
交換留学生の新歓イベント開催！ 

 9月から経営学部で学ぶ交換留学生を歓迎するため、第1回MSBAフォトエッセイコンテストを開催します。このイ
ベントを通して経営学部所属の交換留学生といい出会いをし、一緒に明大ライフを楽しみましょう！ 

MSBAフォトエッセイコンテストについて:  

 このコンテストは明治大学経営学部の学生または交換留学生であれば誰でも参加することが出来ます。MSBA
フォトエッセイコンテストに参加して、交換留学生と交流しましょう！ 

参加条件:  

  1．経営学部の学生と交換留学生を含むペアまたはグループで参加すること。 

  2．交換留学生はMSBAオリジナルTシャツを着用して写真に写ること。 

フォトエッセイの内容:  

 このコンテストに相応しいテーマを皆さんで自由に考えて下さい（例：University life in Japan, Tokyo-spots of 
interest, Life as a Meiji student）。テーマが決定したらそれに合う写真を1枚～複数枚撮影し、英語による描写
を添えて提出して下さい（コメント、日記、ストーリー、詩など、形式は自由です）。 

フォーマット:  

 【写真】 JPEG形式（写真の加工、フィルター等の使用は一切不可） 

 【エッセイ】 ワード、A4、12ポイント、フォント（Century または Times New Roman）、表紙不要 

 ※ファイル名: グループ代表者の氏名 

賞金:  
 フォトエッセイコンテストの賞金は審査の上決定し、上位３グループに授与されます。 

 ★最優秀賞 1万円（1本） ★特別賞 5千円（2本） 

提出方法:  

 写真とエッセイは経営学部事務室にメールで提出して下さい。（sba@meiji.ac.jp）   

  ※件名: MSBA Photo Essay Contest 
  ※本文: グループ全員分の氏名および学生番号を記して下さい。 

 また、同意書（別紙様式１）を経営学部事務室の窓口に提出して下さい。 

スケジュール: 

  応募締切：2016年11月17日（木）11:30 （写真・エッセイ・同意書すべての提出が必要です） 

  結果発表：2016年11月24日（木） Oh-o!Meijiにて通知 

  表彰式： 2016年12月1日（木）18:00-19:00 
問い合わせ先: 
 明治大学経営学部事務室 
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Welcome to MSBA! 
  MSBA will hold a first MSBA Photo Essay Contest as a welcome event for our new exchange 
students. Let’s meet MSBA students and start enjoying Meiji college life together! 
Details:  
  This contest is open to all MSBA students and the exchange students. Submit your best photos to 
the MSBA Photo Essay Contest and enter to win a prize! 
Eligibility Guidelines:  
  1. Participants must be a mixed pair/group of one or more MSBA student(s) and one or more 
exchange student(s). 
  2. Exchange students must appear in the photo wearing the MSBA original T-shirt. 
How this contest works:  
  Choose an appropriate theme for this welcoming event and provide a Word document with an 
English description or story to go along with each of your photo(s). (e.g., University life in Japan, 
Tokyo-spots of interest, Life as a Meiji student) 
Format:  
  [PHOTO] jpeg  format (please do not use any photo effects or filters) 
  [ESSAY] Word, A4, 12 point, Font (Century or Times New Roman) 
  *File name : The name of your group leader 
The Prizes:  
  There will be 3 lucky winners to this contest.  They will be notified through Oh-o!Meiji. 
   ★Highest Award 10,000yen (x1 group)  ★Special Award 5,000yen (x2 groups) 
How to submit:  
 - Submit your photos and essays by E-mail (sba@meiji.ac.jp) 
  *Subject line: MSBA Photo Essay Contest 
  *Body text: Names and Student IDs of your group members 
 - The Letter of Consent(Appendix A) must be submitted to the SBA office. 
Important dates:   
  Submission deadline: 2016/11/17, 11:30  
  Announcement of results : 2016/11/24,  via Oh-o!Meiji system 
  Awards ceremony: 2016/12/1, 18:00-19:00 
Contact:  
 Academic Affairs Office, School of Business Administration, Meiji University 
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