
岩手県留学生交流推進協議会事業岩手県留学生交流推進協議会事業

第３回外国人留学生による

岩手岩手岩手岩手でででで見見見見つけたあなたのつけたあなたのつけたあなたのつけたあなたの一枚一枚一枚一枚のののの思思思思いいいい出出出出をををを、、、、

写真写真写真写真にしてみませんかにしてみませんかにしてみませんかにしてみませんか？？？？

【【【【岩手岩手岩手岩手のいいのいいのいいのいいところところところところ】】】】写真展写真展写真展写真展 作品募集作品募集作品募集作品募集

【応募資格】岩手大学、岩手県立大学、岩手医科大学、富士大学、盛岡大学、

一関工業高等専門学校、盛岡情報ビジネス専門学校に所属する外国人留学生。

【応募作品】

・テーマ ：留学生の見た「いわての食」留学生の見た「いわての食」留学生の見た「いわての食」留学生の見た「いわての食」

例・日本や岩手の伝統食、一般食などの写真

・食にまつわる風景、文化風習、人物に関する写真

・その他、食にまつわる様々なエピソードを交えた写真

など を募集します。

・応募条件：岩手県内で留学生本人が撮影した写真。１人１点まで。

応募作品は他のコンクール等に未発表のものに限る。

人物写真の場合、被写体である人物に写真展示の了承を得ること。

なお、応募作品は返却しない。

・応募方法：申込用紙に必要事項を記入し、写真とともに所属する学校に提出する。

①写真で提出する場合は、A3程度のサイズで現像すること。

コピー用紙等ではなく、写真専用の紙に印刷すること。

②データで提出する場合は、JPEG形式で、各学校の担当者に提出する。

A3サイズ程度に引き延ばすため、画素数は800万以上とする。

※最近のスマートフォンで撮影された写真なら概ねOK

応募応募応募応募締切締切締切締切：平成：平成：平成：平成 年年年年 月月月月 日（日（日（日（ ）在籍）在籍）在籍）在籍学校へ学校へ学校へ学校へ提出提出提出提出

【展覧会】応募作品は岩手大学図書館ギャラリーアザリア岩手大学図書館ギャラリーアザリア岩手大学図書館ギャラリーアザリア岩手大学図書館ギャラリーアザリアにて展示します。

展示期間：平成２８年２月２日（火）～２月１５日（月）（予定）

その後、岩手県国際交流協会（アイーナ）、岩手山青少年交流の家で順次展示

【表 彰】優秀作品に対して賞品を授与します。

↑昨年度入賞作品



Program for Iwate Association for International Students and CommunitiesProgram for Iwate Association for International Students and Communities

Memories of Iwate live in photography

Call for entries: 3rd [Best of Iwate] Photo 

Contest/Exhibition by International Students

[Qualifications] International students from Iwate University, Iwate Prefectural University, Iwate Medical 

University, Fuji University, Morioka University, National Institute of Technology, Ichinoseki College, and Morioka 

Information and Business College

[Entries]

- Subject: Food in Iwate in the Eyes of International Students

Example: - Photos of traditional food or typical food of Japan and/or Iwate

- Photos of scenery related to food, food customs, or people

- Photography with various stories on food,

etc.

- Requirements: A photo taken in Iwate by an international student (one photo per entrant)

The entry must be unpublished work that has never been submitted to any other contest.

Please get permission from the model if it is a portrait.

Entered photos will not be returned.

- Entry procedure: Entrants must fill out an entry form and submit with photos to their school/institution.

① If the image is submitted as a photo, develop in the A3 size.

Use photo paper for printing instead of paper for photocopying.

② If the image is data, submited it in JPEG to the staff at school/institution.

Electronic images must be at least 8,000,000 pixels as they will be enlarged to the A3 size.

* Most of the photos taken on recent smartphones would meet this requirement.

Deadline:                                (submit to your school/institution)

[Exhibition] Entries are exhibited in the gallery, Azalea of the Iwate University Library.

Exhibition period (to be confirmed): February 2 (Tue) – February 15 (Mon), 2016

Subsequently exhibited at the Iwate International Association (Aiina) and the National Iwatesan 

Youth Friendship Center.

[Award ceremony]      Winners will be awarded and receive prizes.

Winners in the last year


