２０２０年２月

第１回湘南中国語スピーチコンテスト報告書
１ 実施要領
・日 時

２０２０年２月８日(土) 午後１時開会 午後４時閉会

・会 場

多摩大学湘南キャンパス

・所在地

藤沢市円行 802

・参加校
＜大学生の部＞慶應義塾大学、フェリス女学院大学、立教大学、多摩大学
＜高校生の部＞藤嶺学園藤沢高校、藤沢翔陵高校、藤沢清流高校
・出場資格
①藤沢市を中心とした湘南地域にある大学、高校等に通学する学生・生徒、及び湘南地域外の
大学、高校等に通学する学生・生徒であって藤沢市在住の者、並びにそれらに準ずる者で実
行委員会が特に認める者
②中国に半年以上住んだことのない者
③２週間以上中国に招聘されたことのない者
④父母がどちらも母国語が中国語ではない者
・主 催

湘南中国語スピーチコンテスト実行委員会

・共 催

湘南日本中国友好協会、多摩大学

・後 援

藤沢市、藤沢商工会議所、駐日中国大使館、国際交流基金、藤沢市都市親善委員会、
姉妹都市・友好都市との交流を深める市民の会

・審査員

山﨑貴哉様(国際交流基金)、高木麗子様(藤沢市人権男女共同平和課)、武田勝年様(湘
南日本中国友好協会)、鳥居ジュアン様(湘南日本中国友好協会)

・審査の方法
大学生の部及び高校生の部に分けて審査を行う。
あらかじめ与えられた課題スピーチ(規定時間３分)によって審査を行う。
課題スピーチのテーマは、
「私と中国」とする。
審査員の採点の平均点を出場者の成績とする。
規定時間を超えた場合は平均点から減点する。１分以内は１点、１分超は２点。
計時開始はステージで第一声を発した瞬間とする。
規定時間に達する３０秒前に本人にチャイム等で知らせるものとする。
・審査の基準
審査員の採点は最高点を１００点とし、以下の３項目により審査を行う。 ただし、各項目に
重点を設け、集計者の計算時に点数を以下のように配分するものとする。
①スピーチの内容(３０点満点)
②中国語能力(４０点満点)

与えられたテーマに内容が適い、優れたものであるか。

語彙・文法・発音・イントネーション等が正しく、適切である

か。
③表現力(３０点満点) 声の強弱・速さ・間の取り方・動作などに工夫が見られ、表現に訴
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える力があるか。
・採点の処理と賞について
①全ての発表が終わった１０分後に採点表を集める。
②得点は総合点のみを発表する。
③大学生の部及び高校生の部それぞれの成績優秀者等に以下の賞を与える。
優 勝 １名：昆明市研修旅行招待
二等賞 １名：電子辞書
三等賞 １名：腕時計
特別賞 若干名：ＤＪハギー賞、湘南日中賞
参加賞 全員
・クレーム(疑義)に対する対処
審査に関するクレーム等があった場合は、湘南中国語スピーチコンテスト実行委員会が全責
任をもって対処する。但し、以下の点を原則とする。
①採点の詳細は公表しない。
②クレーム等は当該出場者の大学又は高校の責任者によるものとし、本人からのクレーム等
は受け付けない。
２ 湘南中国語スピーチコンテスト実行委員会
会 長

増田隆之（藤沢商工会議所会頭、都市親善委員会会長）

副会長

大縫光宏（湘南日本中国友好協会副会長、藤沢体育協会顧問）

委員長

安田震一（多摩大学副学長・グローバルスタディーズ学部長）

副委員長

竹村裕幸（藤沢商工会議所専務理事）
張 琪 （多摩大学グローバルスタディーズ学部教授）
荒 生朗 （藤嶺学園藤沢高等学校教務主任）
橋本哲也（藤沢翔陵高等学校学習教務部主任）

事務局長
〃次長

森島裕一（多摩大学グローバルスタディーズ学部事業推進室室長）
上野篤志（湘南日本中国友好協会理事長）

会 計

小泉 徹（多摩大学グローバルスタディーズ学部事業推進室員）

委 員

木村光子（湘南日本中国友好協会副理事長）
岡部初子（湘南日本中国友好協会理事）
春名康夫（湘南日本中国友好協会顧問）
田中孝枝（多摩大学グローバルスタディーズ学部専任講師）
李 崗 （多摩大学グローバルスタディーズ学部専任講師）

監 事

平中恭子（湘南日本中国友好協会副理事長）
大嶋洋一（藤沢商工会議所常務理事）

顧 問

鈴木恒夫（藤沢市長、湘南日本中国友好協会顧問）
柳田秀憲（湘南日本中国友好協会会長、藤沢市議会議員）
渡辺光雄（聶耳記念碑保存会会長、湘南日本中国友好協会顧問）
阿部知子（衆議院議員、湘南日本中国友好協会顧問）
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３ 主催者ご挨拶 (増田隆之・湘南中国語スピーチコンテスト実行委員会会長)
湘南中国語スピーチコンテスト実行委員会会長の増田でございます。主催者を代表してご挨拶を
させていただきます。
本日のスピーチコンテストが、湘南日中友好協会や多摩大学など関係者の皆さまが１年余りの準
備を重ねてここに開催できたことに大変感動しております。関係者の皆さまのこれまでのご努力に
心からお礼申し上げます。
藤沢市との友好都市であります昆明市におきましては、湘南日中の鈴木さんが中心となって始め
た彩雲基金日本語スピーチコンテストが昨年で１０回目を迎えています。優勝した学生が毎年昆明
から藤沢に来て、ホームステイをしながら日本の文化に触れ、藤沢や鎌倉など日本の良いところを
いろいろ見ていただいています。今回の湘南中国語スピーチコンテストは、この地域の高校生や大
学生の皆さんに中国語の学習を通してお隣の中国に関心を持って頂き、優勝した方たちを昆明に無
料で招待し、中国の文化を知り、青少年との交流をしてもらおうとするものです。彩雲基金の日本
語スピーチコンテストと同じように、第１回から第２回、第３回と積み重ねられていくことにより、
ますます日中友好と青少年の皆さんの交流が進むことを期待いたします。
本日出場される皆さまは大変緊張するのではないかと思いますが、ぜひ日頃の学習の成果を発揮
できますよう頑張っていただきたいと思います。
４ ご来賓のご祝辞
・鈴木恒夫藤沢市長からのご祝辞(メッセージ)
本日は、
「第 1 回湘南中国語スピーチコンテスト」の開催、誠におめでとうございます。日頃か
ら、藤沢市と昆明市をはじめ、中国との友好に多大なるご尽力をいただいております関係者の皆様
に、深く敬意を表するとともに、厚く御礼申し上げます。
本市と昆明市は、１９８１年１１月５日に友好都市提携を結び、市民交流や文化交流等を活発に
行う等、長い時間をかけて友好を深めて参りました。なかでも、毎年４月に昆明市で行っている彩
雲基金日本語スピーチコンテストは、湘南日本中国友好協会の会員の皆様をはじめ、関係者の皆様
のお力により盛大に実施されており、昨年、記念すべき第１０回大会が大成功を収められたと聞い
ております。
そして、このたび、藤沢市において中国語スピーチコンテストが開催されます。湘南日本中国友
好協会や多摩大学をはじめ学校関係者の皆様におかれましては、昨年度から準備委員会を運営いた
だき、スピーチコンテストの企画や各関係機関とのご調整を重ねていただきまして、本日、こうし
て開催に至ったことを心より感謝申し上げます。
さて、第 1 回スピーチコンテストの命題は「私と中国」とのことですので、出場される学生、生
徒の皆さんが、日頃の学習の成果を存分に発揮され、今後、皆さんのような未来を担う若い方々が、
日本と中国をつなぐ友好の架け橋となられるよう期待しております。そして、このような交流を続
けることにより、藤沢市と昆明市、さらには、日本と中国の友情がさらに深まり、両国の友好の輪
が、ますます発展していくことを願っております。
なお、現在、中国では、湖北省武漢市を中心に新型コロナウィルスによる肺炎の感染が拡大して
おり、本市の友好都市である昆明市においても患者が確認されております。湘南日本中国友好協会
の会員様から、昆明市の方々への支援物品として、マスクを多数ご寄付いただきまして、誠にあり
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がとうございます。
最後になりますが、本日お集まりの皆様のご健勝とご多幸をご祈念申し上げ、メッセージとさせ
ていただきます。
・加藤一藤沢市議会議長からのご祝辞
ただ今、ご紹介をいただきました藤沢市議会議長の加藤一でございます。市議会を代表いたしま
して、一言、ご挨拶を申し上げます。本日は、
『第１回湘南中国語スピーチコンテスト』が、多くの
皆様のご参加により、このように盛大に開催されますことを、心よりお喜び申し上げます。
このスピーチコンテストは、湘南地域の大学や高校で中国語を学ぶ学生の皆様にご参加いただき、
中国文化に親しみ、日中両国の相互理解と友好の増進に貢献することを目的として企画されたと聞
いております。記念すべき第一回大会を開催するにあたり、実行委員会をはじめ、関係者の皆様の
情熱とご尽力に、敬意を表しますとともに、心から感謝を申し上げます。藤沢市と昆明市は、昭和
56 年に友好都市締結の調印が行われて以来、文化・芸術・技術交流等、各分野で友好関係を深めて
まいりました。今、中国は新型コロナウィルスによる肺炎の流行で、苦境に立たされてれおります。
このような時だからこそ、日中の架け橋となる出場者の皆様に、日頃の学習成果をご披露いただけ
る機会は、大変貴重なものだと感じております。今後も様々な交流を通して、日本と中国の絆が一
層深まることを、そして、新型肺炎の一日も早い収束を、心よりお祈り申し上げます。
結びにあたり、大会の成功と、本日お集まりの皆様方のますますのご健勝を祈念いたしまして、
わたくしからのご挨拶といたします。出場者の皆様、頑張ってください！
・柳田秀憲湘南日本中国友好協会会長からのご祝辞
本日ここに第１回湘南中国語スピーチコンテストが開催されたことを心から喜びたいと思いま
す。これまで１年以上の期間にわたり、開催準備のためにご尽力いただいた多摩大学、藤沢市、藤
沢商工会議所など関係者の皆さまに厚くお礼申し上げます。
湘南日本中国友好協会では毎年昆明市において日本語を学ぶ学生を対象に彩雲基金日本語スピ
ーチコンテストを開催しており、昨年で記念すべき１０周年を迎えたところであります。昆明市か
らは優勝・準優勝の学生が藤沢に招待され、さまざまな交流や研修を行っております。今回のこの
湘南中国語スピーチコンテストは湘南日本中国友好協会としても悲願としていた取り組みであり、
藤沢から昆明に青少年を派遣しさらなる日中交流を図るものです。これからの将来を担う日中の青
少年の皆さんが相互の文化を学び合うことは、日中友好の架け橋として大いに貢献していただける
ことと思います。
本日出場する高校生、大学生の皆さんが日頃の学習の成果を存分に発揮されることを期待し、一
言ご挨拶とさせていただきます。
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５ スピーチコンテスト次第
時間

次第

担当

10:00 ～ 10:30 第３回実行委員会

森島、上野

本日の次第の確認
役割分担の確認
10:30 ～

会場設営

全員

(看板、演台、マイク、座席などの点検)
生け花

木村、岡部

受付準備

平中、春名

10:30 ～ 11:00 審査委員会開催(山﨑、高木、武田、鳥居)

森島、上野

審査委員長の選出(互選により山﨑)
審査要領の確認
11:00 ～ 11:30 出場者への説明、スピーチ順の抽選

森島、上野

11:30 ～ 12:30 昼食休憩

全員

12:30 ～

受け付け開始

平中、春名

12:30 ～

会場入り

13:00 ～ 13:20 開会
司会

安田委員長

主催者挨拶①

増田会長

来賓挨拶②

鈴木市長(メッセージ)

来賓挨拶③

加藤市議会議長

来賓挨拶④

柳田湘南日中会長

13:20 ～ 14:40 コンテスト開始(審査員紹介)

荒、李(タイムキーパー)

①高校生の部(16人)

橋本、田中(出場者整理)

１０分間休憩、採点表集め

森島、上野、小泉

②大学生の部(8人)

橋本、田中(出場者整理)

採点表集め

森島、上野、小泉

14:40 ～ 15:20 休憩
採点表集計、成績一覧表の作成

森島、上野、小泉

審査委員会で入賞者等の決定

安田委員長、森島、上野

表彰状の作成

森島、上野、小泉

15:20 ～ 15:50 成績発表

安田委員長

審査委員長講評

山﨑

表彰式(優勝、二等、三等、特別賞)

橋本、田中(入賞者整理)

高校生５人、大学生５人

木村、岡部(介添え)

上野→湘南日中賞、DJハギー→同賞、竹村→三等、大縫→二等、増田→優勝

15:50 ～

舞台で記念撮影(出場者、役員、来賓)

野原(カメラ)

閉会(主催者から閉会挨拶)

大縫副会長

後片付け

全員

インタヴュー(ジェイコム、タウンニュースなど) 関係者
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６ 出場者一覧(スピーチ順)

(高校生の部)
No.

氏
1菅

名

伊織

よみがな
すが

いおり

学校名
藤嶺学園藤沢高校

2 大川 佳

おおかわ けい

3 井上 健進

いのうえ けんしん 藤嶺学園藤沢高校

4 小林 大河

こばやし

5 石川 教当

いしかわ のりまさ 藤嶺学園藤沢高校

6 木村 蒼

きむら

7 渡辺 友弘

わたなべ ともひろ 藤嶺学園藤沢高校

8 川戸 霧竜

かわと

9 山本 海渚

やまもと しいな

藤沢清流高校

10 鳥山 晴太郎

とりやま せいたろう

藤嶺学園藤沢高校

11 関

せき

藤嶺学園藤沢高校

真吾

たいが
あおい
きりゅう

しんご

藤嶺学園藤沢高校
藤嶺学園藤沢高校
藤嶺学園藤沢高校
藤嶺学園藤沢高校

12 小島 礼慈

こじま

れいじ

藤嶺学園藤沢高校

13 山口 翔太郎

やまぐち

しょうたろう

藤嶺学園藤沢高校

14 齊藤 勇希

さいとう ゆうき

藤嶺学園藤沢高校

15 内田 歩

うちだ

藤沢翔陵高校

16 猪野 航大

いの

あゆみ
こうた

藤嶺学園藤沢高校

(大学生の部)
No.

氏

名

よみがな

1 増田 椋

ますだ

2 飯沢 桜子

いいざわ

3 西谷 拓海

にしや

4 古谷 大輝

ふるたに だいき

多摩大学

5 中野 球花

なかの

フェリス女学院大学

6 福崎 奨

ふくざき

7 高橋 明星

たかはし あかり

8

りょう

学校名
多摩大学

さくらこ 立教大学
たくみ
たまか
しょう

ペルザーカレン美桜マリア ぺるざーかれんみおまりあ
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多摩大学

慶應義塾大学
多摩大学
多摩大学

７ 入賞者
(高校生の部)
順位

総合点

氏 名

よみがな

学校名

賞

1

90.00 山本 海渚

やまもと しいな

藤沢清流高校

優勝

2

86.50 井上 健進

いのうえ けんしん

藤嶺学園藤沢高校

二等賞

3

81.50 関 真吾

せき

藤嶺学園藤沢高校

三等賞

4

80.75 内田 歩

うちだ あゆみ

藤沢翔陵高校

DJハギー賞

5

78.50 齊藤 勇希

さいとう ゆうき

藤嶺学園藤沢高校

湘南日中賞

しんご

(大学生の部)
順位

総合点

氏 名

よみがな
にしや

たくみ

学校名
多摩大学

賞

1

91.50 西谷 拓海

優勝

2

90.75 ペルザーカレン美桜マリア ぺるざーかれんみおまりあ 多摩大学

3

88.50 中野 球花

なかの たまか

フェリス女学院大学 三等賞

4

88.00 福崎 奨

ふくざき しょう

慶應義塾大学

DJハギー賞

6

82.25 増田 椋

ますだ りょう

多摩大学

湘南日中賞

二等賞

８ 山﨑貴哉審査委員長からの講評
まずは出場者の皆さんの本日の頑張りを審査委員一同労いたいと思います。高校の部で男子生徒
がたくさん出場されたことは、こういった大会では女子の方が多くなりがちなところ、よく頑張っ
てくれたと思います。原稿を見ながらのスピーチが多かったこと、カタカナで覚えているためか、
声調の区別がほとんど見られない出場者も見られたものの、こういう場に出ようという心意気は素
晴らしいものです。本大会がこれからの学習のきっかけになれば何よりです。
大学生の部では、大学生の皆さんが高校生とはレベルの違いを見せつけてくれました。大学生の
出場者は原稿を覚えてきている人が多かったですし、長期の留学経験がないにもかかわらず、流暢
なスピーチを見せてくれたと思います。また、スピーチとしてのプレゼンテーションのためのジェ
スチャーなども、工夫している人が多かったと感じられました。
全体的に見て、出場者のレベルにばらつきがあったのも確かで、上位入賞者の成績は審査員の中
でもほとんど点数に差が見られず、納得の結果となったと思います。今回上位に入れなかった皆さ
んも、これを機に研鑽につとめていただけたらと思います。また、高校生の皆さんが進学後に大学
生として来年以降に出場してくれたら、実行委員会としてこれに勝る喜びはないでしょう。
中国語ネイティブ審査員からは、中国のドラマや歌など、文化に興味を持つと学習意欲が沸く、
といった意見がありました。まずは中国に行って中国語のシャワーを浴びるのもいいでしょう。中
国語学習で最も重要な要素が発音であることは言うまでもありませんが、特に声調に気を付けて学
習をするとレベルアップも早いと思います。読み書きだけではなく、リスニングやスピーキングを
意識しながら、今後も学習を続けてください。お疲れ様でした！
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９ 高校生の部で優勝した山本海渚さん(藤沢清流高校三年)のスピーチ
大家好！我叫山本海渚。我是藤泽清流高中的
三年級。
我从小就开始对中国感兴趣。因为我家附近的
中餐馆的王老板。我从小和父母一起去他的餐
馆。我在那里有机会听他来日本以后的故事。他
先来到日本九州，然后一直工作存钱。他终于在
湘南开了自己的中餐馆。他的店每天有很多客
人。我听了王老板的成功故事，我开始对他的祖
国有兴趣。中国有广阔的国土和悠久的历史，还
有非常好吃的中国菜！所以我决定学习汉语，
要了解中国，我将来要去中国发展！近年来日本处于不景气，一直衰退，却中国的经济一直在发展。
我经常看到来日本旅游，买很多东西的中国人。現在，日本的经济已经离不开中国了。其他的国家是
不能代替的。随着经济的发展，各种环境不断改善，中日关系也会越来越紧密。我从高三开始学汉语，
大学也选择了中文专业。汉语改变了我的人生！！！我以后努力学习汉语，我要成为中日之间的桥梁。
谢谢大家！
１０ 大学生の部で優勝した西谷拓海さん(多摩大学四年)のスピーチ
女士们，先生们，大家好。我叫西谷拓海。今天有机会站在这
里演讲，我感到很荣幸。
我是多摩大学的学生。目前为止，我学了两年中文。我对中
国文化非常感兴趣。很喜欢中国的历史，特别是春秋时代。我
还喜欢学《孙子兵法》
。我还没有去过中国大陆，有机会我一定
要去参观一次。
去年，我刚开始学中文的时候，认识了两位来自中国的留学
生。我们每天都会聊天，讲中国文化和中国的流行歌曲，非常
开心。他们英语说得很流利，所以我们通常用英文交流，有时
中英文混合。有一天，我想试试跟他们说一点儿中文，看看他
们能不能听懂我的意思。我问了他们一个很简单的问题--“你
今年多大了”
。可是，他们一点都没听懂。没有办法，最后我用
英语问了同样的问题，他们才知道我刚才说的那句中文是什么。
这让我有一点灰心。虽然我很用功的看课文，上中文课，但是好像我的发音没有办法进步了。那时候，
我几乎就要放弃学习中文了。
有一天，我看到一本书上介绍了一个学中文的方法，叫做“听音乐，说中文”。我抱着试试看的心
情开始了练习。那段时间我每天都一边唱歌，一边练习中文的四声。一段时间之后，我又试着跟我们
朋友说了几句中文。这一次，他们终于听懂了我的意思，而且说：“你的中文进步好快！”。这给我
了很大的鼓励。
“有志者，事竟成”
，这是老师经常跟我们讲的一个成语。通过这次经历，我真的对这个成语坚信
不疑。所以我决定，今后我要继续努力学习中文，决不放弃。这就是我的演讲，谢谢大家！
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１１ スピーチコンテスト写真

開会にあたり主催者の実行委員会を代表して増田隆之会長からご挨拶

今回のスピーチコンテストで入賞した出場者の皆さん
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スピーチコンテスト終了後に出場者全員と実行委員会の皆さんとの記念撮影

司会の安田震一委員長(多摩大学副学長)

優勝した山本海渚さん(左)と西谷拓海さん(右)
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１２ スピーチコンテストの新聞報道

タウンニュース藤沢版２０２０年２月２１日号
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朝日新聞湘南版２０２０年３月４日号
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