2022 年 7 月吉日
専門工事業団体 各位
一般財団法人戸田みらい基金

第 3 回日本語スピーチコンテストの開催と一次予選「日本語作文審査」のご案内

拝啓

猛暑の候、時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は弊財団に

対しまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、弊財団は、本年 7 月 1 日時点で来日後 24 ヶ月超、72 ヶ月未満の建設業の技能
実習生（技能実習生 2・3 号）、特定活動、特定技能の外国人を対象に、士気向上と、外
国人技能実習制度・特定技能制度等の普及促進を目的に、第 3 回日本語スピーチコンテ
ストを 12 月 1 日に開催致します。
つきましては、一次予選として「日本語作文」の募集を行いますので、貴団体の会員
各位に別紙にてご案内いただければ幸甚です。
詳細につきましては、
同封書類にてご案内致しますが、
弊財団ホームページ（下記 URL）
より、7 月 1 日以降ダウンロード可能ですのでご確認ください。
その他ご不明な点がございましたら、弊財団までお問い合わせください。
敬具

（一次予選日本語作文募集期間） 2022 年 7 月 10 日～8 月 31 日
（同封書類）
1. ご案内書類
2. リーフレット
3. 募集要項
4. 申込書
5. 作文用原稿用紙 400 字詰め 2 枚
6. 原稿用紙記載例
（お問合せ先）
一般財団法人 戸田みらい基金 事務局
〒104-0032 東京都中央区八丁堀二丁目 8 番 5 号
（TEL）

03-3564-2711

（E-mail）

info@toda‐mirai.or.jp

（URL）

https://toda-mirai.or.jp/

～建設業の外国人技能実習生(2・3号)、特定活動、特定技能対象～

第3回 日本語スピーチコンテスト出場者募集
Japanese speech contest for technical interns in the construction industry

Phát động cuộc thi hùng biện bằng Tiếng Nhật lần thứ 3
(dành cho thực tập sinh, tu nghiệp sinh và nhân viên người nước ngoài trong ngành xây dựng)
建筑行业外国人技能实习生及特定活動及特定技能外国人的日语演讲比赛

1. 2022年7月1日時点で、来日後24ヶ月超、72ヶ月未満の
建設業の外国人技能実習生(2・3号)または特定活動または特定技能の方
2. 本選のスピーチコンテスト(2022年12月1日)に参加できる方
※ 第1・2回スピーチコンテスト本選(東京開催)の参加者はご遠慮願います。

応募
資格

テーマ

「 働くことで感じる日本らしさ (よいところ、わるいところ) 」
作文のタイトルは自由です！

日頃働いている中での具体的な場面・経験をもとに記述してください。
母国との違いなど、自分の意見や思いを記述してください
一次予選

作文審査

応募方法

応募期間

2022年7月1日(金)～8月31日(水)

メールまたは郵送
応募者全員に
QUOカード3,000円を
差し上げます！

・ 400字以上800字以内の作文による書類審査
・ 財団HPよりダウンロード可能、本人の自筆(日本語)に限る
一次予選は作文審査で20名程度選定いたします。
その後リモートによるヒアリング確認を行い、10名程度を本選出場者として選定いたします。

本選

日本語スピーチコンテスト スピーチ時間7分以内（質疑応答含め10分）

日時

2022年12月1日(木) 9:00～14:00

会場

KPP八重洲ビル 〒104-0031 東京都中央区京橋1丁目10-3 AP東京八重洲

賞金

最優秀賞
特別賞
優秀賞
優良賞

60,000円
60,000円
40,000円
30,000円

各賞の人数は当日決定します。

沢山のご応募をお待ちしております！
詳細は財団HPをご覧ください。
https://toda-mirai.or.jp/

※本選出場者には交通費を別途支給します。
・ 付き添い1名までの交通費も支給します。

・ 宿泊が必要な場合は戸田みらい基金が手配いたします。

一般財団法人 戸田みらい基金
〒104-0032
東京都中央区八丁堀2-8-5
TEL. 03-3564-2711
E-mail. info@toda-mirai.or.jp

2022 年 7 月 1 日
一般財団法人 戸田みらい基金

【第 3 回日本語スピーチコンテスト】一次予選募集要項
1. 開催主旨
一般財団法人戸田みらい基金（以下「本財団」という）は、建設業の外国人技能実習生（技能実習生 2・3
号）、特定活動、特定技能の外国人に対して、技能向上（士気向上）と、外国人技能実習制度・特定技能
制度等の普及促進を目的に、日本語スピーチコンテストを開催いたします。
2. 応募資格
（1） 2022 年 7 月 1 日時点で、来日後 24 ヶ月超、72 ヶ月未満の建設業の外国人技能実習生（技能実
習生 2・3 号）または特定活動または特定技能に限ります。
（2） 一次予選（日本語作文審査）を通過した際、2022年12月1日に東京で開催される最終審査（日
本語スピーチコンテスト）への参加が可能な方に限ります。
※

第 1・2 回日本語スピーチコンテスト（最終審査）へ、参加された方はご遠慮願います。

3. 一次予選（日本語作文審査）の応募方法
（1） 申込書、原稿用紙


ホームページからダウンロードする場合
本財団ホームページ（https://www.toda-mirai.or.jp/）から「申込書、原稿用紙」をダウンロ
ードしてください。（※ホームページからのダウンロードは 7 月 1 日より可能です。）



郵送をご希望の場合
「8.問合せ先」までご連絡をください。事務局より後日「申込書、原稿用紙」をお送りいたします。

（2） 必要提出書類
 申込書（※PDF データ(押印済み)・エクセルデータ共に提出）
 400 字以上 800 字以内の日本語作文（※PDF データで提出）
 在留カードコピー（※PDF データで提出）

（3） 作文テーマ︓「働くことで感じる日本らしさ」
 日頃働いている中での具体的な場面・経験をもとに記述してください。
 母国との違いなど、自分の意見・思いを記述してください。
（4） 申込期間


2022 年 7 月 1 日（金）～ 8 月 31 日（水）

（5） 提出先（※原則メールにて提出してください、メール提出が難しい場合は郵送にて提出してください。）


メ ー ル︓ info@toda-mirai.or.jp
※（2）の必要提出書類を原則メールにて提出してください。



郵送先︓〒104-0032 東京都中央区八丁堀二丁目 8 番 5 号
一般財団法人 戸田みらい基金 事務局
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4. 参加賞


QUO カード︓3,000 円
参加賞は郵送にてお送りします。なお上記「2.応募資格」に該当しない応募者の方は、参加賞の対象外と
なります。

5. 審査
（1） 一次審査
提出して頂いた「申込書、日本語作文」をもとに選考します。選考した 20 名程度の方を対象に、リモート
による日本語の理解度を確認後、2022 年 9 月末（予定）までに最終審査出場者 10 名程度を決定
いたします。
（2） 最終審査（日本語スピーチコンテスト︓2022 年 12 月 1 日）
最終審査出場者（10 名程度）には 2022 年 9 月末（予定）までに、最終審査の詳細をご連絡いた
します。
6. 個人情報について
申込書等にご記入頂いた個人情報は、選考に際し審査委員等へ提供するほか、所属会社との連絡に使用いた
します。また本事業のみに使用し、他の目的には使用いたしません。
7. その他
（1） 反社会的勢力および反社会的勢力と関係すると認められる個人もしくは企業からの応募は受け付けでき
かねます。また、万一反社会的勢力および反社会的勢力と関係することが判明した場合は、後日参加
賞を返納頂きます。
（2） 外国人技能実習生・特定技能外国人が応募後に帰国した等の場合はご連絡ください。
8. 問合せ
〒104-0032 東京都中央区八丁堀二丁目 8 番 5 号
一般財団法人 戸田みらい基金 事務局
（TEL）03-3564-2711 （E-mail）info@toda-mirai.or.jp
以上
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タイトル︓
会社名︓

氏名︓

出身国︓

TODA MIRAI FOUNDATION

タイトル︓
会社名︓

⾚枠の部分は、すべてのページに記載してください。
⽒名︓

出⾝国︓

●●●●●

１マスに対し１⽂字

TODA MIRAI FOUNDATION
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