
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Let’s Enjoy Multilingualism: Towards a More Vibrant World! 
For 40 years, Hippo Family Club has worked to create a multilingual, multicultural, and multigenerational 
environment based on a theory of natural language acquisition and community-based research activities. Youth 
members have had the opportunity to contemplate and appreciate human nature and diversity in this midst. The 
LMP (LEX Multilingual Presentation) Youth TOKYO was started to provide a platform for these youth to share their 
personal discoveries based on their multilingual experiences.  
While English has long been considered as a crucial second language in Japan, people are coming to realize that 
language diversity is an important part of our globalizing society. Recently, language practitioners and researchers 
alike have highlighted the fact that exposure to diverse languages helps to develop a flexible mindset and cultivate 
sensitivity to different cultures and new perspectives, thus allowing for deeper levels of communication.  
LMP Youth TOKYO is an opportunity for participants to reflect on their own experiences and share their thoughts. 
What is ordinary to one person may be extraordinary for another, and so all experiences and perspectives are 
welcome. Through the process of creating one’s presentation, participants often rediscover themselves in the process, 
whilst creating the opportunity for audiences to open their hearts and minds to multilingualism and diversity.  
We look forward to receiving your applications and to hearing your messages at the 7th LMP Youth TOKYO! 

 

多言語で世界を、人生をちょっとおもしろく！  
約 40 年のヒッポファミリークラブの多言語の自然習得(獲得)活動と研究活動をベースに、多言語や多文化、多世代の環

境に浸り、多様性を楽しみ、人間のおもしろさを体感してきた若者たちが、「多言語」をテーマに自らのメッセージを発信

する場を創りたいという想いで LEX Multilingual Presentation は始まりました。 

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。

自分にとっては普通のことも、他者にとっては驚くべきものであることがあります。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。 

世の中に「ことばの体験」を発信する機会はあまりありません。この機会に発せられるメッセージを誰にもわかりやすく

堪能できる場を目指し、第7回LMPを開催いたします。あなたの体験に基づく想いのこもった応募をお待ちしております。  

Application Period 

Sun., Sep. 1 – Thu., Nov. 28, 2019 

応 募 期 間 

2019年 9月 1 日(日) - 11 月 28 日(木) 

Participants wanted 

出 場 者 募 集 



The 7th LMP (LEX Multilingual Presentation) for Youth Tokyo 

Application Requirements  募集要項 

 
1. Applicant Eligibility： 

⚫ To be between the age of 15 (10th Grade) and 30 at the date of the 

Final Presentation 

⚫ To have multilingual experiences in 3 or more languages 

⚫ Participants may choose either 5 or 7 minutes for their 

presentations 

⚫ The presentation may be conducted individually or as a group 

 

2. Presentation Requirements： 

⚫ Include your message to the world / society, based on your 

multilingual experiences 

⚫ Be composed of three or more languages 

*Presenters may include their native languages 

⚫ Be creative and accessible to all audiences 

⚫ Not to exceed the designated length (5 or 7 minutes) 

*Your presentation will be judged by the LMP Committee during 

the selection process/Coco Color Selection and by the LMP 

judges during the Final Presentation. 

 

3. How to Apply： 

⚫ 1) Please apply via the URL on the next page. 

Further information will be sent directly to the applicants 

⚫ 2) Please make your video within the designated time limit 

and send it to the committee. 
⚫ The application period is from Sun., Sep. 1 to Thu., Nov. 28, 2019.  

*Your video will undergo a pre-selection process during this time. 

 

4. Coco Color Selection： 

⚫ The Coco Color Selection gives participants who were not 

selected as finalists another chance to join the Final Presentation 

⚫ All applicants will be given a certificate. 

⚫ Date: Sat., Feb. 29, 2020 

⚫ Time and Venue: To be Announced 

 

5. Date and Venue of Final： 

⚫ Date: Sun., Mar. 1, 2020          *Details to be provided later. 

Time: 10:00-16:00 (Assemble at 9:00) 

Venue: LINE CUBE SHIBUYA (Capacity 1,956 seats) 

 

6. Awards and Prizes： 

⚫ The best presentations will receive a prize, which can be used to 

participate in HIPPO Transnational Homestay Programs (such as 

the Youth Exchange, Family Exchange, Year-long High School 

and University Exchange Programs, World Internship Project, 

Multilingual Snow Camp, etc.) 

⚫ The top prize in previous years has been ¥150,000 

 
* By applying to LMP, you henceforth allow the LMP Committee and LEX 

Institute/Hippo Family Club to use the videos and photos in your application, 

as well as videos taken at LMP and other related events for the following 

purposes: 

・ Publication on printed matter, etc. of LMP and LEX Institute/Hippo Family 

Club 

・  Use for public information on the websites of LMP and LEX 

Institute/Hippo Family Club, secondary use as web content, etc. 

1.  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 

⚫ グループでの応募も可能 

 

2.  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 分または 7 分)内にプレゼンテーションを終える

こと 

以上の内容を基準に予選・および Coco(個個) Color 選考会は LMP

実行委員会が、本選は審査員が審査を行います 

 

3. 応募方法： 

⚫ 1)次ページリンクの応募フォームよりご応募ください。 

フォームに登録された方には順次最新情報をお送りします。 

⚫ 2)プレゼンテーションで伝えたいメッセージが分かる応募動画を 

選択した発表時間内で作成し、以下の手順でお送りください。 

⚫ 応募期間は２０１9 年 9 月 1日(日)から１１月２8日（木）です。 

※いただいた応募内容で予選を行います。 

 
4. Coco(個個) Color 選考会： 

⚫ 予選通過にならなかった方も本選に出場するチャンスがあります。 

応募者全員が本選で壇上に登り参加証が授与されます。 

⚫ 日程： ２０20年 2 月 29 日（土）  

⚫ 会場・時間の詳細は後日発表 

 

5. 本選 日程･場所： 

⚫ 日程： ２０20年３月１日（日） 

⚫ 時間： 10:00～16:00 (集合 9:00)           *詳細は後日発表 

場所： LINE CUBE SHIBUYA (定員 1,956 席)  

 

6. 賞及び副賞： 

⚫ 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 

 

※応募時点で、提出された動画や写真、LMP 関連の各行事で撮影され

た映像は、LMP 及び一般財団法人 言語交流研究所 ヒッポファミリーク

ラブが以下の使用目的に従って使用することを応募者より許諾された

とみなします。あらかじめご了承ください。 

(使用目的) 

・LMP 関連の印刷物等への掲載 

・広報宣伝物への使用（ヒッポファミリークラブおよび LMPホームページ、

web コンテンツとしての 2 次利用など） 

 

 

 

 

 

  〈CONTACT INFORMATION〉 

LMP Committee 
TEL： 03-5467-7041     E-mail： lmp@lexhippo.gr.jp 
Aoyama H&A Bldg. 3F, 2-2-10 Shibuya, 

Shibuya, Tokyo150-0002 Japan 

c/o LEX Institute/Hippo Family Club 

 

Check our Facebook page for the latest news:  

https://www.facebook.com/lmpyouthtokyo/ 

〈お問い合わせ〉 

LMP実行委員会 
TEL： 03-5467-7041（代）   E-mail： lmp@lexhippo.gr.jp 
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 2-2-10青山 H＆A ビル 3F 

（一財）言語交流研究所 ヒッポファミリークラブ 内 

 

公式 Facebook ページで最新情報を配信しています: 

https://www.facebook.com/lmpyouthtokyo/ 
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Application Process   本番までの流れ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

≪Impression from The 6th LMP Presenters / 第 6回 LMP出場者の感想≫ 

たくさん悩んで、たくさん泣いて、たくさん練り直しての繰り返しだったけど最後は自信をもって楽しんで LMP をする

ことができました。何より自分の自信になりました。支えてくださったみなさんに感謝の気持ちでいっぱいです。 

(R.S/静岡県/16 歳) 

 

バックグラウンドが違う人と会えたり、たくさんの方に支えられていることを感じられたり、新しい視点を得ることがで

き、多くの学びになりました。出場後は、過去を参考に、目の前のことや将来のことを考えるようになりました。また、

どんな人でも輝けるということを知れたことや、プレゼンをやりきったことが自信になっていることを感じています。 

（Y.Y/東京都/17 歳） 

 

最初は出たくありませんでした。最大の理由は面倒くさいから、そしてプレッシャーがすごいからでした。しかし出場し

たことによって、自分の考えがもっと深まると同時に、ほかの人のプレゼンや、LMP そのものがすばらしいなと思いま

した。楽屋のメンバーも初めましてとは思えないほどすばらしい人でした。感謝。一番感じたことは、たくさんの人に自

分の考えが伝わるようなプレゼンを作るためには、たくさんの人と作ることが一番であるということです。これから

もたくさんの人と話しをシェアできる場、すなわちファミリーを大切にしていきたいと思います。 

（Y.A/東京都/24 歳） 

第 6回 LMP Youth TOKYO ご協賛企業様(敬称略) 

第 6 回 LMP の様子をまとめた公式ムービー 

Official digest movie of the 6th LMP 

 

第 1 回～6 回 LMP Youth TOKYO 

過去出場者のプレゼンテーションをチェック！ 

Check previous presentations on our YouTube! 

 


