
 
 
 

  

2017 春 

主催： 

 

一般財団法人言語交流研究所 

ヒッポファミリークラブ 

      

第 4回 LMP 募集要項 

Final: Sun., February 26, 2017 
At International Conference Room, Tokyo Big Sight 

本選:2017 年 2 月 26 日（日） 
会場 東京ビッグサイト 国際会議場 

 

Application Deadline: Fri., November 25, 2016 

募集締め切り： 2016 年 11 月 25 日（金） 



¡Hola!    Bonjour!  你好!  Guten Tag!  안녕하세요!  Здравствуйте! 

LEX Institute / HIPPO Family Club proudly introduces the 4th “LEX Multilingual Presentation 

for Youth (LMP Youth)” in Tokyo, Japan!  Mark it on your calendar now, and don’t miss it!! 

若者が、自分の多言語体験に基づくメッセージを、

マルティリンガル・プレゼンテーションする、第 4 回

「LEX Multilingual Presentation for Youth (LMP 

Youth)」！ ヒッポファミリークラブ会員の高大生も、

一般高大生も、社会人も、ふるってご応募ください！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LMP Youth TOKYO (LEX Multilingual Presentation for Youth TOKYO) 
 

一般財団法人言語交流研究所 ヒッポファミリークラブは、「ことばと人間」をテーマに、さまざまなこと
ばが聞えて、そのことばを一緒に育てあう家族や仲間の環境があれば、誰でも、どんなことばでも話せる

ようになると 1981年に発足、以来多言語で自然習得の環境づくりや多国間交流を推進して参りました。 

2015年 1月に第 1回 LMP Youth TOKYOを開催して以来、多くの高校 1年生（15歳）～25歳の若
者たちが、「今見つけていること」を多言語で社会や世界に発信してまいりました。国際コミュニケーション

といえば「英語」と思いがちですが、当研究所 ヒッポファミリークラブでは、出会う相手のことばを大切に、

どんな人にもどんなことばにも心を開いて話そうと「多言語」の柔軟さを大切にしています。これからの日

本を「多言語」でより豊かにリードしていきたいと、外国語としてではなく、『人間のことば』として、また誰で

も、複数のことばを自然に話すことができることを、ひとりでも多くの人々にお伝えする画期的な機会にと

準備しております。 
第 4回LMP Youth TOKYO（LEX Multilingual Presentation for Youth TOKYO）の開催にあたり、

多文化・多様性を受け入れながらの相互理解体験などを、いろいろなことばで社会や世界に発信してま

いります。新たな若者が自分のメッセージを発信するチャレンジの機会を応援しております。 
 

 

 

 

 

 

  

* お問い合わせ For more information, please contact: * 

LEX Institute / HIPPO Family Club 

（一財）言語交流研究所 ヒッポファミリークラブ 

TEL：03-5467-7041（代） 

 



The 4th LMP Youth (LEX Multilingual Presentation for Youth) in Tokyo 

Application Requirements 募集要項 
 

1. Presentations / プレゼンテーションの条件： 

The presentation must: 

 Include your message to the world / society, 

based on multilingual experiences 
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 

 Be performed in three or more languages 

(presenters’ may use their native language(s)) 

マルティリンガル・プレゼンテーション（3 つ

以上の言語（母語を含めても良い）を使用する

こと） 

 Be performed by an individual or a group 
個人又はグループによるプレゼンテーション 

 Not exceed 8 minutes in length 

1 組 8 分以内 

 

2. Date and Venue of Final/本選開催日程･場所： 

Sunday, February 26, 2017 

2017 年 2 月 26 日（日） 

10:00 ～ 16:00 (Assembly/集合 9:00) 

International Conference Room, 

Tokyo Big Sight (Tokyo, Japan) 
東京ビッグサイト 国際会議場 （東京都） 

 After the awards ceremony, all the 

presenters are cordially invited to the 

presenters’ networking gathering in 

16:30-18:00. 

終了後、出場者交流会を 16:30～18:00 で予定

しています。ぜひご出席ください。 

 

3. Applicant Eligibility / 応募資格： 

 From first year of high school (15 years old) 

to 25-year-old adult. 

高校 1 年生（15 歳）から、25 歳まで。 

 Members or non-members of LEX/HIPPO 

Family Club are welcome. 
ヒッポファミリークラブ会員であるかどうかは

問いません。 

 

4. How to Apply / 応募方法： 

 Please fill out Page 1-3 of the application 

form and send it to the following address by 

mail or email, no later than Friday, November 

25, 2016. 

LEX Institute / HIPPO Family Club 

Aoyama H&A Bldg. 3F, 2-2-10 Shibuya,  

Shibuya-ku, Tokyo 150-0002 Japan 

Email:  lmp@lexhippo.gr.jp 

応募用紙（Page 1-3）の全てを記入し 2016 年

11 月 25 日（金）(必着)までに郵送又はメールで

提出してください。 

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 2-2-10 

青山 H&A ビル 3 階 

(一財)言語交流研究所ヒッポファミリークラブ 

Email:  lmp@lexhippo.gr.jp 

 Depending on the number of applications 

received, we may also conduct documentary 

screening to determine if the applicant will 

be selected.  The screening criteria are: (1) 

message to the world/society, based on 

multilingual experiences, and (2) multilingual 

presentation. 
応募多数の場合は、書類による審査を行い、本

選出場者を決めます。審査基準は、「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」、「マルティリンガル・プレゼンテーシ

ョン」の 2 点です。 

 

5. Application Fee / 応募料： 

 2,000 yen per application. Applicants will be 

informed how to pay application fee. 

(For audiences, 2,000 yen for adults, 1,500 

yen for high school and university student, 

1,000 for younger than junior high school 

student, entry fee per person will be charged.) 

応募に当たり、一組当たり 2,000 円。入金方法

は応募者にお知らせします。 

（なお、当日来場者の入場料は大人 2,000 円、

高大生 1,500 円、中学生まで 1,000 円が必要と

なります。） 

 

6. Scholarship / スカラシップ： 

 The most excellent presenters will receive 

scholarships, which can be used when 

participating in HIPPO Transnational 

Homestay Programs (such as Youth Exchange, 

Family Exchange, Year-long High School and 

University Program, World Internship 

Project, Multilingual Snow Camp, etc.). 
優秀者数組には、ヒッポトランスナショナルホ

ームステイプログラム（青少年交流、家族交流、

イヤーロングプログラム、大学留学、WIP、多

言語雪の学校、など）に参加する際に、参加費

の一部として充当できるスカラシップが贈られ

ます。 

 

  



 

一般財団法人 言語交流研究所 事業概要 
「ことばと人間」を研究テーマに、多言語の自然習得及び多国間交流の実践を通して、言語と人間の科学的探究を

進め、国際間の理解と人類の共生に寄与することを目的としています。 
1981年 10月に設立され、主に「多言語の自然習得活動」、「国際交流活動」、「研究・開発活動」の 3つの活動を柱

とした「ヒッポファミリークラブ」（会員制）の運営を行っています。 
東京都渋谷区に本部を置き、いかなる政治的、宗教的な団体とも関わりはありません。 

 
主な活動内容 
「多言語の自然習得活動」 

 日常的な多言語活動（ヒッポファミリークラブ）の運営 
 ことばについてのワークショップや体験交流会の実施 
 実践に基づいたことばについての講演会やセミナー、講座などの実施 
 研究員（フェロウ）の育成 
 世界各国とのネットワークづくり  など 

「国際交流活動」 
 小学生から参加できる青少年ホームステイ交流や家族で参加できるホームステイ交流 
 ホームステイしながら世界の学校へ通う海外高等学校交換留学プログラム 
 青少年世代を中心とした世界各地での自然キャンプや多言語合宿 
 大学生・社会人・シニア世代の海外・国内のインターンシップ（WIP：World Internship Project）の推進 
 ホームステイ受け入れプログラム 

「研究・開発活動」 
 トランスナショナル カレッジ オブ レックスの研究活動 
 各種フィールドワークの活動 
 研究協力者などによる、オープン講座の企画・実施 
 広報、機関紙、研究誌の発行と出版 
 多言語マテリアルの企画・開発 

 

 

一般財団法人 言語交流研究所 ヒッポファミリークラブ 

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 2-2-10 青山 H&A ビル 3 階 Phone: 03-5467-7041(代) 

中部・関西・西日本・九州・アメリカ・メキシコ・韓国にも支部があります。 

フリーダイヤル： 0120-557-761 http://www.lexhippo.gr.jp/  

～第 3回 LMP Youth TOKYO 来場者のご感想～ 

 
 ●知らないことばを聞くと耳を閉ざしてしまうと聞いて、たぶん自分も

閉ざしてしまっていると思いました。でも、それは考え方を変えるこ
とで心をひらくことができることがわかりました。。(10 代・高校生) 

 
 ●みんな、いろんなことばをつかっていてよかったです。わからないこ

とばもあったけど、きもちでわかるきがしました。(7 歳・小学生) 
 
 ●社会人になってから、何をするにも間違いとして指摘され、何か自分からアクションを起こすことに臆病になって

いた気がします。今日、プレゼンターの方たちのお話を聞いて背中を押してもらえました。(20 代・会社員) 
 
 ●Today LMP는 very 감동적(感動的)이었습니다. 나는(I) 처음(はじめて) LMP에 참석했습니다.  

Hippo활동을 통해 세계(世界)의 젊은이들(Young People)이 언어(languages), Heart, thinking을 
Share하면서 좋은 세상(good-world)을 만들 수 있다(making)고 생각합니다. 저에게(私に) 
희망(hope)을 주는(くれる) LMP였습니다. Wonderful LMP! Ya LMP! ありがとう!(40 代・韓国・主婦) 

 
 ●多言語で話す部分、細かい和訳はできないけど、伝えたいことはわかる不

思議さがいいなと思った。プレゼンター全員が本当に得た体験を面白く語っ
ていて、共感すること、新しい見方がたくさんあった。(30 代・中国・会社員) 

 
 ●自分の思いを自信をもってことばにするってことがこんなにカッコイイのか！

と感動しました。みんなまだ若いのに生きていく上でとても大切なことを自分
で実感として知っている。とてもすごいことだと思います。(30 代・主婦) 



The 4
th

 LEX Multilingual Presentation for Youth (LMP Youth) 

Application Form 応募用紙 (Page 1) 

 
※ For a group application, please submit one Page 1 for each group member. 
グループで応募の場合、グループメンバー全員の Page 1を提出してください。 

 

Full Name 
氏名 

Roman Alphabet 

ローマ字表記 
 

Kanji/Chinese Character 

漢字表記（ふりがな） 
 

Group Name and Number of 
People (for groups only) 
グループの場合は 
グループ名及び人数 

Group Name グループ名： 

Number of People 人数： 

LEX/HIPPO Family Club 
ヒッポファミリークラブ 

☐ Non-member 非会員 

☐ LEX / HIPPO Family Club Member ヒッポファミリークラブ会員 

  （入会年月：    年  月、地域名：      、フェロウ名：           ） 

Date of Birth / Age 
生年月日・年齢 

Day        日 / Month            月 / Year           年 

Age 年齢：              (2017年 2月 26日現在 as of February 26, 2017 ) 

Citizenship 
国籍 

 
Gender 
性別 

☐ Female 女性 

☐ Male 男性 

Home Address / 
Contact Information 
自宅住所・連絡先 

Home Address 自宅住所： 

 

Home Phone 自宅電話：  

Cell Phone 携帯電話：  

Email：  

Name of School and Current Year 
or Occupation and Place of Work 
学校名(学年) 又は 職業/勤務先 

 

International Experiences 
海外渡航歴 

1. Living Abroad (Country / Length of Stay:                            ) 

居住（国名・期間：                                     ） 

2. LEX/HIPPO Youth Exchange (Country / Year:                       ) 

ヒッポ青少年交流（国名・参加年：                            ） 

3. LEX/HIPPO Family Exchange (Country / Year:                      ) 

ヒッポ家族交流（国名・参加年：                             ） 

4. LEX/HIPPO Year-long Program (Country / Year:                     ) 

ヒッポイヤーロングプログラム（国名・参加年：                     ） 

5. LEX/HIPPO World Internship Project (Country / Year:                ) 

ヒッポワールドインターンシッププロジェクト（国名・参加年：             ） 

6. Other International Exchange (Country / Year:                       ) 

その他の国際交流プログラム（国名・参加年：                     ） 

7. Tourist / Other (Country:                                          ) 

旅行・その他（国名：                                    ） 

ご提供いただいた個人情報は、当団体の定める「個人情報に関する基本方針」に従って厳重に管理いたします。また業務の継承先以外の第三者に情報を提供する

ことはありません。 



The 4
th

 LEX Multilingual Presentation for Youth (LMP Youth) 

Application Form 応募用紙 (Page 2) 

 

※ Please ask two (or more) references per applicant/group to write comments. 
応募者・グループのことをよく知っている方 2名（以上）が、推薦理由を書いてください。 
ヒッポファミリークラブ会員の場合、1名は所属ファミリーのフェロウとしてください。 

※ For a group application, please submit only one Page 2 per group. 
グループで応募の場合、1グループにつき 1部の Page 2を提出してください。 

 

Name of Applicant 
(or Group Name for Group Application) 

応募者氏名又はグループ名 
 

Reference 1 
推薦者 1 

Name 氏名： 
Relation to Applicant 応募者との関係： 
Phone 電話： 
Email： 

Comments 推薦理由をお書きください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reference 2 
推薦者 2 

Name 氏名： 
Relation to Applicant 応募者との関係： 
Phone 電話： 
Email： 

Comments 推薦理由をお書きください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



The 4
th

 LEX Multilingual Presentation for Youth (LMP Youth) 

Application Form 応募用紙 (Page 3) 

 

※ For a group application, please submit only one Page 3 per group. 
グループで応募の場合、1グループにつき 1部の Page 3を提出してください。 

 

Name of Applicant 
(or Group Name for Group Application) 

応募者氏名又はグループ名 
 

Presentation Theme 
プレゼンテーションのテーマ 

 

Languages used in Presentation 
(Three or More Languages) 

当日の使用言語（3つ以上） 

 

Summary of Presentation プレゼンテーションの趣旨・内容： 

 When completing “Summary of Presentation,” please use two or more languages. 
「プレゼンテーションの趣旨・内容」には、2つ以上の言語を使用すること。 

 Please include “multilingual experiences” and “your message to the world / society” based on your experiences. 
「自分の多言語体験」と、それに基づいた「世界・社会に発信するメッセージ」の両方を含めること。（自分の体験を多言語で

表現するだけでは、審査の対象になりません。） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


