団体名

特定非営利活動法人 大学コンソーシアム大阪

事業名

学生英語プレゼンテーションコンテスト2021

実施期間

2021年11月28日

場

大阪科学技術センター

所

参加者数

外国人
留学生

11

その他
外国人

日本人
学生

地域住民

33

スタッフ
その他
大学関係者 （来場者等）

14

11

合計

69名

＜実施内容＞
大阪の大学には多様なバッググラウンドをもつ多くの留学生が在籍しており、国内学生との相互理解を図る機会の提供
と、高い国際意識やコミュニケーションスキルをもつ若者の育成に寄与することを目的に、学生の英語によるプレゼンテー
ションコンテストを開催した。
3年目となる今回は、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標SDGsに関連させて、アフターコロナをきっ
かけにSDGs達成を加速するため、コロナ禍で自身が直面した課題から想起し、大阪の学生が取り組み可能な社会課題の
解決策を12チームに提案してもらった。
当法人がこのコンテストを主催する意義からも、開催の主たる目的を「大学、学部、学年、国籍を越えた交流の促進」として
コンテストに加え、この機会を通じて学生同士がともに学び親睦を深められるような交流時間を設けた。学生主体のコンテ
ストとすべく、12名の有志学生が運営メンバーとして交流企画の立案や当日の運営を行い、国際的なイベントに学生自ら
が運営側の視点で関わることでも互いに刺激を与えあうような機会とできるよう工夫した。交流時間では、発表者をランダ
ムなグループに分け、オリジナルな英単語ゲーム等を行うなど参加者間の交流を深めた。
また、今回は全国的な緊急事態宣言解除後の開催であったが、新型コロナウイルス感染症拡大による影響がいまだ継続
している状況に鑑みて、来場者を関係者に限定し、会場で観覧できない方に向けてYouTubeによるライブ配信を行った。当
日の様子は事後に動画視聴できるようにしており、各大学において学生の学びに繋げてもらうよう配慮している。

＜記録写真＞

プレゼンの様子

入賞者

交流会の様子

＜参加者からのコメント＞
姚 曉彤さん（中国）/ Xiaotong Yao
Thanks for all the participants and staff in this presentation contest. After the contest, I recalled
every details during the preparation process and I found this experience of attending the contest
has become a very precious memory for me. Thanks to the contest, I got to know a wonderful
friend, who is also my teammate in the contest - Lin. I learned how difficult it is to present my idea
to other people. And I started to consider how the audience will feel when they listen to my
presentation and I adjusted it according to that.
This presentation contest was also a great opportunity for me to learn the ideas about SDGs of
current college students, which really gave me a lot of inspiration and new ideas. Besides, through
the Q&A, I got the chance to rethink and reflect my opinions about SDGs. It provided us with a
chance to communicate with other people.
Again, thanks for all participants and staff. I really enjoyed this presentation contest.
千田小春アリシア/ Koharu Alicia Senda
I was really lucky being there. The reason why I was interested in was a contest with a theme that
matched our preference of presentations and our desire to communicate something in English.
Through the preparation for the topic of competition, I could contemplate what we can do for the
sustainable society well. Moreover, plentiful attractive ideas of other groups provided me notice of
variousness of actions we can challenge. I became aware that if there is a high-level cooperation
with people from various backgrounds, we can do more and more things for the beautiful city
through them. I really appreciate to have such an opportunity which inspired me very much. I
believe that we can change something to the better society under this pandemic situation.

