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第一回北京外国語大学国際商学院 

全世界中高生中国語コンテストガイドブック 

                           --青春に明かりを灯そう、中国語と共に 

 

 

一、イベント名：第一回北京外国語大学国際商学院全世界中高生中国語コンテスト 

二、コンテストテーマ：青春に明かりを灯そう、中国語と共に 

三、コンテストの主催者：北京外国語大学国際商学院 

北京外国語大学（BFSU）は 1941年に設立され、教育部による最初の「211」プロジェク

ト大学の一つであり、「985」優秀分野イノベーションプラットフォームの一つでもありま

す。 文部科学省傘下の最初の大学の一つであり、「ダブル一流」の大学の一つでもありま

す。 全国大学生満足度ランキングで 2 位、全国大学新卒採用給与ランキングで 3 位を獲得

しています。 

北京外国語大学国際商学院（IBS BFSU）は、同大学で最大かつ最も国際的な教育機関で

あり、現在 1,200 名の中国人学生と 80 カ国以上からの 600 名近い留学生が全日制の学部課

程および修士課程で学んでいます。当校では、中国語と英語の両方を教育言語として提供し

ており、学生は自分の得意な言語に応じて適切なプログラムを選択することができます。 

四、開催目的：中国語を学ぶ世界中の中高生に、中国語力を披露する舞台を提供し、言語を

媒体として世界の文化交流を促進すること。 

五、開催時間： 

(一) 予選： 10月 17日〜10月 21日 予選の応募と予選用ビデオ作品の提出； 

10月 28日 ファイナリストと決勝戦のテーマ発表。 

(二) 決勝戦： 11 月 19日〜11月 20日 （決勝戦の正確な日時は後日発表されます） 

六、応募条件： 

(一) 年齢満 14-20 歳，世界中の非中国国籍の現役中高生； 

(二) 中国語の合計学習時間が 160 時間を下回らないこと、且つ HSK3 級相当以上から

応募可能。 
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七、イベントスケジュール： 

(一) このコンテストでは、以下の要素を重視しています： 

1. 中国語の「聞く」「話す」「読む」「書く」の能力 

2. 中国語・中国文化の実践的な活用 

(二) コンテストスケジュール： 

      大会は予選ステージと決勝ステージに分かれており、その中で： 

1. 予選：ビデオの提出。10 月 17 日〜10 月 21 日以内に、該当するビデオを

ibsbfsu.international@gmail.com までに送信すること；メールのタイトルは“北

京外国語大学国際商学院中国語コンテスト+国籍+パスポート上の姓名”の形式で記

入すること。 

2. 決勝戦：3～5 分間のオンラインテーマスピーチ+3～5 分間の質疑応答（テーマス

ピーチに関する質問+中国語知識に関する質問） 

八、コンテスト内容： 

(一) 予選ステージセット 

1. コンテストの形式 

テーマスピーチビデオ 

2. 予選ステージスピーチテーマ 

 

    

 

 

3. ビデオの条件 

1) 参加者は「自己紹介、テーマスピーチ」の順番で、合計 3分以内の動画を撮影して

ください； 

2) 自己紹介は必ず 1分以内に、姓名、年齢、国籍、学校名を含むこと（その他の内容

はご自由にお選びください）； 

3) 参加者はビデオ収録の際、大きな声ではっきりと話すことが求められ、スピーチの

内容もテーマ性があり、明確なものであることが必要です。 

4) ビデオフォーマットの条件： 

 ビデオを横画面で撮影すること； 

予選スピーチテーマ（一つだけ選択して下さい） 

我的家乡（私の故郷） 我身边的中国元素 

（自分の周りにある中国要素） 

学会中国话，朋友遍天下 

（中国語を習得すれば、世界の至る

所に友達をつくることができる） 

心有多大，路就有多远 

（心が広ければ広いほど、道のりも

長くなる） 

我的中文老师（私の中国語の先生） 有趣的汉字（面白い漢字） 
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 ビデオフォーマットは MP4で, 画質は 720×576を下回らず，ビデオサイズ

は 150M を超えないこと； 

 ビデオの背景は清潔で、できれば白か無地の背景を選び、静かな部屋を選ん

で録画するのが望ましいでしょう。 

 5）応募要項： 

 応募表 （添付ファイル１からご覧ください） 

 声明表 （添付ファイル２からご覧ください） 

 パスポートのコピー （JPGフォーマット，1Mを超えないこと） 

 私生活の写真一枚 （JPGフォーマット，1Mを超えないこと）    

(二) 決勝戦ステージセット 

1. コンテストの形式 

  オンラインライブプレゼンテーション （ZOOM） 

2. コンテストの条件： 3～5 分間のオンラインテーマスピーチ+3～5分間の質疑応答

（テーマスピーチに関する質問+中国語知識に関する質問） 

1) 参加者は、まず 1分以内で自己紹介をすること（姓名、年齢、国籍、学校、趣味な

どを含むがこれに限らない）； 

2) 指定されたテーマから 1 つを選び、事前にパワーポイントやスピーチを準備し、

制限時間内にプレゼンテーションを完成させること； 

3) 審査員は、参加者のスピーチの内容をもとに質問し、中国語の知識を問うクイズを

出題すること。 

九、賞状と奨励方案： 

(一) 現金奨励方案： 

一等賞：1000元 

二等賞：800元 

三等賞：500元 

 

(二) 非現金奨励方案： 
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荣誉证书：所有获得名次的参赛者均可获得荣誉证书。 

一等賞：本人は北京外国語大学国際商学院中国語本科プログラムを申請または学んで

いる場合、一年目の学費奨学金 100％を授与します（26,000元相当）。 

二等賞：本人は北京外国語大学国際商学院中国語本科プログラムを申請または学んで

いる場合、一年目の学費奨学金 80％を授与します (20,800元相当)。 

三等賞：本人は北京外国語大学国際商学院中国語本科プログラムを申請または学んで

いる場合、一年目の学費奨学金 50％を授与します ( 13,000 元相当)。 

参加賞： 最終候補者全員に電子参加証明書が発行され、北京外国語大学国際商学院学

位プログラムに直接入学する場合の申請費用が免除されます（800元相当）。 

上記の賞は、北京外国語大学国際商学院が提供する現金および非現金奨励方案です。

どちらか一方のみ使用可能です。学歴奨学金の合格率を高めるために、まずは当学院の学

生募集オフィス(solbridge@bfsu.edu.cn) にご連絡いただき、確認後は指示のもと使用し

てください。入学は毎年 9 月で、その年の 6 月 15 日までに応募を完了する必要がありま

す。 

*本イベントに関するすべての事項の最終決定は、北京外国語大学国際商学院に委ねら
れます。 

十、連絡先 

電話：0086-10-88816563 

メールアドレス：ibsbfsu.international@gmail.com / solbridge@bfsu.edu.cn 

 

 

                                                                                                                                                                                    

添付ファイル１、第一回北京外国語大学国際商学院全世界中高生中国語コンテスト応募表 

添付ファイル２、声明表 

 

 

 

 

第一回北京外国語大学国際商学院 

全世界中高生中国語コンテスト応募表 

Registration Form 
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The 1st IBS BFSU Chinese Proficiency Competition for Foreign Secondary School 

Students  

点亮青春 . 汉语有约 

Bright Youth，Fun Chinese 

 

【基本情報 Basic Information】 

中国語の名前/Name (in Chinese, if applicable):                   _    

パスポートの名前（英語）/Name as on Passport (in English)： 

姓/Surname:                                              

名/First Name:                                            

生年月日/Date of Birth: 日/Day     月/Month      年/Year         

出生地/Place of Birth: 国/Country:           都市/City:                           

国籍/Nationality:            ID番号/ID No.:                                     

男/Male: □  女/Female: □  

第一言語/First Language:                   第二言語/Second Language:              

電話番号/Tel:                       

メールアドレス/E-mail:                                                                       

 

【学歴/Educational Background】 

学校                                在校期間 

Name of middle school / high school       From/To             

                                                                         

どこで中国語を学びましたか? Where did you learn Chinese? 

中学校/高校 middle school / high school  □  

学習塾 training school  □ 

その他 others □ 

中国語を学習した学校について記入してください Please list the names of the schools/language 

institutions that you learn Chinese: 
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シリアルナンバー No. 学校名  

School Name   

学校のメールアドレス  

School Email 

学校のウェブサイト

/Facebook 

(Website or Facebook 

of the school) 

学校 1  School No. 1    

学校 2  School No. 2    

学校 3  School No. 3    

学校 4  School No. 4    

 

中国語の学習時間はどれほどですか/How long have you been learning Chinese?:                               

中国での勉強/生活の経験はありますか Have you studied/lived in China before？はい Yes □ いいえ

No □ 

「はい」と答えた場合、その期間を記入してください/If yes, for how long?: 

____________________________________________ 

他の中国語コンテストに参加したことがありますか/Have you participated in other Mandarin Chinese 

Competition(s)?  

はい Yes □ いいえ No □ 

「はい」と答えた場合、コンテストの名称を記入してください/If yes, please list the names of the 

Competition(s): ________________ 

他の中国語コンテストで賞状を獲得したことがありますか/Have you won any prizes in the other 

Mandarin Chinese Competition(s)?  

はい Yes □ いいえ No □ 

「はい」と答えた場合、賞状の名称を記入してください/If yes, please list the names of the prizes: 

_______________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

その他の応募要項/Other documents required (Please make sure the following documents are 

submitted and ticked) 

  パスポートのコピー/Copy of the Passport Photo Page （JPGフォーマット，1Mを超えないこと 
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/ JPG file, less than 1M） 

  私生活の写真一枚/One Photo （JPGフォーマット，1Mを超えないこと/ JPG file, less than 1M） 

本申請表、関連申請書類、署名入りの声明表及びビデオ作品を同時に ibsbfsu.international@gmail.com 

までお送りください。メールのタイトルは“北京外国語大学国際商学院中国語コンテスト+国籍+パスポ

ート上の姓名”の形式でご記入ください。 

Please submit your video with the Application Form, required application documents and signed 

Declaration Form at the same time. And please name the subject of the email as “IBS BFSU 

Chinese Proficiency Competition + your nationality + passport name” 

 

声明/Declaration Form 

 

私は、第一回北京外国語大学国際商学院全世界中高生中国語コンテストに自主的に参加し、以下の規則

を遵守することを厳粛に宣言します: 

I am willing to participate in the 1st IBS BFSU Chinese Proficiency Competition for Foreign 

Secondary School Students and I hereby declare that 

1. 応募規約に従って応募フォームに記入し、すべての情報が真実かつ有効であることを確認します。 

I have completed the Application Form duly and the information provided is true and correct.  

2．本人は、コンテストの実施計画およびその他の関連規定を十分に理解し、同意します。そして、本コ

ンテストに関するすべての規則を遵守し、これらの規則に違反した場合の結果を負担する意思がありま

す。 

I fully understand and agree to comply with the competition guidelines & rules concerned and 

will bear the consequences of any violation against the rules. 

3．コンテストに参加中の私の声と行動はビデオに記録され、大会組織委員会および／またはその指定団

体は、上記の素材を番組制作や関連広報に無償で使用する権利を有するものとします。。 

I authorize the Competition Organizing Committee and/or parties designated by the Competition 

Organizing Committee to take photos and digital recordings of me and my performances during 

the competitions and the use of any of these materials in any and all media for programming 

and/or promotional purposes and I understand and agree that I will not receive any payment for 

the publications.  

 

 

 

参加者のサイン/Signature of the applicant:                日付/Date:                     
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