
第 1 回 明浄学院外国語俳句大賞 

 

部門 英語俳句中学生部門 

英語俳句高大生部門 

日本語俳句留学生部門 

 
対象 英語俳句中学生部門：日本国内の中学校、中等教育学校前期課程に在籍する英語を母語としない生徒 

   英語俳句高大生部門：日本国内の高等学校、中等教育学校後期課程、専門学校、短期大学、大学に在

籍する英語を母語としない学生 

   日本語俳句留学生部門：日本国内の中学校、高等学校、中等教育学校、専門学校、短期大学、大学、

大学院に留学中の日本語を母語としない学生 

 

募集期間 平成 29 年 12 月４日（月）～平成 30 年 1 月 20 日（土） 

 

テーマ   自由 

応募条件 本人が創作した未発表作品に限ります 

 

応募方法 所定の用紙に記入し、郵送または e メール、Fax でお送りください 

     (なお Fax は 12 月 28 日～1 月 4 日は受付できません) 

     応募用紙は明浄学院高等学校ホームページよりダウンロードできます 

 応募作品の返却はいたしません。 

 

選者 ジェームズ・リード（ロンドン大学卒、日本文学専攻、明浄学院高等学校講師） 

   嶋 茂代（歌人、明浄学院高等学校元教諭） 

    

賞   大賞  賞状と図書券３万円 

                       準大賞 賞状と図書券 1 万円 

                       入選  賞状 
 

入賞の発表はホームページ上で行います。受賞の方にはご連絡をさしあげます。 

授賞式 平成 30 年 2 月 17 日（土）1４:00 

    明浄学院高等学校「作法室」 

 

応募先/お問い合わせ 

〒545-0004 大阪市阿倍野区文の里 3－15－7 

明浄学院高等学校学生外国語俳句大賞係 

TEL 06－6623－0016        e-mail:  meijounesco@meijo.ed.jp 

 

＊応募時に記入いただいた個人情報はこの俳句大賞のためのみに使用いたします。 

＊応募作品は返却いたしません。                                            

 



The Meijo Gakuin First Foreign Language Haiku Contest 

 
Junior High School English Haiku Category 
High School and University English Haiku Category 
Foreign Student Japanese Haiku Category 
 
Entrant Requirements: 
・Junior High School Category: Students at junior high school in Japan who are not native 

speakers of English. 
・High School and University Category: Students at high school, college or university in 

Japan who are not native speakers of English 
・Foreign Student Category: Students currently studying abroad at junior high school, 

high school, college or university in Japan who are not native speakers of Japanese. 
 
Submission Dates: From December 12th 2017 to January 20th 2018 
 
There are no restrictions on subject matter regarding haiku. 
 
Terms of submission: All haiku must be original, unpublished works  
 
Method of Submission: Fill out the application form and send by post, email or fax. Please 
note faxes cannot be received from December 28 to January 4th. Application forms can be 
downloaded from the Meijo Gakuin homepage. Submissions cannot be returned. 
 
Judges: James Reed (University of London, specialist in Japanese literature, English 

instructor at Meijo Gakuin) 
Shigeyo Shima (Tanka Poet, Former instructor at Meijo Gakuin) 
 
Prizes: 
Main prize: Certificate and library vouchers worth 30,000 yen 
Secondary prize: Certificate and library vouchers worth 10,000 yen 
All entrants will receive a certificate 
 
Award ceremony: 2pm Saturday February 17th 2018 at Meijo Gakuin High School 
 
Submissions or enquires should be directed to 
Meijo Gakuin High School Foreign Language Haiku Contest 
3-15-7 Fuminosato, Abeno ward, Osaka city 545-0004 
Tel: 06-6623-0016 
email: meijounesco@meijo.ed.jp 
 

Personal information received from applicants will be used for the purposes of the contest only.  


