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その韓国語、使わなきゃもったいない
興味があって少し勉強した韓国語。

せっかくなら、この機会に使ってみませんか？
自信がなくても大丈夫。

この舞台に立ったあと、きっと何か変わってるはず。

〈表彰〉

福岡～釜山1等室往復券他
参加者全員に素敵なプレゼント！

〈お問合せ・お申込み先〉
筑紫女学園大学 入試・広報班

福岡県太宰府市石坂2-12-1
TEL092-925-3591 FAX092-928-6252

後援：福岡大韓民国総領事館・韓国観光公社福岡支社・福岡韓国教育院・カメリアライン株式会社



韓国語スピーチコンテスト募集要項

【日程】2019年10月6日（日）キャンパス説明会同時開催
【時間】12：30～15：00
【場所】筑紫女学園大学 1301教室
【応募対象】韓国、韓国語が好きな女子高校生
【定員】15名

【内容】5分以内のスキットまたはスピーチ。
お申込みの際には自由創作文章を申込書とともにお送りください。

（自由創作文章は韓国語で作成ください。）

〈スキット部門〉
①ポッキーの日 ②母の日
上記のテーマから一つ選び、左ページ記載の台本に沿って2人1組または3人1組
で演じます。自由創作の箇所は、前の文章を踏まえ、下に続く文章を考えてみ
ましょう。

〈スピーチ部門〉
①韓国の人に伝えたい日本文化 ②韓国語を使ってやってみたいこと
上記テーマから一つ選び、あなたの主張を自由にまとめてください。

【表彰】
カメリアライン賞 福岡～釜山１等室往復券 22,800円相当
福岡大韓民国総領事館 特別賞 商品券 15,000円分
筑女国際交流センター賞 クオカード 15,000円分
筑女ミラクル賞 クオカード 8,000円分
福岡韓国教育院院長賞 図書カード 5,000円分

(各1名ずつ)
★参加者全員に韓国観光公社より、
韓流アイドルグッズや韓国伝統工芸品などをプレゼント！

【締切】9月8日（日）必着

お申込み多数の場合は、審査の上、参加決定された方のみご連絡させていただきます。



<교실에서>
A: 내일이 ‘빼빼로 데이’네?
B: 빼빼로 데이가 뭐야?
A: 응? 일본에는 없어?

사랑하는 애인이나 친한 친구, 부모님께
빼빼로로 마음을 전하는 날이야!

B: 그런 날이 있었구나! 내일이라면… 11월11일?
A: 응! 그래서 남자 친구에게 빼빼로를

선물하려고 하는데 같이 사러 안 갈래?
B: 그래! 그 외에 뭐가 좋을까?
A: 빼빼로 데이에는 역시 장미꽃이 좋겠지!
B: 그럼 꽃집에 가자!
A: 근데 이 근처에 꽃집이 있을까?
B: (스마트폰 지도를 보며) 꽃집이… 아 여기

있다!!
학교 정문에서 이쪽으로 쭉 가면 백화점이
있고, 거기서 오른쪽으로 돌면 나온다.

<꽃집 앞에서>
A: 바로 여기네! 이게 뭐지. 뭔가 붙어 있는데?

장미꽃이 다 팔렸대!!!!
B: 그럼 우리 어떡하지??
(이하, 자유창작)

<教室で>
A: 明日は「ポッキーの日」だね?
B: ポッキーの日ってなに?
A: えっ! 日本にはない?

愛している恋人や親しい友達、両親にポッ
キーで気持ちを伝える日だよ!

B: そんな日があるんだ!明日ってことは…
11月11日?

A: うん!だから彼氏にポッキーを渡そうと思うん
だけど、一緒に買いに行かない?

B: そうだね!他に何がいいかなぁ～?
A: ポッキーの日にはやはりバラがいいでしょう。
B: じゃあ、お花屋さんに行こう!
A: ところで、この近くにお花屋さんがあったか

な?
B: (スマートフォンで地図を見ながら…)お花屋さ

ん…あった!
学校の正門からこっちへまっすぐ行くとデ
パートがあるから、そこを右に曲がればいい
みたいだよ!

<花屋の前で>
A: 着いた!…あれ?これは何だ?何か貼ってある

よ?……売り切れだって!!!!
B: どうしよう…?
(以下自由創作)

<옷집에서>
A: 저기 귀여운 옷이 있네!
C: 어서 오세요. 무엇을 찾으십니까?
A: 이 티셔츠 예쁜데요. 어머! 1+1이네.

조금 작은 치수도 있어요?
C: 잠시만 기다리세요. 여기 있습니다.
A: 괜찮은데요. 얼마예요?
C: 두 장에 삼만원이에요.
A: 그래도 좀 비싸네요. 조금 깎아 주시면 안 돼요?
C: 싸게 해 드리는 건데~. 그러면, 이만원은 어떠세요?
A: 네, 좋네요. 이걸로 주세요.
C: 감사합니다. 그럼, 포장해 드릴테니까 잠깐만

기다리세요.
<옷집에서 친구와 이야기 중>
A: 티셔츠 하나씩 나눠 입자.
B: 그래! 예쁘겠다.
A: 아! 맞다. 내일이 일본에서는 어머니 날이지!
B: 그래, 맞아! 모처럼만에 한국에 왔으니까

어머니에게 뭔가 선물하자.
A: 그래. 뭐가 좋을까?
(이하, 자유창작)

<服屋さんで>
A:あそこにかわいい服がある!
C:いらっしゃいませ。何をお探しですか?
A:このTシャツ、かわいいですが、ウワア!※ワン

プラスワンだ。※1着買えばもう1着無料の意味

ちょっと小さいサイズもありますか。
C:少々お待ちください。どうぞ。
A:いいですね。いくらですか。
C:２枚で30,000ウォンです。
A:でも、少し高いですね。安くできませんか。
C:安くしているんですけど~。それでは、20,000

ウォンはいかがですか?
A:はい、いいですね。これ下さい。
C:ありがとうございます。それでは、包装しま

すので少々お待ちください。
<服屋さんで友達と話し中>
A: Tシャツ、それぞれ着てみよう。
B:いいよ! かわいいと思う。
A:あ！そうだ。明日が日本では母の日でしょ！
B:そうだよ。せっかく韓国に来たから母に何か

プレゼントしよう。
A:そうね。何がいいかな…。
（以下自由創作）

スキット部門台本
※スピーチ部門参加希望者は、選択テーマに沿って自由に文章を創作ください。

①ポッキーの日

②母の日



参加申込書

　参加部門とテーマに○をつけてください。

　スキット部門　 　：　　 ①ポッキーの日                         　　，　　  ②母の日

　スピーチ部門　　：　　 ①韓国の人に伝えたい日本文化  　　 ，　　  ②韓国語を使ってやってみたいこと
 
・上記の必要事項を記載の上、下記送付先にFAXまたは郵送。
 ・事前に作成した文章とともに、切取り、またはコピーした本参加申込書を9月8日（日）までにお送りください。
 ・参加申込書はHPからでも取得可能です。
 ・お預かりした個人情報は適切に管理し、スピーチコンテストの運営以外に使用することはありません。
 ・定員を超えるお申込みがあった際は、自由創作文章を審査の上、参加者を決定させていただきます。
　あらかじめご了承ください。
 ・参加決定者の方には9月17日（火）までに通知書を郵送いたします。

学              年

メール アドレス

住  　　　　　所

ふ   り   が   な
氏　　　  　　名

高　   校　   名

〈お申込み・お問合せ先〉
筑紫女学園大学 入試・広報班　　　〒818-0192　福岡県太宰府市石坂2-12-1

TEL:092-925-3591　　FAX：092-928-6252

電　話　番　号

緊 急 連 絡 先

上記記入の上、FAXもしくは郵送

9月8日（日）必着
※自由創作文章も一緒にお送りください。
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