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多言語教育を提唱するヒッポファミリークラブ（運営:一般財団法人 言語交流研究所、本部:東京都渋谷区、 

代表理事:鈴木堅史）は、2022年 1月 16日（日）、LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）で、3

つ以上の言語を使った多言語プレゼンテーション大会『LEX Multilingual Presentation for Youth Tokyo』

を開催します。今回は初の試みとしてオンラインでのライブ配信も併せて開催します。国内外から出場の応募が

集まり、３４組３７名の出場が決定しました。 

 

この大会は、ヒッポファミリークラブの活動に参加して育った若者達が自らの多言語体験を世の中に伝える場と

して 2015 年 1 月に始まりました。これまでに登壇した若者達はのべ約 230 人にのぼります。ここ数年は、日

本人だけでなく、日本の高校や大学、日本語学校に通う外国人留学生なども多数参加するようになり、ヒッポ

ファミリークラブの会員以外にも開かれた会になっています。 

 

特に今大会からはオンラインでのライブ配信を導入することで、全世界から参加が可能になりました。日本に

入国できない海外在住のプレゼンターは、オンラインで当日スクリーンに登場します。国内外の往来が難しい昨

今、未来に向かう若者の交流の場になることを期待しています。 

 

今回選出された３４組の出場者は、近隣のヒッポファミリークラブ会員の支援を受けながらプレゼンテーション

を完成させ、１月１６日の本選に挑みます。 

 

【お問い合わせ先】   

LMP実行委員会 E-mail: lmp@lexhippo.gr.jp 

TEL:03-5467-7041（代表電話のため受付は 10：00～17：30 となります。ご不便をおかけしますがあらかじめご了承ください） 

担当者名：吉田菜穂子 

 

＊公式案内サイト 

https://sites.google.com/lexhippo.gr.jp/lmp/ 

＊公式SNS リンク集 

https://lit.link/lmpyouthtokyo 

 

報道関係者各位 

2022年 1月７日 

ヒッポファミリークラブ 

2022年 1月 16日、 

LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）＆オンライン配信で開催 

「ことばの体験」を生かし 3つ以上の言語で社会へメッセージを発信 
第 8回 多言語プレゼンテーション大会の出場者 34組が決定しました 

マレーシア、ベトナム、台湾、香港の留学生も参加 

 

https://lit.link/lmpyouthtokyo
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開催概要  

 

[名称]  第８回 LEX Multilingual Presentation for Youth Tokyo 

 

[日時]  2020年１月１６日（日） 1３：00～1８：00（開場 1２：00） 

＊オンラインでのライブ配信を同時開催 

 

[場所] LINE CUBE SHIBUYA （渋谷公会堂） 

  東京都渋谷区宇田川町 1-1 

 

[入場料]  大人 2,000円、 高校生・大学生 1,500円、 中学生以下 1,000円（各1席あたり） 

  ライブ配信参加 3,000円（１端末あたり） 

[プレゼンテーションの条件] 

●自分自身の多言語体験に基づいた世界や社会に発信するメッセージであること 

●多言語（3言語以上）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] 5分 

 

[出場者（予定）] 

国内外の若者 34組（日本、マレーシア、ベトナム、台湾、香港） 

 

[審査] 「多言語」「メッセージ性」「プレゼンテーション」を基準に複数の審査員で実施 

（審査員は言語交流研究所理事や有識者（神経脳科学、物理学等）約 13名を予定） 

 

[表彰] 優秀者には、ヒッポトランスナショナルプログラム（海外ホームステイ、高校交換留学、大学留学、 

海外インターンシップ、多言語キャンプ）の参加費に充当できる副賞が贈られます。  

［参考］前回最高賞：15万円相当 

＊第6回大会（2019年3月10日開催）の各プレゼンテーションのノーカット版映像 

（※第７回大会は新型コロナウイルスの影響でオンライン配信のみ開催） 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYX7ioEUbyrH1iKCjQPggF0V901WmqENS 

 

過去の大会の様子をまとめた公式ムービー（約3分30秒）は下記からご覧ください 

https://youtu.be/dt05AvtTvmg 

当日の観覧をご希望の方は下記の URLより会場チケットもしくはライブ配信チケットをご購入ください。定員になり

次第締め切りになります。 

https://bit.ly/3FqIgqd  

[代金] 大人 2,000円、 高校生・大学生 1,500円、 中学生以下 1,000円（各１席あたり） 

ライブ配信参加3,000円（１端末あたり） 

◆会場参加の場合：ご購入時に入力いただいたメールアドレスに受付用QRコードのリンクが届きます。入場の際

はスマートフォンで表示しご提示いただくか、プリントアウトしてお手元にご用意ください。 

◆ライブ配信参加の場合：※お申込み完了後、Zoom ウェビナーの URL とパスワードをイベントの前日までにご

登録のメールアドレスへお送りします。 

＊チケットの購入に関するお問い合わせ先： 

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)  

TEL：03-5467-7041（受付時間 平日10：00～17：30） E-mail：lmp@lexhippo.gr.jp 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYX7ioEUbyrH1iKCjQPggF0V901WmqENS
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〈第８回 LMPプレゼンターー覧〉 

 

※年齢は大会当日（2022年１月１６日時点）のものです。 

※プレゼンテーションテーマは応募時のものです。大会当日は変更になる可能性があります。 

 

 

 

No.
氏名

（国籍・年齢）
プレゼンテーションテーマ 使用予定言語（3言語以上）

1 豊田夏萌
（日本・２１歳）

居心地 タイ語、英語、日本語、韓国語

2 守屋芽生
（日本・２２歳）

Nuestro futuro 日本語、英語、スペイン語、フランス語

3 青野　篤
（日本・１８歳）

イヤロンで得たもの スペイン語、英語、日本語

4 染井　渉実
（日本・１８歳）

話したいという気持ち イタリア語、日本語、韓国語、タイ語

5
陈衍旸

（マレーシア・１９歳）
方言を学びましょう 英語、日本語、福建话、广东话

6 市丸　怜実
（日本・２４歳）

できないことはない 日本語、韓国語、スペイン語

7 大西菜月
（日本・２１歳）

先入観くんをなくせ！ 日本語、韓国語、イタリア語、英語

8 林天音
（日本・２１歳）

相手は自分を写す鏡 英語、フランス語、ロシア語、日本語

9 Phan Thi Huong Giang
（ベトナム・２２歳）

自分に信じます。 ベトナム、語英語、日本語

10 中村　元哉
（日本・１８歳）

私の3言語体験 タイ語、スペイン語、英語、日本語

11 佐藤 こゆき
（日本・１８歳）

友達のいない留学 日本語、英語、フィンランド語

12 井上零斗
（日本・１７歳）

Why home stay is difficult フランス語、英語、日本語

13

The Ellipsis(4名1グループ)

・Chloe Chung Ling Li
　(ﾏﾚｰｼｱ・25歳⁾

・Yeung Hei Ting
　(香港・24歳⁾

・Yap Xiao Ting

　(ﾏﾚｰｼｱ・23歳⁾

・Ooi Hui Xin)
　(ﾏﾚｰｼｱ・20歳⁾

Connecting the Dots
日本語、英語、中国語、マレー語、広東語、

韓国語

14 北澤大吾
（日本・２０歳）

僕の世界はひっくり返った 韓国語、英語、スペイン語、日本語

15 安藤真優
（日本・２２歳）

How does expectation work on
understanding

日本語、英語、スペイン語、韓国語

16 志田 春菜
（日本・２２歳）

きっとみんなができること 英語、日本語、スペイン語、手話

17 中村心咲
（日本・１６歳）

¿Qué soy yo? 日本語、英語、スペイン語、ポルトガル語

18 謝　承軒
（台湾・２５歳）

多言語が好きになるの理由
英語、日本語、台湾語、インドネシア語、

ベトナム語、華語

19 西塔葵
（日本・２２歳）

LOVE MYSELF 日本語、英語、韓国語、ドイツ語

20 柳瀬 明日香
（日本・１９歳）

生きる力 ロシア語、英語、スペイン語、日本語

21 清水 美緒
（日本・１９歳）

人に関心を寄せるということ イタリア語、英語、中国語、日本語

22 西澤優奈
（日本・２０歳）

Are you 楽？
〜線をなくすことで見える世界〜

日本語、英語、イタリア語、韓国語

23 山王陸
（日本・１９歳）

Our pride 韓国語、スペイン語、英語、日本語

24 林慧君
（台湾・１７歳）

#Yo x Ti, Tu x Mi 中国語、英語、台湾語、スペイン語

25 濱田麻友香
（日本・２３歳）

広がり続ける、私の世界 日本語、英語、スペイン語、韓国語

26 佐藤 寛太
（日本・２３歳）

“One picture is worth a thousand
words” 「百聞は一見に如かず」

日本語、英語、ドイツ語

27 Dinh Thi Minh
（ベトナム・２２歳）

現地に行かないとわからないこと 日本語、中国語、ベトナム語

28 斉藤倫子
（日本・２０歳）

ahora!!
オランダ語、スペイン語、中国語、日本語、英

語

29 森優希
（日本・２４歳）

社会を変えたい 韓国語、日本語、フランス語

30 坂間有
（日本・１８歳）

知らないことは知ればいい 英語、インドネシア語、日本語

31 Goi Shinyuan
（マレーシア・１９歳）

自分の話 日本語、中国語、マレー語

32 守屋日向
（日本・２５歳）

自分で聞いて見て感じて、
視野を広げる

英語、韓国語、スペイン語

33 岩崎　佑希乃
（日本・２０歳）

自分の体験が具体例に！ 日本語、英語、韓国語、イタリア語

34 古賀南美
（日本・１８歳）

自分スタイル！多様性のある社会へ 日本語、フランス語、英語、ロシア語、韓国語
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■一般財団法人 言語交流研究所 

1981年10月、多言語活動の提唱者である榊原陽氏が設立。以来、「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た活動を行っている。

2013年1月に一般財団法人に移行、2021年10月に設立40周年を迎えた。 

■ヒッポファミリークラブ 

一般財団法人 言語交流研究所が運営する「ヒッポファミリークラブ」（会員制）は、「多言語の自然習得活動」、「国際交流活動」、

「研究・開発活動」の３つを柱とし、家族や地域の会員と共に、様々な国や地域のことばを自然に身につけ、様々な人に出会い、共に育

つことのできる環境づくりに取り組んでいる。日本国内には約700 ヵ所の活動場所があり、海外（アメリカ、メキシコ、韓国、台湾）にも

活動が広がっている。 オフィシャルサイト http://www.lexhippo.gr.jp/ 
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