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全米ジャパンボウル大会について 
 
 「ジャパンボウル大会」とは、全米各地で日本語を学んでいる高校生が、日本語能力のみな

らず、日本の文化、歴史、地理、習慣、日米関係など、幅広い分野について競い合う全米大会

です。ワシントンDC日米協会の主催で開催され、約200名のアメリカ人高校生が全米各地から

出場します。1992年に第一回大会が開催され、第20回記念では、東京ラウンドにジャパンボウ

ル名誉総裁の高円宮妃殿下もご来場されました。2014年-16年には、外務省が推奨する青少年

交流を目的としたKakehashiプロジェクトにて、上位入賞者が日本に招聘されました。 

 

 ジャパンボウル大会では、日本語学習者2、3名が1組のチームとなり、さまざまな日本の知

識について競い合います。大会は予選と決勝戦からなり、筆記形式の予選を勝ち抜いた上位3

チームが決勝戦に進出します。決勝戦は舞台上で、早押し、個人戦、チーム戦などで行われ、

出場者をはじめ、日本語教師、大使館、領事館、国際交流基金、日系企業関係者、日本人コミ

ュニティーなどが一堂に会して将来の日本に通づる人材を応援できる機会ともなっています。 

 

 2017年の第25回全米ジャパンボウル大会は、ワシントンDC近郊のナショナル4Hセンターにて

4月6日、7日に開催されます。東海岸のニューヨークから西海岸のカリフォルニアまで、全米

から約200名が出場し、最高レベルの優勝チーム3名には、駐米日本大使からのメダルと日本研

修旅行が与えられます。 

 

 ワシントンDC日米協会では、全米ジャパンボウル大会へのご支援を受け付けております。毎

年大会の出場者を対象にしたアンケートでは、95％以上の学生が、大学でも日本語学習を続け

る予定であると答えており、過去の大会出場者の多くは日本への留学や、JETプログラムへの

参加、日本企業への就職をしています。将来の日米関係を担う出場者へのご支援、応援をお待

ちしております。 

 
ジャパンボウルウェブサイト(www.japanbowl.org)  

ジャパンボウルドキュメンタリー (http://www.youtube.com/watch?v=6ZAse04g8rU) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ジャパンボウル大会決勝戦の様子        米国大使館での日本招聘者を囲むレセプション 
 

http://www.japanbowl.org/
http://www.youtube.com/watch?v=6ZAse04g8rU
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Japan  Bowl アンケート結果  
  

 

2016 年大会のジャパンボウル出場者（米国高校生）を対象に行ったアンケート結果は、以下

の通り。 

  

 

Q なぜ日本語を勉強していますか？1 番の理由を教えて下さい。 

日本文化に興味があるから 41.43％ 

アニメや漫画に興味があるから 18.57% 

ユニークで挑戦できる言葉だから 18.57% 

友人や家族に薦められたから 12.86％ 

  

 

Q なぜ日本語を勉強していますか？理由を全て教えて下さい。 

日本文化に興味があるから 91.43％ 

ユニークで挑戦できる言葉だから 74.29% 

アニメや漫画に興味があるから 61.43% 

大学進学の際に役立つから 37.14% 

友人や家族に薦められたから 34.29％ 

就職に役立つから 30.00% 

日本人の友人や家族がいるから 20.00% 

 

  

Q 日本を訪れたことがありますか？ 

はい 39.14％ 

いいえ 60.86％ 

 

  

Q 大学でも日本語を履修する予定ですか？ 

はい 62.29％ 

たぶん 27.14％ 

いいえ 8.57％ 

  

 

Q 大学在学中に日本に留学したいですか？ 

はい、一学期だけ 37.14％ 

はい、一年間 34.29％ 

はい、四年間 14.29% 

いいえ 14.29％ 
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スポンサーシップ 
 

 
広告、グッズの配布 -------------------------- $550 (広告制作費はご負担ください) 

生徒、教師、VIPなど全参加者が、ジャパンボウルの記念バッグを受け取ります。スポンサー

は、各参加者に大学や企業のパンフレット（英語が望ましいが、日本語でも可）や宣伝用グッ

ズなどを配布することができます。配布部数は250部です。挿入品は、3月10日までにワシント

ンDCのオフィスまで、送料負担でご郵送いただきます。 

 

学生または教師のためのプレゼンテーション--------------- $750 

学生の日本語学習に役立たせたり、日本留学への知識を更に深めるためのプレゼンテーション

が可能です（枠に限りがあります）。プレゼンテーションに参加した学生には、貴社の製品を

景品としてご提供いただける機会も設けることができます。ワークショップの内容は、JASW

の承認を受ける必要があります。広告配布($550)もご希望の場合には、合わせて$1000でお申

込みいただけます。ジャパンボウルのサクラスポンサーとして掲載させていただきます。 

  

ネットワークイベントの開催 ---------------$1500 

生徒や参加者がネットワークを行える機会をご提供いただきます。開催スペースにて自由に貴

団体の宣伝が行えるほか、ジャパンボウルのブロンズスポンサーとして掲載させていただきま

す。ウェルカムバッグへの挿入（＄550）も含まれます。 

  

ラッフルへの景品の提供 ---------------------無料 

大会中に、全出場者を対象にしたラッフルイベントを開催します。景品(50ドル相当以上)をご

提供いただける場合には、提供者として発表させていただきます。景品は、3月10日までにワ

シントンDCのオフィスまで、送料負担でご郵送いただきます。 

 

 

スポンサーへの特典としては以下が挙げられます。 

―出場者である高校生や教師と直接交流できる機会 

―ジャパンボウルプログラム・レポートにて掲載 

―全米ジャパンボウル大会決勝戦への招待状 

 

 

ご質問等は、ご遠慮なくお問い合わせください。 

ワシントン DC 日米協会  

ジャパンボウル・ディレクター  

神尾りさ 

Email： rkamio@jaswdc.org 

 

mailto:rkamio@jaswdc.org
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2017 National Japan Bowl  

Sponsorship form 

 
THE JAPAN-AMERICA SOCIETY OF WASHINGTON DC. 

1819 L Street, N.W., B2 Level, Washington, D.C. 20036 

 Tel: (202) 833-2210  

 

 

    Sponsorship Type (Please check) 
    □ Pamphlets/ Items Inserts -------------------------------------------- $550 (Production not included) 

    □ Presentation for Students and/or teachers ----------------------- $750 

 □ Pamphlets/ Items Inserts + Presentation for Students and/or teachers --------- $1000 

 □ Networking Event Host/ Japanese Lunch Box ------------------ $1500 

 □ Prize(s) for raffle drawing ------------------------------------------- free  

 

 

 

Contact Information: 
 
Organization Name: ____________________________________________________ 

Contact Name: _________________________________________________________ 

Title: _________________________________________________________________ 

Telephone: ______________________________  E-mail: _______________________________ 

 

 Please find enclosed a check for $________ (Make checks payable to JASW) 

 Please send our organization an invoice for $________ (pay to JASW’s bank account in the US) 

 Please send our organization an invoice for ￥________ (pay to JASW’s bank account in Japan) 
       *please use the currency rate of the date you applied 

  

 

Please notify JASW by January 31, 2017 of your support. 

 

Applications will be accepted after this date if space is still available,  

but we cannot guarantee a listing in all publicity materials after January 31.  


