
インスタグラム＃留学生フォトコンテスト
「＃わたしと岩手2018」募集中

Call for entries: The 6th “Best of Iwate” International Student 
Photography Contest and Exhibition

＃Me and Iwate2018

Purpose

岩手県内の大学又は専門学校に在学中の留学生
International students enrolled in higher education institutions

携帯電話やカメラに保存されているあなたのその写真、留学生フォトコンテストに出してみ
ませんか。岩手の自然風景、人々、歴史ある建造物、伝統料理、お祭りなど、みなさんが感
じた岩手を、みなさんの一枚一枚の写真を通して、岩手の人々に、そして、世界中の人々に
紹介してみませんか。
Let’s share with people all over the world your photos of landscape, historical building, 
traditional food, festivals, etc. in Iwate. 

① インスタグラムアプリ を、ダウンロード Download the Instagram app

② iwateuniversity_international 公式アカウントをフォロー
Follow the Iwate University International Office official account

③ 日本語：1. #留学生フォトコンテスト 2. #わたしと岩手2018 
英 語：1. #InternationalStudentPhotographyContest 2. #MeandIwate2018
上記の二つのハッシュタグ（日本語、英語どちらでも可）をつけて投稿

Upload a photograph with 2 hashtags in Japanese or English
④ お一人、何作品も可能

We accept more than one photograph. 
⑤ 応募者は別紙応募様式を記入後、所属大学等の担当者に送付

Entrants must fill out and submit an entry form to administrative staff at 
respective institutions.

Entrant requirements

Entry procedure

Former award wining photos



・応募にはInstagramアカウントが必要です。
・アカウントは、公開設定にする必要があります。
・応募する場合は、Instagramの利用規約を遵守した上で投稿してください。
・投稿する写真は岩手県内で留学生本人が撮影した写真に限ります。
・応募作品は他のコンクール等に未発表のものに限ります。
・募集期間外の応募は無効となります。
・人物写真の場合、その人物の承諾を得た上で投稿してください。撮影者の著作権、被撮影
者の肖像権の権利侵害等、投稿された写真の使用にあたって何らかの責任問題が発生した
場合、本協議会はその責任を一切負いません。

・本協議会のイベント、報誌、WEB媒体やSNSに、投稿写真を使わせていただくことがござい
ます。この場合、投稿いただいた写真については、本協会で自由に編集等を行った上で、
掲載できるものとします。

・本協議会が問題と判断する写真の投稿があった場合、削除の連絡をすることがあります。

Notes

2018年12月14日（金）～2019年2月１日（金）
December 14, 2018 – February 1, 2019 

Entry period

Selection procedure

コンテストに参加した方には、Instagramのいいね数を考慮のうえ、
協議会にて受賞者を決定し、副賞を授与する。
The best works are decided by the council in consideration of the 
number of “Like” on Instagram.

- Entrant must have own Instagram account. 
- Instagram account must be public.
- Follow the Instagram terms of Service.
- The photograph must be taken in Iwate by entrant.
- The photograph already published elsewhere or entered to other contests are not 

accepted.
- The photograph must be uploaded between December 3, 2018 and February 1, 2019.
- If the photograph is a portrait, please receive the subject’s (model’s) permission before 

uploading. Please note that the Iwate Association for International Students and 
Communities shall not bear any liability or responsibility for problems caused by the 
use of the shared photographs, such as photographer's copyright, infringement of a 
portrait right of the person to be photographed, etc.

- The Iwate Association for International Students and Communities has the right to use 
the contents shared for this Photography Contest and Exhibition in full or part for our 
events, journals, web and SNS.

- When uploaded photographs are judged to be inappropriate by the council, we may 
contact you to request for deletion.

岩 手 県 留 学 生 推 進 協 議 会
Program for Iwate Association for International Students and Communities

本件問い合わせ先 Contact
岩手大学国際課（事務局）
Iwate University International Office
担当：崔（さい）、山下、リュウ

iuic@iwate-u.ac.jp
019-621-6076


