第1９回 外国人留学生等作文コンテスト
香川県留学生等国際交流連絡協議会では、香川県内の大学・高等学校等に
在籍している外国人留学生並びに香川県内で活動している外国人技能実習生・
研修生を対象に、以下のとおり作文コンテストを実施します。皆さん、ふるっ
てご応募ください。
✿

テーマ

✿

応募方法

１．コロナ終息後にしたいこと
２．日本(香川)での経験を将来にどう生かすか
「目安レベル」を参考に
（日本語能力試験の受験有無や合否は関係ありません）
以下のレベルのいずれかを選択する。
応募作品は未発表のものに限る。

レベル１

日本語２，０００字以上２，４００字以下（目安レベル： N1程度以上）

レベル２

日本語１，２００字以上１，６００字以下（目安レベル： N2, N3程度）

レベル３

日本語６００字以上８００字以下（目安レベル： N4, N5程度）

文字数にはスペースは含まない。詳細は、以下↓URLの「応募要項」を参照してください。
http://www.kagawa-u.ac.jp/international/policy/conference/
✿

対象

・香川県内の大学・高等学校等に在籍している外国人留学生で、2022年4月１日
現在15歳以上の者
・香川県内で活動している外国人技能実習生・研修生

✿

募集期間

令和４年１０月３日（月）～

✿

奨学金

優秀賞：３万円（若干名)他 佳作：５千円（若干名） 参加賞：１千円の図書カード
(入賞者は、令和５年1月2１日(土)に表彰（作品紹介を含む）を行う予定です。）

✿

応募先

令和４年１１月１８日（金）

香川大学国際課 留学生等作文コンテスト係
TEL：087-832-1148 EMAIL：ryugaku-h@kagawa-u.ac.jp

The 19th Japanese Essay Contest
for International Students, Interns, and Trainees

Below are details for participating in the Japanese Essay Contest for international
students, technical interns, and trainees who are studying or working in Kagawa
Prefecture. Please carefully review the details and submit your application accordingly.
✿ Themes １. What you want to do after the end of Corona

２. How to utilize the experience in Japan (Kagawa) in the
future

✿

How to Apply Select your language level from the following. （Japanese Proficiency is
listed for reference. Actual test scores are not required）Essays may not be
those that have been published or presented previously.
Level １
Level ２
Level ３

between 2,000 – 2,400 Japanese letters（estimate : N1 or higher）
between 1,200 – 1,600 Japanese letters（estimate : N2, N3）
between 600 – 800 Japanese letters（estimate : N4, N5）

Spaces are not included in the letter count. For details, refer to “Application Requirements” in the
following link.
http://www.kagawa-u.ac.jp/international/policy/conference/
✿

Eligibility ・International students enrolled at institutions of upper secondary education or higher
learning in Kagawa Prefecture and are the age of 15 or older as of April 1, 2022.
・Technical interns or trainees in Kagawa Prefecture.

✿

Application Period October 3, 2022（Monday）～ November 18, 2022（Friday）

✿

Prizes（Scholarship）Best Essay Award (and others) : 30,000 JPY（multiple winners）
Honorable Mention : 5,000 JPY（multiple winners）
Participation Award : Book Gift Certificate（value: 1,000 JPY）
（Winners will be announced at a later date (essays will also be presented））

✿

Apply To:

〒760-8521 Takamatsu-shi, Saiwai-cho 1-1
Kagawa University, Kokusai Group “Japanese Essay Contest”
TEL：087-832-1148 EMAIL：ryugaku-h@kagawa-u.ac.jp

