
New Zealand Schools Japanese Trivia Championship 2018 

50 school and over 100 teams took part in the Japanese Trivia Night on Friday June 22.  The purpose 
of the night is to bring Years 7 to 10 students together for an evening of entertainment whereby 
each team gets to pit their general knowledge of Japan against each other. It also offers a fantastic 
opportunity to help build stronger connections between intermediate, secondary and tertiary with 
several tertiary institutions throughout the country hosting the event. This is a great way to increase 
engagement between the different communities and in a fun environment. It was great to hear how 
in Christchurch, the parents asked if they could also enter teams and were competing against the 
students.  I hear that they had a fantastic time and really enjoyed the experience. 

There were five rounds with 10 questions each with the questions being a mix of multi-purpose and 
open questions. Questions such as, ‘What is the Japanese rugby team often called?’ (the answer is, 
‘The Brave Blossoms’) through to ‘What is this character called?’ with a picture of Gudetama, a really 
popular food based character in Japan. 

The winning schools from each region received a trophy kindly donated by the Japanese Embassy. 
The winning school over all, Botany Downs Secondary College, also received a trophy for being the 
overall winners. The trophies will proudly go on display in each of the schools for the year and is 
another great way to raise the profile of Japanese. 

This event could not have taken place without the support of the following people: Firstly, our 
sponsors: The Japan Foundation, Education Perfect, ImmerseMe,  Sasakawa Fellowship Fund for 
Japanese Language Education, and also NZAJLT. The venues also, for hosting on the night, AUT and 
Auckland University, Waikato University, Massey University, Victoria University, Nelson College, 
Saint Margaret’s College, Otago Girls’ High School and James Hargest College. Also, thank you too to 
the Trivia Night team for making it happen. 

Results are as follows: 

Region Team Points 
   

Auckland Botany Downs Secondary College (Team 2) 42 
Waikato Hillcrest High School (Team 2) 33 
Manuwatu Awatapu College (Team 3) 37 
Wellington Hutt Valley High (Team 1) 39 
Tasman NCG GOYANGIGAMZA 33 
Canterbury Villa Maria (Team 1) 38 
Otago Otago Girls High School (Team 2) 32 
Southland Southland Boys High School (Team 3) 37 

 

Michelle Lodge and Jacky Yoshioka-Braid (NZAJLT Exec) 

 

 

 

 



２０１８年度 ニュージーランド 高校生 日本の豆知識 選手権 大会 

6月 22 日金曜日、５０校、１００を超えるチームが 日本の豆知識クイズ大会に参加しま

した。この夜の目的は、7年生から 10年生の生徒が集まって、日本についての一般的な知

識をお互いに競い合うこと。また全国で、いくつかの大学が開催校となり、この大会を実施

することを通して中学校、高校、大学のつながりが深くなるきっかけになることです。異な

る地域の生徒が楽しい環境の中で 愛着心を高めるいい機会にもなります。クライストチャ

ーチの会場では、保護者がチームを組んで生徒と競い合いたいという喜ばしい声が上がりま

した。保護者はとてもいい時間をもち、この大会をおおいに楽しんだようです。 

クイズのテーマは 5つで、各テーマごとに質問が 10問ずつあり、選択肢から選ぶ問題と、

答えを書く問題がありました。質問の例として、以下のようなものがありました。「ラグビ

ー日本代表チームの名前はなんでしょう。」（答えは、勇敢な桜たち）「ぐでたま（日本で

有名な食べ物のキャラクター）の絵をみせて このキャラクターの名前はなんでしょう。」 

各地域で優勝したチームは日本大使館から贈与されたトロフィーを受け取りました。総合優

勝した、ボタニーダウン セカンダリースクール、は総合優勝トロフィーも受け取りまし

た。トロフィーは 各学校で 1年間展示されることにより、日本への注目度を上げる効果に

もなります。 

この大会はこの方たちの助けなしには、成り立ちませんでした。まずはスポンサーである、

日本交流基金、エデュケーションパーフェクト、イマースミー、笹川日本語交流基金、ニュ

ージーランド日本語教師組合。また、開催校であった、オークランド工科大学、オークラン

ド大学、ワイカト大学、マッセー大学、ヴィクトリア大学、ネルソン高校、聖マーガレット

高校、オタゴ女子高、ジェームスハーゲスト高校、そして 豆知識クイズ大会チーム、みな

さんの助けによりこの大会が実現したことにお礼申し上げます。 

大会結果 

地域 チーム 得点 
   

オークランド ボタニーダウン セカンダリーカレッジ(チーム 2) 42 

ワイカト ヒルクレスト高校(チーム 2) 33 

マナワツ アワタプ高校(チーム 3) 37 

ウェリントン ハットバリー高校 (チーム 1) 39 

タスマン NCG GOYANGIGAMZA 33 

カンタベリー ビラマリア (チーム 1) 38 

オタゴ オタゴ女子高(チーム 2) 32 

サウスランド サウスランド高校 (Team 3) 37 
 

ミシェル ロッジ、ジャッキー ヨシオカーブレイド (日本語教師会 代表) 

 


