韓国語スピーチコンテスト募集要項
【日程】2022年9月17日（土）
【時間】12：30～15：30予定
【場所】筑紫女学園大学
【対象】韓国や韓国語が好きな女子高校生
※韓国で小学校教育を受けた方は、入賞対象にはなりませんが参加は可能です。

【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してください。）
〈スキット部門〉
①ブラックデー

②ヤンニョムチキン

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】
駐福岡大韓民国総領事賞、カメリアライン賞 、福岡韓国教育院院長賞
などなど

表彰者には豪華賞品をご用意しています！
韓国観光公社より、韓国ロケ地ガイドブックやオリジナルマイボトルなど
韓国グッズをプレゼント！
【締切】 2022年9月9日（金）必着
参加者にはお申し込み後に、参加方法の詳細をお送りさせていただきます。

※新型コロナウイルスの拡大状況によって、実施形態を変更させていただく場合があります。

スキット部門台本
①ブラックデー
<교실에서>
<教室にて>
A: 2월하고 3월은 밸런타인데이랑 화이트데이
A: 2月と3月はバレタインデ―とホワイトデーがある
때문에 바쁘지?
から忙しいでしょう。
B: 맞아. 그래도 1년에 한번 있는 날이니
B: そう。でも年に1回だけある日だから楽しいじゃん。
즐겁잖아.
A: 今年はチョコレートの手作りに挑戦してみたよ。
A: 올해는 직접 초코릿을 만들어 봤어.
B: 本当に!すご～い。大変じゃなかった?
B: 정말! 대단하다. 힘들지 않았어?
A: うん。ちょっと大変だったけど、作るのは楽しかっ
A: 응. 좀 힘들었는데, 만드는 건 즐거웠어.
た。
B: 이렇게 정성이 든 초코렛을 받아서 너무
B: こんなにあなたの気持ちが込められたチョコレー
고마워.
トをもらって嬉しい。
A: 아냐, 나에게 있어서 너는 소중한 친구이니까. A: いいえ。あなたは私にとって大切な友たちだから。
B: 감동해서 눈물이 나올 거 같애.
B: 感動して涙が出そうだよ。
A: 그런데,「블랙데이」라고 들어 본 적 있니?
A:ところで、「ブラックデー」って聞いたことある?
B: 그게 뭐야?
B: それってなに?
<스마트 폰을 보면서 친구와 이야기 중>
<スマートフォンを見ながら友達と話し中>
A: 이거 좀 봐.
A: これ、みて。
B: 왜, 한국 사람들이 까만 라면을 먹고 있지?
B: どうして韓国人が真っ黒なラーメンを食べている
(이하, 자유창작)
のかな。
(以下自由創作)
②ヤンニョムチキン
＜教室にて＞
<＜교실에서＞
A: 요즘 주변에 한국 음식점이 많이 늘어난 것 같 A: 最近周りに韓国料理のお店がずいぶん増えたみ
たい。
아.
B: 그러게 말이야. 나도 역 앞에 있는 한식집에 자 B: そうだね、私も駅前の韓国料理のお店によく行く
けど。
주 가는데.
A: そう？どれくらい行ってるの？
A: 그래? 얼마나 자주 가는데?
B: 一週間に大体……７回ぐらいかな？
B: 일주일에 한…… 일곱 번 정도?
A: 그거 거의 매일 간다는 말이잖아?! 너 진짜 한국 A: それってほとんど毎日行ってるってことじゃな
い？！本当に韓国料理が好きなんだね。
요리 좋아하는구나.
B: 듣고 보니 그러네. 매콤한 걸 좋아해서 한국 음 B: 言われてみればたしかにそうだね。辛いのが好き
だから、私には韓国料理がぴったりなのよ。
식이 내 입맛에 딱이야.
A: 韓国料理の中で何が一番好き？
A: 한국 음식 중에서 뭘 제일 좋아해?
B: 음… 비빔밥도 좋고 떡볶이도 맛있고… 다 맛있 B: うーん……ビビンパもいいし、トッポッキも美味しい
し……美味しいのは全部美味しいけど、やっぱりヤン
긴 한데, 역시 양념치킨이 제일 맛있어.
A: 아, 양념치킨! 나도 양념치킨 좋아하는데. 매콤 ニョムチキンが一番美味しいな。
A: あ、ヤンニョムチキン！私も好き。甘辛い味にサ
달콤한 맛에 바삭바삭한 식감!
クサクの食感！
B: 그런데 양념치킨이 한국 전통요리인가?
A: 그건 아니지 않나? 원래 치킨은 서양 요리잖아. B: ところで、ヤンニョムチキンって韓国の伝統料理
なのかな。
B: 그럼 양념치킨은 한국요리가 아니야?
A: 한국에서 처음 만들어진 거니까 한국요리이긴 A: それは違うんじゃない？チキンはもともと西洋料
理でしょ？
한데…… ‘한국식 서양요리’라고나 할까?
B: ‘한국식 서양요리’라고? 그럼 결국 어디 음식인 B: じゃ、ヤンニョムチキンは韓国料理じゃないってこ
と？
거야?
A: 韓国で初めて作られたんだから韓国料理ではあ
(이하, 자유창작)
るけど……「韓国式西洋料理」とでも言うのかな。
B: 韓国式西洋料理？じゃあ、結局どこの料理なのよ。
（以下、自由創作）

※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。
テーマ：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

参加申込書
ふ り が な
氏
名
高

校

学

名

年

メール アドレス

郵便番号、住所

電 話 番 号

緊急連絡先
参加部門とテーマに○をつけてください。
スキット部門

：

①ブラックデー

②ヤンニョムチキン

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、またはコピーした参加申込書を9月9日（金）までにご送付ください。
・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。
・お申し込み多数の場合は、作成いただいた原稿を審査した上で、参加を決定させていただきます。 参加決定
者の方には、後日大学より詳細をご連絡いたします。

〈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

上記記入の上、FAXもしくは郵送

9月9日（金）必着
※自由創作文章も一緒にお送りください。

