
第7回 多言語プレゼンテーション「the 7th LEX Multilingual Presentation for Youth Tokyo Online」　プレゼンターリスト

■3月17日（火）　午後12時～13時10分（日本時間） https://youtu.be/GVof7u6iA3w

順番 名前 国籍／居住地 性別 年齢 テーマ 使用言語
時間
（分）

録画

1 東島 葵衣 日本／埼玉県 女性 18歳 信じること 英語、日本語、中国語、ロシア語 5

2 윤 승우 韓国／埼玉県 男性 17歳 多言語の打ち上げ花火 韓国語、英語、スペイン語、日本語 7

3 Irving Ulises Perez Marvan メキシコ／埼玉県 男性 18歳 ことばをはなすことこわいくない スペイン語、日本語、タイ語 5

4 池谷 悠希 日本／静岡県 男性 19歳 あなたのことばは生きていますか？ 日本語、英語、スペイン語 7

5 유 지혜 韓国／ソウル 女性 18歳 Gradation 韓国語、英語、日本語、ドイツ語 7 〇

6 河邉 拓也 日本／茨城県 男性 19歳 人という扉の鍵を開けよう タイ語、韓国語、日本語、英語 7

■3月18日（水）　午後12時～13時10分（日本時間） https://youtu.be/gzmF4Z-kHbc

順番 名前 国籍／居住地 性別 年齢 テーマ 使用言語
時間
（分）

録画

1 Laura Nayeli Molina Gómez メキシコ／神奈川県 女性 17歳 多言語がいいじゃん！ スペイン語、英語、フランス語、日本語、韓国語 5

2 稲元 茜 日本／東京都 女性 29歳 ¡QUE PADRE! と共に生きる 日本語、英語、スペイン語、マレーシア語、ドイツ語 7

3 Eko Julianto Kumenap インドネシア／パル 男性 17歳 Action for Natural Disasters 日本語、インドネシア語、韓国語、英語 5 〇

4 佐藤 毬奈 日本／岐阜県 女性 28歳 わかりあいたい 日本語、英語、ドイツ語、スペイン語 7

5 KHÔI ĐOÀN NGUYÊN ベトナム／神奈川県 男性 20歳 MY JOURNEY TO MULTILANGUAGE 日本語、ベトナム語、英語 7

6 城戸 詩子 日本／東京都 女性 23歳 身近にあった多文化 英語、日本語、インドネシア語 7

7 伊藤 美桜 日本／宮城県 女性 23歳 変える見方、変わらない心 日本語、英語、中国語、シンハラ語 7

■3月19日（木）　午後12時～13時10分（日本時間） https://youtu.be/BmjvwYJayBM

順番 名前 国籍／居住地 性別 年齢 テーマ 使用言語
時間
（分）

録画

1 塩入 あかね 日本／埼玉県 女性 25歳 好きより環境 日本語、イタリア語、ドイツ語、英語、スペイン語、韓国語 7

2 Alejandro Dávila Álvarez メキシコ／兵庫県 男性 17歳 «Mi lenguaje» 「僕の言葉」 日本語、英語、スペイン語 7 〇

3 강 동건 韓国／東京都 男性 16歳 自分が変わったらなんにも心配なかった ドイツ語、英語、韓国語、日本語 5

4 伊藤 裕亮 日本／神奈川県 男性 22歳 C’est la vie 日本語、フランス語、英語、イタリア語、ロシア語 7

5 川上 えり 日本／東京都 女性 30歳 幅/width 日本語、英語、韓国語、スペイン語、手話 5

6 岩切 海渡 日本／神奈川県 男性 19歳 飛び出せJapón 日本語、スペイン語、韓国語、英語 7

■3月21日（土)　午後12時～13時10分（日本時間） https://youtu.be/Bf9nr8FmI9g

順番 名前 国籍／居住地 性別 年齢 テーマ 使用言語
時間
（分）

録画

1 정 은수 韓国／東京都 女性 16歳 people are changing 人は変わる 사람은 변한다 韓国語、日本語、英語、スペイン語 5

2 三浦 優希 日本／神奈川県 女性 20歳 バベルの塔を越える マレーシア語、英語、日本語 7 〇

3 ณัฐธดิา อ า่แหวว タイ／東京都 女性 29歳 คนไมม่เีพือ่น ก็เหมอืนนกไมม่ปีีก タイ語、英語、日本語 7

4 粟井 仁瑚 日本／東京都 女性 17歳 心の底から言えることば 〜Te amo〜 スペイン語、ロシア語、中国語、韓国語 5

5 山﨑 彩音 日本／東京都 女性 19歳 『隣の国を飛び越えて世界はないよ。』とは？ トルコ語、英語、日本語、ドイツ語、韓国語 5

6 加藤 結羽 日本／東京都 女性 19歳 Do you like your town? 日本語、英語、イタリア語、スペイン語、韓国語、タイ語 7

■3月22日（日）　午後12時～13時10分（日本時間） https://youtu.be/Q3vh5A11pQM

順番 名前 国籍／居住地 性別 年齢 テーマ 使用言語
時間
（分）

録画

1 石村 有紀乃 日本／東京都 女性 17歳 私らしいって何だろう？ 日本語、英語、韓国語 5

2 木 睿恒 中国／ニューヨーク 女性 20歳 Share the Secret Time space 日本語、英語、ナシ語、中国語 7 〇

3 山本 芽依 日本／東京都 女性 19歳 Cos'è Flat? 韓国語、日本語、英語、イタリア語、マレーシア語 7

4 王 文 中国／東京都 女性 30歳 異文化社会で生きる 日本語、中国語、英語 5

5 三宅 ひふみ 日本／大分県 女性 20歳 人がいる場所 英語、日本語、スペイン語 7 〇

6 綾部 瑞希 日本／千葉県 女性 19歳 Sandy is not サンデー 日本語、英語、スペイン語、韓国語 7
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