
2020年1月16日作成 

 第６６回国際学生会議　撮影担当者募集要項 
(English follows Japanese.) 

 

募集期間： 1月16日〜2月21日（撮影担当者が決定した場合、早めに終了することがあります。） 
応募方法：指定したGoogle Formに記入してください。 
https://forms.gle/hQB1mo1BjW3A4sUQA  
 
選考方法： 

● 人の写真（クローズアップの顔写真と動いている人の写真）及びビデオ作品　（30~60秒程
度）の評価 

o ビデオは、自分の好きなもの（何でもいい）を広告のように他人に紹介するイメー
ジで作ってください。 

o 詳細はGoogle Formに記載されています。 
● ビデオ面接（面接日程に関しては、申し込みフォームの提出を受理した後にメールでご連

絡いたします。） 

 
1. 応募資格 

● 本会議の時点で、日本の大学、又は大学院に在籍していること 
● 本会議の全日程（2020年8月16日〜8月24日）に参加できること 
● デジタルカメラを持っていること  

※ ご自身のカメラを使用していただきます。 
※ 三脚を持っていると尚良し。 

● 国際交流を積極的に行う意欲を持っていること 
※ 英語能力は問いませんが、外国人参加者と英語で会話ができることが望ましいた

め、英語で会話ができる方を歓迎いたします。 
 

特別な資格などは問いません。この仕事に興味のある方を募集しております。 
 
2. カメラマンの任務 

● 本会議の全日程に参加し、本会議の毎日の様子を撮影すること 
● 本会議の成果発表会のビデオ、アフターパーティ用のビデオ、閉会式用のビデオを広報担

当者と協力して作成すること 
● 本会議の開会式と成果発表会のFacebook生中継の補助を行うこと 

 
3. 募集人数 
２〜３人　（活動範囲が広いため、仕事を分担して撮影して頂きます。） 
 
4. 費用 
参加費：35,000円 (本会議中の宿泊費、交通費、食事代) 
 
5. カメラマンのスケジュール 
5月23日〜5月24日：事前招集会（参加は任意だが、望ましい） 
7月20日〜8月11日：広報担当者との打ち合わせ（日付と連絡手段は要相談） 
8月12日〜8月15日：事前研修旅行 （参加は任意だが、望ましい） 
8月16日〜8月24日：本会議　（大阪にて開催） 
8月25日〜9月はじめ：アフターパーティー動画、写真のまとめ（広報担当者と協力） 
 

お問い合わせ：isc66@japan-isc.org | Facebook: @isc.isa 
広報担当者: 青木美奈 mina.aoki38@gmail.com  
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2020年1月16日作成 

The 66th International Student Conference 
 Photographer Application Guidelines 

 
Application Period: January 16,  2020 ~ Feburary 21, 2020  
(Application closes once candidates are selected.) 
 
Applications will be received through Google Forms.  
https://forms.gle/TrVSWGbTPNDQLmJ5A　 
 
Screening requirements: 

● Sample photos you have taken of people (one still and one moving) and a self-edited video 
(30 to 60 seconds long) 

o The video should be an advertisement for something you like (place, food, 
anything). 

● Skype interview (the date will be scheduled after application review) 
 

1. Qualifications 
● To be enrolled in an undergraduate or graduate program at a university in Japan 
● To be able to join for the entire duration of the main conference (Aug 16~24, 2020) 
● To own a camera and preferably a tripod (We will ask you to use your own camera.) 
● To have a strong interest in international exchange and is highly motivated to participate in 

the event. (English abilities will not be questioned but are highly appreciated.) 
 

No special photographer’s license is needed in order to apply. 
 

2. Job Description 
● Participate in the main conference and document activities during the conference 
● Collaborate with the PR Manager and make videos for the Final Forum, After Party and 

Closing Ceremony 
● Assist in managing the SNS live feed (Facebook) for the Opening Ceremony and Final Forum 

 
3. Position Slots 

2 persons (Tasks and areas of activity will be divided.)  
 

4. Participation Fee 
JPY35,000 (Accommodation, transport, and meal fees for 9 days during the main conference) 
 

5. Schedule 
May 23 ~ 24: Advanced Conference (participation is optional but preferred) 
Mid-June ~ early August: Preparation meeting with the PR Manager 
Aug 12 ~ Aug 15: Advance Study Tour (participation is optional but preferred) 
Aug 16 ~ Aug 24: Main Conference in Osaka 
Aug 25 ~ early September: Organize and share photos and videos (collaborate with the PR manager) 
 

Inquiries: isc66@japan-isc.org | Facebook: @isc.isa 
PR Manager: Mina Aoki  mina.aoki38@gmail.com 
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