募集要項

第 11 回 兵庫県中国文化交流会

中 国 通 コ ン テ ス ト
孔子学院本部／国家漢弁認定事業

主 催
共 催

神戸東洋医療学院 孔子課堂
天津中医薬大学（中国）

後 援

中華人民共和国駐大阪総領事館教育処 天津市教育委員会
兵庫県 神戸市 兵庫県教育委員会 神戸市教育委員会
神戸国際協力交流センター 関西地区中国留学経験者同窓会 神戸新聞社
サンテレビジョン NHK 神戸放送局 関西華文時報 Kiss FM KOBE
兵庫県中国人留学生支援の会
春秋航空有限公司 株式会社高電社 HSJ 株式会社

協 賛

【スピーチコンテスト】

目 的
本コンテストは、中学校及び高等学校において中国語を履修している生徒ならびに、現在中国語を学習
している者を対象とし、中国語能力の向上と中国文化への造詣を図るために開催します。同時に中国と日
本、ひいては世界を舞台に活躍する国際人の育成を目指します。

募集要項
１．各部門の参加資格、内容及び審査
入門部門

課題部門

創作部門

参加

中国国籍以外で、且つ中国語を母国語としない方

資格

過去に当コンテストの当該部門において最優秀賞を受賞していない方※1
中学生、高校生

対象者

（2019年4月より
中国語の学習を始めた者）

高校生

中学生、高校生、大学生、一般

（中国語学習歴3年未満）

（中国語学習歴制限無）

申込受付 ：神戸東洋医療学院孔子課堂ホームページの参加申込フォームにて申込
2019年9月13日（金）締切

予選 ：2019年10月12日（土）

2019年10月11日(金)締切
・本選で発表するスピーチ原稿と
録音音源をメールで送付

・本選で発表する課題文を朗読

審査：原稿と録音音源による選考

審査：面接方式による選考

本選 ：2019年11月23日（土）
内容

・暗唱（制限時間2分30秒）
・中国に関するクイズ
（中国語による質問）

・暗唱＋パフォーマンス

・暗唱＋パフォーマンス

（制限時間4分）

（制限時間5分）

・中国に関するクイズ

・中国に関するクイズ

（中国語による質問）

（中国語による質問）
※小学生以下はクイズの代わり
に早口言葉の暗唱

審査：中国語能力、及び中国文

審査：中国語能力やパフォーマンス力、及び中国文化に対する知識

化に対する知識力を総合

力を総合的に評価

的に評価

表彰

最優秀賞：1名

最優秀賞：1名

最優秀賞：1名

・賞状及び記念品。次回コンテス

・iPad、賞状、記念品。

・中国往復航空券、賞状、

トにおいて予選を免除（課題・創

次回コンテストにおいて創

作部門問わず）

作部門の予選を免除

賞金3万円及び記念品

優秀賞：2名

優秀賞：2名 賞状及び記念品

優秀賞：1名 賞状及び記念品

・賞状及び記念品。次回コンテス

入

入

トにおいて予選を免除（課題・創
作部門問わず）
入

賞：5名 賞状及び記念品

賞：3名 賞状及び記念品

賞：2名 賞状及び記念品

※最優秀賞、優秀賞受賞者は天津中医薬大学への留学奨学金申請
の権利を獲得。また、入選者（本選参加者）は天津市への留学支
援あり。

※１ 過去の当コンテスト課題部門における最優秀賞受賞者は創作部門での参加資格があります。

２．審査基準（※別紙「審査内容・配点について」参照）
①予選
・入門部門、課題部門、創作部門共通
「聞き取り易さ」、「個々の発音」、「表現力」、「文章内容（創作部門のみ）」の項目により評価します。
②本選

基礎点

＋

パフォーマンス点※2

＋

クイズ点※3

＋

時間配分点

基礎点は「聞き取り易さ」、「個々の発音」、「表現力」の合計点です。
・創作部門は基礎点に「文章内容」の項目が追加されます。
・入門部門にはパフォーマンス点の項目がありません。
審査基準の配点に関する詳細は、神戸東洋医療学院孔子課堂のホームページに掲載しています。
※2 制限時間を有効に利用すると加点の対象となります。暗唱中の小道具やジェスチャーを使ったパフォーマン
ス、または暗唱後の制限時間内であれば歌や舞踊など独自のパフォーマンスができます。
舞台上には長机１台、椅子１脚を設置可能です。音源を使用する場合は事前に事務局までご提出ください。
※3 小学生以下については、クイズの代わりに早口言葉の暗唱で審査致します。

３．各審査の開催日時、会場
①予選

日時：2019年10月12日（土） 10時開始予定
※エントリー時にご希望の日程を選択
会場：センタープラザ13階 神戸東洋医療学院

②本選

参加費：無料（昼食付）

日時：2019年11月23日（土） 12時開始予定
会場：一般社団法人 中華会館 東亜ホール

参加費：無料

※決定次第ホームページにてご案内致します。
４．参加申込から本選出場までの流れ
①参加申込
・入門部門・課題部門 【9 月 13 日（金）締切】
・創作部門 【10 月 11 日（金）締切】
②予選 【10月12日（土）】
・入門部門・課題部門 【10月12日（土）】
・創作部門 スピーチ原稿内容と録音音源により選考
※10月18日（金）までに全部門の予選の合否通知及び本選の案内を発送予定。
当課堂ホームページにて予選大会合格者のエントリーNoを発表。
本選出場者（入門部門以外）は、11月1日（金）までにパフォーマンス内容の詳細記入用紙と音源
（mp3形式）のご提出が必要になりますので、前もってご準備ください。

③本選

全部門共通 【11月23日（土）】

５．参加申込の手順
①入門部門及び課題部門
・神戸東洋医療学院孔子課堂ホームページの中国通コンテスト参加申込フォームにて申込
②創作部門
・神戸東洋医療学院孔子課堂ホームページの中国通コンテスト参加申込フォームにて申込
※フォーム送信後孔子課堂よりメールをお送りいたしますので、メール受信後、以下のものをメールにてお送りください。

（１）スピーチ原稿（ホームページよりダウンロードした規定のフォームに入力）
※600字～700字程度
※スピーチ原稿には必ずタイトル、名前、学校名をご記入ください。

（２）スピーチ原稿を朗読した録音音源（mp3形式）
≪申込時のメールアドレス登録について≫
変更があった場合や重要なお知らせについては、メールにてご連絡いたします。
登録に際しては、必ずご確認いただけるメールアドレスをご登録ください。
６．審査員
①予選：神戸東洋医療学院 孔子課堂 講師
②本選：中国駐大阪総領事館、中国・天津中医薬大学、神戸学院大学、
兵庫県中国人留学生支援の会など
７．クイズについて
主に第 12 回「漢語橋」世界中高生中国語コンテスト西日本地区予選大会の参考問題集より 4 択形式
の全 5 問を中国語にて出題します。3 部門共通の問題となり、同時に行います。
また、参考問題集は神戸東洋医療学院孔子課堂のホームページに掲載しています。
８．中国留学支援について
以下の出場者は、中国留学奨学金を申請する権利を獲得できます。
なお、当孔子課堂にて選考審査がありますので詳細は当孔子課堂にお問い合わせください。
本選大会の創作部門・課題部門において最優秀賞および優秀賞の受賞者
2021 年 9 月より「天津中医薬大学」へ 1 年および半期の留学
孔子学院奨学金：学費、寮費、初回一時金（準備費）、生活費 など

【写真コンテスト】

目 的
『私の見つけた中国』をテーマにあらゆる視点からの中国の魅力や日中交流を表現した写真を
集め中国との文化交流の深化、さらに地域に貢献することを目的とする。

募集要項
１．表彰
①最優秀賞

：1名

賞状、記念品（1万円相当）
②優秀賞

：若干名

賞状、記念品（5千円相当）
③特別賞、④人気賞 ：若干名
賞状、記念品（3千円相当）
⑤入賞
入賞者全員 クオカード（500円分）

２．選考方法
①～③、⑤最優秀賞、優秀賞、特別賞、入賞
選定方法：題名点、写真点、エピソード点をもとに写真と写真にまつわるエピソードより総合的に審査
④人気賞
選定方法：中国通コンテスト当日、来場者により選考
３．参加申込から結果発表までの流れ
①参加申込 2019 年 7 月 1 日（月）～10 月 11 日（金）締切
②結果発表 2019 年 11 月 23 日（土） ※第 11 回中国通コンテストにて発表
４．審査員
神戸東洋医療学院 孔子課堂、中国・天津中医薬大学
【共通】

応募・問合わせ先
〒650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目9-1 センタープラザ東館 246-2号室
くにとも

かく

神戸東洋医療学院 孔子課堂 事務局（担当：國友・郭）

（お問い合わせ受付時間：平日13時30分～20時）
ＴＥＬ：078-333-1289 ＦＡＸ：078-333-1299
ＵＲＬ：https://koushikadou.com/
Ｅ-mail：zhongguotong@koushikadou.com

