
◉日　時：2007年10月21日（日）

 ① 作　　文（午前９時より）　② 弁論発表（午後１時より）

◉会　場：西北大学

◉共　催：社団法人 全国日本学士会 陝西教育国際交流協会

◉後　援：国際交流基金会（日本） 中国教育国際交流協会

 京　　　都　　　府 陝 西 省 教 育

 京　　　都　　　市 京 都 新 聞 社

 京 都 外 国 語 大 学 財団法人  経済広報センター

 名 古 屋外国語大学 財団法人  日本漢字能力検定協会

◉協　賛： 社団法人 日本貿易会 株式会社 日本航空インターナショナル

 アサヒビール 株式会社 日 本 電 気 株式会社

 株式会社 内 田 洋 行 富　士　通 株式会社

 カシオ（上海）貿易有限公司 ブラザー工業 株式会社

 株式会社 資　生　堂 メイテック（西安）科技培訓有限公司

第14回　陝西省大学生日本語弁論大会

プ ロ グ ラ ム



第14回　陝西省大学生日本語弁論大会

〈式 次 第〉 13：00

司　　　　会： 西北大学日本語修士 張　　　　　鵬

挨　　　　拶： 京都外国語大学総長 森　田　嘉　一
 社団法人 全国日本学士会理事長 真栄城　徳　佳
 京都府副知事 麻　生　　　純
 陝西省教育庁副庁長 郝　　　　　瑜
 陝西教育国際交流協会名誉会長 孫　　天　　義
 陝西教育国際交流協会会長 戴　　居　　仁
 西北大学副校長 任　　宗　　哲

審査方法の説明
ならびに審査員の紹介：　全国日本学士会　専務理事  黒　木　一　郎

　１．作　　文： 課題に対する作文　400字程度 40分

　２．弁　　論： 「私の大切な人」 １名７分

講　　　　評：  審査委員長 中　道　真木男

審査結果発表：  日本側統括事務局 大　元　　　守

表　　　彰： ○本科組　優勝・準優勝・特別賞、専科組　優勝・準優勝

 ○京都府知事賞・京都市長賞

 ○陝西教育国際交流協会会長・全国日本学士会会長賞

 ○京都新聞社優勝楯、全国日本学士会優勝楯・特別賞楯

 ○最優秀校楯

 ○副賞・訪日研修旅行

 ○全国日本学士会奨励賞・参加賞（全員）

閉　　　会 18：00



審　査　員
 中　道　真木男　　　名古屋外国語大学日本語学科教授
 王　　軍　　哲 陝西教育国際交流協会顧問

 由　井　紀久子 京都外国語大学日本語学科教授

 田　中　真　理 名古屋外国語大学日本語学科教授

 田　中　道　治 京都外国語大学留学生別科長

出　場　者
 代　小　豔 西　北　大　学 四年級学生　女

 張　　　卓 西　北　大　学 四年級学生　男
 劉　　　念 西　北　大　学 四年級学生　女
 宮　　　慧 西　北　大　学 四年級学生　女
 張　懷　引 西安外国語大学 四年級学生　女
 朱　紅　秀 西安外国語大学 四年級学生　女
 李　承　師 西安外国語大学 四年級学生　女
 牛　叢　然 西安外国語大学 四年級学生　女
 黃　　　鹿 西安外国語大学 四年級学生　女
 李　文　軒 西安交通大学 三年級学生　男
 李　　　霞 西安交通大学 三年級学生　女
 周　蘭　蘭 西安交通大学 四年級学生　女
 潘　　　婷 西安電子科技大学 四年級学生　女
 謝　明　超 西安電子科技大学 三年級学生　男
 尤　芳　舟 陝西師範大学 三年級学生　女
 桂　　　璐 陝西師範大学 三年級学生　女
 石　亮　亮 長　安　大　学 三年級学生　男

 李　　　婷 西安外国語大学 四年級学生　女
 　順　千 西安外国語大学 三年級学生　女
 杜　伯　超 西安国際文化培訓学院 二年級学生　男
 郭　　　晶 西安国際文化培訓学院 二年級学生　女
 馬　　　瑩 西安外事学院 三年級学生　女
 尹　新　  西安外事学院 三年級学生　女
 周　文　靜 西安翻譯学院 三年級学生　女
 劉　　　翔 西安翻譯学院 三年級学生　男

本科組

専科組



中 国 側 出 席 者

郝　　　　　瑜 陝西省教育庁副庁長
孫　　天　　義 陝西教育国際交流協会名誉会長
戴　　居　　仁 陝西教育国際交流協会会長
　　篤　　鈞 陝西教育国際交流協会副会長
任　　宗　　哲 西北大学副校長

中国側統括事務局

　　陝西教育国際交流協会　秘書長　　　孫　　建　　寧
　　西北大学国際処　処長　　　　　　　李　　長　　安
　　西北大学国際処　副処長　　　　　　任　　慧　　蓮

日 本 側 出 席 者

日本側統括事務局

　　社団法人  全国日本学士会  編集主幹　　　　　　大　元　　　守
　　社団法人  全国日本学士会  東日本支部事務局　　高　井　尚一郎

森　田　嘉　一 京都外国語大学総長（本会副会長）

真栄城　徳　佳 社団法人 全国日本学士会 理事長

黒　木　一　郎 社団法人 全国日本学士会 専務理事

川　口　榮　一 京都外国語大学教授

中　道　真木男 名古屋外国語大学日本語学科教授

由　井　紀久子 京都外国語大学日本語学科教授

田　中　真　理 名古屋外国語大学日本語学科教授

田　中　道　治 京都外国語大学留学生別科長

小　林　勝　輔 財団法人 日本漢字能力検定協会 参与

有　本　忠　雄 NHK元アナウンサー

有　本　美智子 同　夫人

眞　田　精　治 社団法人 全国日本学士会 会員

高　井　尚一郎 社団法人 全国日本学士会 東日本支部事務局

大　元　　　守 社団法人 全国日本学士会 編集主幹

京都府文化芸術交流団（京都府副知事 麻生　純 以下48名）

早　川　　　勝 財団法人 経済広報センター 総務部長

浅　沼　茂　穂 財団法人 経済広報センター 専門研究員

木　村　郁　雄 社団法人 日本貿易会広報グループ 次長

斉　藤　博　紀 アサヒビール 株式会社 中国本部広報担当

大久保　　　昇 株式会社 内田洋行 常務執行役員

沈　　　満　満 カシオ（上海）貿易有限公司

石　島　幹　也 株式会社 資生堂 中国総代表助理

程　塚　裕　一 メイテック（西安）科技培訓有限公司総経理

岡　田　卓　也 株式会社 日本航空インターナショナル 西安事業所長

井　上　静　雄 日本電気 株式会社 西安総経理

野　城　保　夫 富士通（西安）系統工程有限公司 総経理

志　村　雅　文 ブラザー工業 株式会社 北京事務所長


