
公益財団法人国際人材協力機構 

https://www.jitco.or.jp/ 

東京都港区芝浦 2-11-5 五十嵐ビルディング 

公益財団法人 国際人材協力機構（JITCO
ジ ツ コ

、理事長：八木 宏幸）が毎年開催し、今回 30 回目を迎

える「外国人技能実習生・研修生日本語作文コンクール」の入賞者が決定しました。このコンクールは、技能実

習生・研修生の日本語能力の向上支援の一環として 1993 年にスタートしたものです。今回は応募総数

1,094 作品のなかから、最優秀賞（4 名）・優秀賞（4 名）・優良賞（20 名）・佳作（21 名）を選出し

ました（入賞者一覧は別紙の通り）。 

 

最優秀賞には、親切にしてくれた見知らぬ人への感謝の気持ちを手紙形式で綴った蘭従艶さん、介護職を目

指すきっかけとなった祖母と介護への思いをまとめた張博文さん、障害を持つ方との関わりについて前向きに綴った

Battur Nadmid さん、そして日本の桜と対比してミャンマーの文化を紹介した Aung Moe Tun Naing さんを選出

しました。 

 

さらに今回は、技能実習の様子や技能実習を通じて修得したこと、修得技能を母国で活かそうとする意欲等

について書かれた作品の中から特に優れた作品として、尊敬する実習指

導の先生について綴った Tin Htet Aye さんの作品を第 30 回記念特別

賞に選出しました。 

なお、10 月 7 日(金)に開催を予定している JITCO 交流大会中の

「外国人技能実習生・研修生日本語作文コンクール表彰式」に入賞者

を招待して表彰します。また表彰式では、最優秀賞及び記念特別賞を獲

得した技能実習生に入賞作品を朗読していただきます。 

＜プレスリリース＞ 

報道関係者 各位 

入賞者名 作品タイトル 国籍 実習地 

蘭 従艶 見知らぬあなたへ 中国 石川県 

張 博文 もう一度チャンスをください 中国 神奈川県 

Battur Nadmid みんなで支え合う社会をめざして モンゴル 愛知県 

Aung Moe Tun Naing 桜とパダウ ミャンマー 石川県 

入賞者名 作品タイトル 国籍 実習地 

Tin Htet Aye 私が先生になったら ミャンマー 石川県 

第 30 回外国人技能実習生・研修生日本語作文コンクール 

-石川県で実習中の蘭従艶さんら 4 名が最優秀賞 - 

本リリースに関するお問い合わせ先 

JITCO 総務部企画調整課 ℡ 03-4306-1105 

【JITCOについて】 

1991年に「財団法人 国際研修協力機構」として設立し、2012年 4月に内閣府所管の公益財団法人に移行し

ました。略称を JITCO（ジツコ）といい、2020年には名称を「公益財団法人 国際人材協力機構」に変更しま

した。技能実習生や特定技能外国人等の外国人材の受け入れの促進を図ることを事業目的としています。 

2022 年 8 月 8 日 

<参考：昨年の表彰式中の技能実習生による発表の様子> 

最優秀賞

第 30 回記念特別賞  

※氏名等の表記は応募時に記入いただいものです。所属する監理団体は別紙の通り。



＜別紙＞ 
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＜最優秀賞＞ 

入賞者名 作品タイトル 国籍 上段：監理団体名、下段：実習実施者名 

蘭 従艶 見知らぬあなたへ 中国 
北陸対外事業協同組合 

サンユー精密株式会社

張 博文 もう一度チャンスをください 中国 
PNJ 事業協同組合 

医療法人社団晃進会 

BATTUR NADMID みんなで支え合う社会をめざして モンゴル
九州ネット協同組合 

藤田螺子工業株式会社 

AUNG MOE TUN NAING 桜とパダウ ミャンマー
全国中小事業協同組合 

辰口自動車販売株式会社 

＜第 30 回記念特別賞＞ 

入賞者名 作品タイトル 国籍 上段：監理団体名、下段：実習実施者名 

TIN HTET AYE 私が先生になったら ミャンマー
全国中小事業協同組合 

辰口自動車販売株式会社 

※氏名等の表記は応募時に記入いただいたものです。また、作品の本文は 10 月上旬に公開予定です。

第 30 回外国人技能実習生・研修生日本語作文コンクール 入賞者一覧 
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＜優秀賞＞ 

入賞者名 作品タイトル 国籍 上段：監理団体名、下段：実習実施者名 

熊 丹 道 中国 
PNJ 事業協同組合 

社会福祉法人中川徳生会 

BATNASAN UUGAN-ERDENE 日本は私のタイムマシン モンゴル
九州ネット協同組合 

藤田螺子工業株式会社 

MAO SOKUNTHEA あの慰めの言葉 カンボジア
VRB 協同組合 

株式会社森津介護サービス 

PHAN THI TRA GIANG SEP と私 ベトナム 
グローアップ協同組合 

株式会社岩井化成 

＜優良賞＞ 

入賞者名 作品タイトル 国籍 上段：監理団体名、下段：実習実施者名 

SUNDAR PUSHPA LATHA おばあさんとお風呂の鯨 インド
公益社団法人国際人材研修機構 

社会福祉法人かなえ福祉会 

WICKRAMA ARACHIGE DENUWAN 

THARAKA 
歯車 スリランカ

公益社団法人アジア産業技術交流協会 

株式会社セントラルシステム 

MOHAMMAD FERDIANSYAH 最高峰に登ろう インドネシア
公益社団法人日本・ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ経済協力事業協会 

株式会社駿豆給食センター 

SANJANA 岐路で掴んだ未来 インド
協同組合ウェル国際技能協力センター 

ウェルコンサル株式会社

TRINH THI NGAN 幸せへの道 ベトナム 
Techno Trade 協同組合 

社会福祉法人ケアマキス 

TRAN LE TUONG VI 仕事への誇り ベトナム 
鳩の家協同組合 

株式会社ツクイ 

※氏名等の表記は応募時に記入いただいたものです。また、作品の本文は 10 月上旬に公開予定です。
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入賞者名 作品タイトル 国籍 上段：監理団体名、下段：実習実施者名 

CAO THI DIEU HIEN 失って知った私の得たもの ベトナム 
協同組合企業交流センター 

株式会社ツクイ 

LE THI HONG HANH 待ち遠しいお正月 ベトナム 
協同組合エム・ビー・エイ産業振興 

社会福祉法人福寿会 

NURAINI 夢 インドネシア
協同組合ケアサポート瑞穂 

社会福祉法人光生会 

LE THI MY HOA さようならの前に ベトナム 
鳩の家協同組合 

株式会社ツクイ 

NGUYEN VAN ANH 日本とベトナムの架け橋 ベトナム 
メディカルケア協同組合

医療法人聖真会 

HOANG QUYNH ANH 日本人の「気配り」 ベトナム 
さくら国際交流協同組合 

パイオニア株式会社 

TANTI SOPIAH NURCAHYATI 人生を楽しむ インドネシア
J プロネット協同組合 

医療法人社団晃進会 

NGUYEN THI HOAI THU 奇妙な癖 ベトナム 
福岡素形材産業協同組合 

シバタ精機株式会社

AZIZMIYANAVAR MANSOORPEER 

MOHAMMAD HUSEIN 
時間は二度と戻らない インド

福揚協同組合 

一般社団法人 Orange Kids' Care Lab. 

NGUYEN THI KIEU OANH それでもやはり日本が好き！！！ ベトナム 
ライフパーソン協同組合

有限会社梶山鉄工 

KANSA SIRINTHON 自然 タイ
西日本海外業務支援協同組合 

株式会社西川ゴム山口 

※氏名等の表記は応募時に記入いただいたものです。また、作品の本文は 10 月上旬に公開予定です。
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入賞者名 作品タイトル 国籍 上段：監理団体名、下段：実習実施者名 

HANI FERIANTI 頑張った私にありがとう インドネシア
J プロネット協同組合 

社会福祉法人昭徳会 

MUNKHBAT ERDENETUYA 日本での休憩 モンゴル
GTS 協同組合 

社会福祉法人ハイネスライフ 

PHAN THI HUYEN 日本の教育方針が私の考えを変える ベトナム 
すずらん協同組合 

株式会社シード 

＜佳作＞  

氏名 作品タイトル 国籍 上段：監理団体名、下段：実習実施者名 

NGUYEN THI HUONG 笑うことのメリット ベトナム 
GSC 協同組合 

株式会社 G ファクトリー 

LANG SOKLY 日本人になりたい カンボジア
協同組合 CEO 

有限会社作田キャスト 

FITRIYANI 日本の家族 インドネシア
協同組合ケアサポート瑞穂 

株式会社ケンブリッジ 

ZANAGAYA GANCHIMEG 忘れられない家族との思い出 モンゴル
GTS 協同組合 

社会福祉法人ハイネスライフ 

NURLINDAH お母さんの魔法、世界で１番の天使 インドネシア
J プロネット協同組合 

医療法人社団晃進会 

MAHARANI SAPUTRI 夢 インドネシア
協同組合ケアサポート瑞穂 

社会福祉法人三和会  

※氏名等の表記は応募時に記入いただいたものです。また、作品の本文は 10 月上旬に公開予定です。
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入賞者名 作品タイトル 国籍 上段：監理団体名、下段：実習実施者名 

ADHITYA RAMA ASNAWIJAYA この瞬間の機会 インドネシア
公益社団法人アジア産業技術交流協会 

信和工業株式会社 

SEN NOB カンボジアで一番有名なところ カンボジア
徳島県アパレル縫製工業組合 

東光株式会社 

KIKI NOVA WIDYASARI 経験は私の最高の先生 インドネシア
協同組合ケアサポート瑞穂 

社会福祉法人緑陽会 

MARCHELINA MONTORI 私の人生の旅はまだ終わっていない。。。。 インドネシア
協同組合ケアサポート瑞穂 

社会福祉法人緑陽会 

张 文舒 努力すれば、きっと 中国 
紀央事業協同組合 

高洋電機株式会社 

杨 田田 より良い自分になる 中国 
オール電算協同組合

株式会社サトーセン 

DIEGO JONALYN DONGUI-IS 人生は挑戦だ フィリピン
協同組合 BM サポートセンター 

医療法人緑風会 

HA THI PHUONG HANG 年齢制限 ベトナム 
いわきビジネスサポート事業協同組合 

株式会社シーアールエスコーポレーション 

ALTANGEREL UYANGA 大事な人 モンゴル
九州ネット協同組合 

藤田螺子工業株式会社 

NUGUYEN THI DIU 日本の生活の色 ベトナム 
デジタル共販事業協同組合 

平本産業株式会社 

ADI NASUTION +81 インドネシア
協同組合ケアサポート瑞穂 

社会福祉法人桐生療育双葉会 

※氏名等の表記は応募時に記入いただいたものです。また、作品の本文は 10 月上旬に公開予定です。
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入賞者名 作品タイトル 国籍 上段：監理団体名、下段：実習実施者名 

LE THI MY HANH 慌てず落ちついて解決すれば良い ベトナム 
協同組合企業交流センター 

株式会社ツクイ 

HOANG THI THUY NGAN 私が目指す調理師 ベトナム 
公益財団法人国際労務管理財団 

株式会社エヌチキン 

VU THI THUY 日本の環境保護について感じたこと ベトナム 
西日本海外業務支援協同組合 

株式会社もんじゅ山 

ANIK PITRIANA ひとことで変わる物語 インドネシア
協同組合アーバンプランニング 

株式会社熊本チキン 

※氏名等の表記は応募時に記入いただいたものです。また、作品の本文は 10 月上旬に公開予定です。

本リリースに関するお問い合わせ先 

JITCO 総務部企画調整課 ℡ 03-4306-1105 

公益財団法人国際人材協力機構 

https://www.jitco.or.jp/ 

東京都港区芝浦 2-11-5 五十嵐ビルディング
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