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第 7回 LEX Multilingual Presentation for Youth Tokyo ご協賛のお願い 
 

拝啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。 
 

この度、皆様方のご支援、ご協力を賜り、第 7 回 LEX Multilingual Presentation for Youth Tokyo (LMP 

Youth Tokyo) を開催いたします。 

LMP Youth Tokyo は、高校 1 年生（15 歳）から 30 歳の若者たちが、「多言語体験を通して見つけたこと」を 3

つ以上の言語を用いて発信するプレゼンテーション大会です。 

日本では、第二言語としての外国語といえば英語ばかりに目が向けられてきました。しかし、海外旅行や留学に

行く人も、訪日外国人も年々増加し、グローバル社会がより進展していく中で、英語を母語とする人は世界でと

ても限られていることも認識されるようになりました。近年は、より多様な言語の体験を持つことが、柔軟な発想を

育み、他者の考えや視点、文化を理解しようとする感性を養うことにつながり、より深くコミュニケーションを取れる

ということが、実際に体験を持つ人や言語研究者から聞かれるようになってきています。 

そんな若者たちが、今一度自らの体験に目を向け、そこから感じたことを振り返り言語化する大きなチャンスが

LMPです。LMPへのチャレンジを通して出場者は自分の軸を見つけ、自己実現に向かって進んでいけること、

来場者にはそのメッセージから影響を受け多言語や多様性に開かれるきっかけを得られる場となってきました。 
 

今回、会場は 2019 年 10 月にオープンした LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂/1,956 席)になり多くの方に

ご覧いただけるようになりました。 

この主旨にご賛同の上、ご協賛をいただけますようどうぞよろしくお願い致します。世界に開かれた視点を持つ

ご来場者、また出場者に対して、貴社や貴社サービスの PR が可能です。来場者のみならず、このイベントにご

関心をお持ちの方に、貴社が若者の育成、多言語・多文化環境の発展を支援されているという理解が広がるも

のと願っております。皆様におかれましては、下記内容をご高覧の上、ご理解を賜り、ご協賛いただけますよう、

心よりお願い申し上げます。 
 

敬具 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ご協賛をいただけます場合は、お手数ですが別添「ご協賛お申し込み書」にご記入の上、LMP実行委員会に

お送りいただけますようお願いいたします。  

物品協賛： 貴社商品・サービスをご提供ください。(ブース出展 50,000円より) 
出場者、来場者、ボランティアスタッフに向けた貴社の PRにご活用ください。 

新築会場の為、会場利用の詳細は未定ですが、ブースの設置等、柔軟に検討させていただきます。貴社商品

のサンプリング、サービスの PRなど、金額に関わらず、ご検討いただけますようお願いいたします。ご協賛い

ただきましたご芳名は当日会場で配布するパンフレットに貴社ロゴと併せて掲載いたします。 

運営協賛： 一口 10,000円より 

何口でもご協賛いただけます。複数口のご協力をお願い申し上げます。 

ご協賛いただきましたご芳名は当日会場で配布するパンフレットに貴社ロゴと併せて掲載いたします。 

5口以上ご協賛いただきますと、当日、貴社リーフレットを開催パンフレットと共に配布させていただきます。 

お申し込み期日 

2020年2月10日(月) 

〈主催、お問い合わせ〉 

LMP実行委員会 

一般財団法人 言語交流研究所 ヒッポファミリークラブ内 

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 2-2-10 青山H&Aビル 3階 

TEL: 03-5467-7041(代) (受付時間 平日 10:00～17:30) 

Email: lmp@lexhippo.gr.jp 

◆PR対象となる来場者層◆ 
出場者は高校生・大学生・若手社会人ですが、観客として、小さいお子様連れのご家族を中心にアクティブな

多世代の方が、関東一円を中心に日本全国から約 1,900名ご来場されます。 

教育、健康、アウトドア、留学、国際協力、言語、家族での活動などに関心の高い方が多くいらっしゃいます。 

また、アジア(韓国、中国など)を中心に世界各国から出場者、来場者がいらしています。 
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―――――――――――― 開催要項 ―――――――――――― 

 

1. 名称： 

第 7回 LMP Youth Tokyo  (LEX Multilingual Presentation for Youth Tokyo)  

 

2. 応募条件： 

➢ 本選当日に高校 1年生(15歳)～30歳であること 

➢ 3言語以上の多言語体験があること 

➢ 応募時に発表時間(5分または 7分)を選択すること 

➢ グループでの出場も可能 

 

3. プレゼンテーション条件(審査基準)： 

➢ 自分の多言語体験に基づいた、世界・社会に発信するメッセージを伝える内容であること 

➢ 多言語(3つ以上の言語)で母語に偏らず内容が語られること 

➢ 誰にもわかりやすくプレゼンテーションが工夫されていること 

➢ 制限時間(1組 5分 or7分)内にプレゼンテーションを終えること 

 

4. 賞： 

優秀者（組）には、ヒッポトランスナショナルプログラム（青少年交流、家族交流、高校留学、大学留学、 

インターンシップ、多言語・雪の学校など）に充当できる副賞が贈られます。 

【参考】前回最高賞：150,000円相当 

 

5. 開催日時・会場： 

2020年 3月 1日（日） 10:00~16:30（予定） 

子どもたちの多言語パフォーマンス“Kids LMP”も同時開催予定 

LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂) (定員 1,956名) 

〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町 1-1 

 

6. 入場料（予定・1席あたり）： 

大人:2,000円  高校生・大学生:1,500円  中学生以下:1,000円 

 

7. 出場者(予定)： 

15歳(高校 1年生)から 30歳までの若者約 30名 

前回は日本、韓国、中国、メキシコ、イタリア、モンゴル、アメリカの方が出場しました。  

 

8. 審査員(予定)： 

酒井 邦嘉  東京大学 大学院総合文化研究科 教授/言語脳科学 

Suzanne Flynn マサチューセッツ工科大学 教授/言語学 

木村護郎クリストフ 上智大学外国語学部 教授/言語社会学 

鈴木 堅史  （一財）言語交流研究所 代表理事、LEX America 理事 ほか  



第 6回 LMP Youth TOKYO 報告 

2019年 3月 10日(日) 10:00～16:30  東京ビッグサイト 国際会議場 来場者: 1,000名 

大学生・社会人部門 プレゼンター：15名 金賞 1名 銀賞 2名 銅賞 2名 

高校生部門  プレゼンター：15名 金賞 1名 銀賞 2名 銅賞 2名 

 

  金賞受賞者 (年齢/所在地は出場当時のもの) 

 
   
 
 
 
 
 

第 6回 LMP Youth TOKYO ご協賛企業様(敬称略) 

～第 6回 LMP Youth TOKYO 来場者のご感想～ 
 
⚫ 多言語の言葉間の境界がとても小さくなっていることにびっくり。司会の方がプレゼンターの紹介をする際のエ

ピソードが、聞き手にとってプレゼンテーションを身近に寄せて聞く導入になっているなと思いました。 (30代) 
 

⚫ 今は、大学で言語の勉強をしているのですが、どうしても文法、単語など“学習”の面に目がいってしまい、“楽
しんで習得する”という考え方とは自分が程遠いところにいるな、と思ってしまいました。本日聞いた、たくさんの
考え方を参考にして自分もいろんな言語に携わっていきたいと思いました。(大学生) 
 

⚫ 初めて聴講させていただきました。各プレゼンターの視点やコンセプトのユニークさ、堂々としたプレゼンスキル
には驚きました。いろいろなことも気づかせてもらい、有意義で楽しめた時間でした。(60代) 
 

⚫ Es increible. ¡Espectaclar todo! Cada participante tiene su mensaje su mismo. Tenemos y compartimos 
voriosioso y difencias. Es muy lindo. (50代) 
 

⚫ 自分と同じ年代ということで、とても刺激を受けました。高校生ならではの視点や発見の数々、とても面白いと思
いました。留学に行っていても、いなくてもそれぞれの発見で、一生懸命他人に伝える姿にとても感動しまし
た。頑張っている彼らを見て、自分も体験を LMPで話したいと思いました。(高校生) 
 

⚫ じぶんのことをはっきりいってよい！言葉は 1つ！！(小学生) 
 

⚫ 滑らかな多言語と堂々とした姿で皆さんすばらしいプレゼンでした。高校生という若さでたくさんの経験をして自
分の意見を持っていることに感服しました。(50代) 

高校生部門 

「Evolving inside 道」 

日本語、英語、イタリア語、フランス語 

Antonio Piroddi (17 才・東京都・イタリア) 

大学生・社会人部門 

「Nature×Nurture -多言語環境が心地いい！-」 

日本語、英語、フランス語、スペイン語、カタルーニャ語、韓国語 

青井 勇輝(24 才・東京都) 

物品協賛ブース例 
(パルシステム生活協同組合連合会様) 


