
Zoom による朗読部門予選 

実施日時：2022 年 10 月 2 日（日）10：00～（2時間程度を予定） 

参加方法 

 
 
 

オンライン会議ツール「Zoom」をお使いのパソコンやタブレット、スマートフォン等にイ

ンストールしておきます。インストールするには新規アカウント登録（無料）が必要です。 
※既に「Zoom」をお使いの方は、通常通りお使いください。 

⇒「Zoom ミーティング」https://zoom.us/jp-jp/meetings.html 

1 

予選の数日前に、事務局より招待メール（招待 URL・ミーティング ID・パスコード（パス

ワード））をお送りします。 
※応募時にご記入頂いたメールアドレスへお送りしますので、必ずご記入をお願いします。 
※中国語教室やご友人等と、パソコンやメールアドレスを共用してのご参加も可能です。

（当日は交代でご参加いただきます） 

２ 

当日、予選開始時刻の 10 分前までには Zoom の指定ルームにログインをお願いします。 
招待メールに書かれた招待 URL をクリックすると Zoom が起動し自動的にログインします。 
または、Zoom を起動し、②でお送りしたミーティング ID・パスコード（パスワード）など

を入力します。 

３ 

ビデオをオンにするか、オフにして 
参加するかを尋ねられるので「オン」 
を選びます。 
音声も「どのように音声会議に参加し 
ますか」と尋ねられるので「コンピュー 

ターオーディオに参加する」を選択します。 

４ 

※操作方法がわからない、Zoom の使用が難しいなどお困りの場合は事務局までお問合せください。 

※前日の 10 月 1 日（土）10:00～10:30 に Zoom の接続テストを行いますので、接続方法などご不安な方は 

 ご参加ください。（本番と同じ招待 URL よりログインできます） 

特定非営利活動法人 三重県日本中国友好協会 事務局 
〒514-0031 三重県津市北丸之内 202 

TEL: 059-227-0470／FAX: 059-224-4311／E-mail: jimukyoku@jcfa-mie.jp 

 今年も中国語スピーチコンテスト三重県大会を開催いたします。昨年に引き続き新型コロナ

ウィルス感染症予防の為、朗読部門においては Zoom による事前審査、申込み制とする等、安

全対策に努めながら開催いたします。 

 本大会は（公社）日本中国友好協会が主催する「全日本中国語スピーチコンテスト」への三

重県推薦者を決定するとともに、日頃の学習成果を発表する場でもあります。 

賞金などは昨年同様ご用意しております。皆様のご参加をお待ちしております。 

 

実施日時：2022 年 10 月 15 日（土）13：30～ 

実施場所：三重県総合文化センター レセプションルーム 

（津市一身田上津部田 1234） 

部 門：スピーチ部門、朗読部門 

参 加 費；無料 

申込締切：2022 年 9 月 20 日（火）必着 

入場者定員：100 名（会場定員） 

 観覧希望の方は要申込（定員は大会出場者を優先します） 

 新型コロナウィルス感染状況により、開催方法の変更や中止となる場合があります。その際は当協会 HP 上でお

知らせいたしますので、ご了承ください。 

 

主 催：特定非営利活動法人三重県日本中国友好協会 

後 援：（申請中）中華人民共和国駐名古屋総領事館、三重県、津市、公益財団法人三重

県国際交流財団、津市国際交流協会 

協 賛：情報システム・J・T 株式会社 

  

第 40 回 

全日本中国語スピーチコンテスト三重県大会 



※1 母語とはその者の生活環境において使用されている言語（最初に自然に身につけた言語） 

※2 全国中国語スピーチコンテスト審査基準と同じ 

※3 大学生部門「共に歩もう、日中友好の道を」「先生がくれた夢の灯火」「中国語は月の如く、行先を明るく照らす」 

高校生部門「一歩踏み出せば」「中国語を学んだことによる私の成長」「また会う日まで」 

一般部門 「千里の道も一歩から」「在宅留学」「私にとっての“10 円”」

 
スピーチ部門 朗読部門 

部門 ①大学生部門 

②高校生部門 

③一般部門 

①大学生・大学院生の部(専門学校生含む） 

②中学生・高校生の部 

③一般の部 

予選 （実施しません） 10月2日(日)10:00よりZoomでのオンライン予選

を行い、①～③各部門の合格者が本選へ出場で

きます。予選結果は数日以内にメール通知しま

す。 

※Zoomの使い方等については最後の頁を参照 

参加 

資格 
県内に在住または通勤通学し、中国語を学んでいる方。但し中国語を母語（※1）とする方は除く。

※全日本大会出場資格がない場合は、全日本大会には推薦しない。 

審査 

基準 

（※2） 

①正確な発音で流暢かつ豊かな口頭表現がで

きているか（歌などのパフォーマンスは不可） 

②テーマに沿った内容で適切な中国語による

論旨明晰な文章表現か 

③内容を把握しており、質問に対して適切に

答えられるか 

※原則として原稿は見ないこと 

・発音、イントネーションが正確かつ流暢で

あるか 

※朗読中、課題文を見ることは構わない 

内容 テーマは自由（5分以内）、審査員による質疑応答 

（※3 前回の全国大会受賞者のテーマは下記参照） 

全日本中国語スピーチコンテスト朗読発表会

課題を朗読 

表彰 

（予定） 

【三重県日中友好協会会長賞】 賞金 1 万円 

日中友情サポーター交流旅行にご招待 

【名古屋総領事賞】 賞金 5 千円 

【三重県知事賞】 賞金 5 千円 

【情報システム・J・T（株）賞】 

他にも賞をご用意しています。 

【名古屋総領事賞】 賞金 5 千円 

【金 賞】①②③部門ごとに 

【銀 賞】   〃 

【銅 賞】   〃 

【情報システム・J・T（株）賞】 〃 

 スピーチ部門より１名、朗読部門より 1 名を全国大会出場者として推薦。但し審査員が協議の上で

推薦するか否かを決定する。（全国大会出場者の東京までの往復旅費は、スピーチ部門は全額、朗読

部門は半額を NPO 法人三重県日中友好協会が負担する） 

申込 ①中国語原稿、②日本語原稿、③申込用紙 

を郵送又はメールに添付して下記アドレスま

で送付してください。③申込用紙については

下記 HP の申込フォームでも可能です。 

申込用紙を郵送又はメールに添付して下記ア

ドレスまで送付、または下記 HP の申込フォー

ムからお申し込みください。 

2022 年 9 月 20 日（火）必着 

問合せ 

送付先 

特定非営利活動法人三重県日本中国友好協会 

〒514-0031 三重県津市北丸之内 202 

TEL:059-227-0470／FAX:059-224-4311／E-mail:jimukyoku@jcfa-mie.jp 

申込用紙(Excel)は下記の当協会 HP よりダウンロード可能です。申込フォームから送信する

こともできます。「三重日中」でご検索下さい。 

http://www.jcfa-mie.jp/ 

第 40 回全日本中国語スピーチコンテスト 開催要項 

主催：公益社団法人 日本中国友好協会 

日時：2023 年 1 月 8 日(日) 会場：東京飯田橋日中友好会館地下大ホール 

 スピーチコンテスト 中国語朗読発表会 

出場者数 

「大学生部門」10 名程度 

「高校生部門」「一般部門」各 6 名程度 

「大学生・大学院生の部」 

「中学生・高校生の部」 

「一般の部」各 3 名程度 

表彰 

・審査員の判定会議により入賞者を決定（「大学生部門」第 1 位

～6 位、「高校生部門」「一般部門」第 1 位～3 位） 

・第 1 位～3 位には後援・協力団体賞等を授与する（「外務大臣

賞」、「日中友好協会賞」、「文部科学大臣賞」など ※予定） 

・全出場者の中から「日中友好協会会長賞」を選ぶ 

提出された音源による審査

を行う。入賞者（優秀者）各

部 3 名（合計 9 名）（※1）を

選抜した後、内、最優秀者

各部 1 名（合計 3 名）を決

定する 

※1 エントリー数が少ない場合、また、入賞のレベルに達しない場合は、この数の限りではない 

参加資格 ※全国大会の参加資格です。三重県大会の参加資格は先述の通りです。 

各都道府県大会で推薦された方の中から、予め本部の審査員による一次審査(都道府県大会時の音源審査)を

行い、全国大会への出場者を決定し、本人と各県協会に通知します。ただし以下のいずれかの条項にあては

まる方は全国大会へ進めませんので予めご了承下さい。 

中 国 語 朗 読 発 表 会 、スピーチコンテスト共 通  

①日本国籍を有しない者 ②中国語を母語とする者 ③両親のいずれかが中国語を母語とする者 

④中国語を主に授業を行っている学校（中華学校など）に在学中の者、在学した者、卒業した者 

⑤業務として中国語を日常的に使用した事のある者、又は現在使用している者 

スピーチコンテスト 中 国 語 朗 読 発 表 会  

①中国語を日常語とする地域に通算 13 ヶ月以上留

学又は滞在した事のある者（オンライン留学は含まな

い） 

②過去、全国大会において優勝した者 

①中国語を日常語とする地域に継続 1 ヶ月以上滞在

（含・留学）した経験のある者（オンライン留学は含ま

ない） 

②高校、大学、専門学校（※1）において中国語を専攻

している者（過去に専攻していた者も含む）の内で都

道府県大会出場時に学習期間 2 年を超える者 

③専攻以外の者（第二外国語、中国語教室等で学

習、独学）の内で都道府県大会出場時に学習期間 4

年を超える者 ※但し「一般の部」出場者に関して

は、60 歳以上で初めて中国語学習を始めた者は学

習期間を問わない 

一般部門 ①2007 年 4 月 2 日以降に生まれた

者(すなわち中学生以下) 

②大学、大学院、専門学校に在学 

している者（但し出場時の年齢が 30

歳以上の場合はこれに限らない） 

大学生部門 ①日本の大学(含短大・文科省指定

の外国大学日本校)、大学院、専門

学校、高専4 年生以上に在学してい

ない者 

②出場時の年齢が 30 歳以上の者

(「一般部門」から出場すること) 

大学生・ 

大学院生の部 

①日本の大学(含短大・文科省指

定の外国大学日本校)、大学院、

専門学校、高専 4 年以上に在学

していない者 

②出場時の年齢が30歳以上の者

(「一般部門」から出場すること) 

高校生部門 日本の高校に在学していない者 中学生・ 

高校生の部 

日本の中学、高校に在学していな

い者 

※1 専門学校とは「専門士」の資格を与えられる学校を指す 

※出場資格に疑問のある場合は、主催者側が可否を決定する。  


