし
（文化庁）

日本語学習教材
（国際交流基金）

Learn Japanese
(NHK)

いろどり
（国際交流基金）

　自分の言いたいことをうまく伝えて理解してもらうの
は、とても難しいことです。私にとって日本は第二の故
郷なので、そのことを聴いてくださっている日本の皆さ
んに伝えたい！と思って、スピーチをしました。発音や
アクセントはもちろん大事ですが、一番大事なのは共感
してもらうことだと思います。そのことを考えながら練
習をしました。
　当日は緊張してあまり覚えていませんが、時が止まっ
て、スポットライトを浴びて、長くさなぎだった命が美
しい蝶になって大空を自由自在に飛びまわるように感じ
たことは、一生忘れられません。
ステージの上と下が一つになって、自分が伝えたかっ
たことを皆に理解してもらう達成感は何よりうれしい
ですよ！皆さんもそんな気持ちを味わってください！

日本語学習サイトの紹介
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＜日本語教室＞
えふえいち日本語教室
外国人のための日本語教室
さくら日本語教室
高取日本語教室
小さな国際交流の会
にほんごきょうしつGlobal Friendship
日本語クラスみらい
ようこそ日本語教室
わらわらくらぶ

＜日本語学校＞
愛和外語学院
学校法人　麻生塾
GAG日本語学院
日本グローバル学院
福岡国際学院

＜事務局＞
公益財団法人福岡よかトピア国際交流財団

実行委員会参加団体（50音順）

※本実行委員会は、コンテスト出場団体を中心とした日本語教室および日本語学校の先生方により構成されています

日本語スピーチコンテスト実行委員会では、来年開催予

定の「第21回外国人による日本語スピーチコンテス

ト」パンフレット広告にご協賛くださる企業・団体様を

募集しています。ご支援いただける方、お心当たりのあ

る方は、下記実行委員会事務局までお知らせください。

日本語スピーチコンテスト実行委員会事務局
（公益財団法人福岡よかトピア国際交流財団内）

☎０９２－２６２－１７４４

広告



Debit＋ 一般カード
［〈付与単位〉200円につきmyCoin1枚］

Debit＋ ゴールドカード
［〈付与単位〉100円につきmyCoin1枚］

●Wallet+（ウォレットプラス）は、iBankマーケティング株式会社（株式会社ふくおかフィナンシャルグループの連結子会社）が運営する無料のマネーアプリです。
銀行の口座を登録することで、スマホでいつでもどこでも口座の残高や収支などを確認することができます。

お金の見える化！
残高や収支や明細を、
スマホで手軽にチェック!

お金をためる！
自分で目的と金額を
決めて預金できる!

たまったポイントは、キャッシュバックや他社のポイントへ交換OK！!

※入力が完了すると口座
情報が表示されます。

アプリ（無料）を
ダウンロード

ユーザー登録
ID・パスワード
の設定

口座番号などの
必要事項を入力

Wallet＋のご利用は、
かんたん3ステップ

ご利用に応じてポイントGET! たまったポイントは自分の好きな形で使える！

マネーアプリWallet+を提供するiBankマーケティング株式会社が運営するポイントサービスです。

ステップ1 ステップ２ ステップ３

「Wallet+」とは？ どんな機能があるの？

myCoinとは

「Wallet＋」と「Debit＋」を  
ペアで使うことで、

ポイント（myCoin）が
たまります。

お金 アプリでを

通帳の残高、明細を手軽に確認し
たり、目標金額を設定してお金を
ためることができ、手軽に楽しく
お金と付き合える無料アプリです。

【ウォレットプラス】

福岡銀行公式アプリ

ポイント（myCoin）もたまる！!

など

ポイント
交換先
（一例）

提携先の他社の
ポイントに交換

Wallet+の貯蓄預金口座に
キャッシュバック！ myCoin 1枚／1円換算

で 賢くためましょう！ Wallet＋の
詳細はこちら！

広告


