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2021 SNU-KYUSHU KOR-JPN CULTURAL EXCHANGE VIDEO CONTEST 
2021 ソウル大学校－九州大学 韓日文化交流ビデオコンテスト 募集要項 

 
Abstract 概要 
Students will choose one of the three themes below, and make a 7-minute video on the 
chosen theme, introducing each country’s culture in English.  
３つのテーマの中から１つを選び、そのテーマに沿って各国の文化を英語で紹介する７分
間の動画を作成します。 
After evaluation process, winners will be announced and the best videos will be screened 
online, on the presentation day.  
応募のあった動画について審査を行い、最優秀賞受賞作品を決定します。最優秀賞受賞作
品は、コンテスト（6/24）当日にオンラインで上映されます。 
After watching best videos, students will have a short discussion session in groups, to talk 
about the similarities and differences of Korean and Japanese culture.  
コンテスト当日は、最優秀賞受賞作品の上映後に、韓国と日本の文化の共通点や相違点に
ついて、グループに分かれてディスカッションも行います。 
Winners will be awarded an opportunity to participate in the visiting program of 3 to 4 days, 
where students will be able to visit each other’s campuses. 
最優秀賞受賞作品制作チームには、2022年に実施する訪問交流プログラム（それぞれの大
学を3～4日間程度訪問して交流を行うもの）へ招待します。 
 
Eligibilities 対象者 
- Undergraduate and graduate students from Seoul National University and Kyushu 

University 
ソウル大学校と九州大学の学部生および大学院生 

- Students can apply individually or as a team of up to 3 students 
個人または３名までのチームで応募可能 

- Students selected as winners should be in school at the time of next year’s student 
program.  
最優秀作品の選考対象となるのは、2022年に実施する訪問交流プログラムの開催時に在
学中の学生に限ります。 

 
How to Enter 応募方法 
Entrants must submit [Form 1] (application form with the description of their video making 
plan and a storyboard) for the 1st round of competition. In the 1st round, entrants will be 
judged only by their plans. 
第1次審査では、「Form 1」（映像制作プランと絵コンテを記載した応募様式）を提出し
ていただきます。1次審査では、企画内容のみで審査を行います。 
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On Apr 28 (Wed) 2021, 3 successful candidates will be announced for each theme from 
each university, and candidates will submit their videos with the required documents* to 
designated email addresses below, by the deadline (June 4 (Wed), 2021). *For required 
documents, further notice will be provided for successful candidates 
大学ごと、テーマごとに３名（チーム）の第１次審査通過者を選考し、該当者（チーム）
には、2021年４月28日（水）に連絡します。第１次審査通過者は、2021年６月４日（水）
の締切日までに、必要書類（※）を添付した動画を下記の指定メールアドレスに提出して
いただきます。 
※ 必要書類については、第１次審査通過者に追ってお知らせします。 

 
SNU: mjpatri@snu.ac.kr / Kyushu U: ryugaku@jimu.kyushu-u.ac.jp  
SNU：mjpatri@snu.ac.kr / 九州大学：ryugaku@jimu.kyushu-u.ac.jp  
 
Themes テーマ 

Theme 1 
テーマ1 

Popular Music 
ポピュラーミュージック 

Theme 2 
テーマ2 

Dining Culture 
食文化 

Theme 3 
テーマ3 

College Life 
大学生活 

 
Important Dates 重要な日程 

Category 
項目 

Date 
日程 

Application Period 
応募期間 

Apr 7 (Wed) ~ Apr 21 (Wed), 
2021 
2021年4月8日(木)～4月21日(水) 

Announcement of  
1st Round Results 
第１次審査結果発表 

Apr 28 (Wed), 2021 
2021年4月28日（水） 

Submission of Videos & Required 
documents 
動画および必要書類の提出  

By June 4 (Fri), 2021 
2021年6月4日（金）まで 

Presentation Day 
(Winner Announcement & Discussion) 
コンテスト当日 
（受賞者発表およびディスカッション） 

June 24 (Thu), 2021 
※Online 
2021年6月24日（木） 
※オンライン実施 
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Prize 賞品 
Winners (6 teams in total, 3 from SNU, 3 from Kyushu U) will be invited to around 3-4 days 
visit to each campus next year. SNU and Kyushu U will cover their own students’ travel 
cost (estimated 500 USD per student). 
最優秀賞受賞作品制作チーム（SNU３チーム、九州大学３チームの計６チーム）は、2022
年に、各キャンパスを３～４日程度訪問する訪問交流プログラムに参加していただきま
す。旅費はSNUと九州大学が負担します（1人あたり500米ドル以内を予定）。 

※ If the pandemic situation is prolonged, details of the prize can be changed.  
※ パンデミックが長期化した場合、賞の内容を変更することがあります。 

 
Note 備考  
- All participants will be able to receive “Certificate of Participation”.  
参加者全員に「参加証明書」を発行します。 

- Regarding the student exchange program in person after 2022, SNU and Kyushu will 
continue to discuss how it would be conducted 
2022年以降の学生交換プログラムについては、今後、SNUと九州大学が協議を重ねてい
く予定です。 

- Official language of this program is English.  
本プログラムの公式言語は英語です。 

 
Rules and Guidelines ルールとガイドライン 
- Video Content: Videos must focus on informing the public about their culture on the 

chosen theme (popular music, dining culture or college life). All dialogue or captions 
should be produced in English. 
動画の内容。動画は、選択されたテーマ（ポピュラーミュージック、食文化、大学生
活）について、自国の文化を伝えることに重点を置くこと。台詞やキャプションはすべ
て英語で作成してください。  

- All Entries must be a digital video in wmv, mov, mpg, mp4 format 
すべての応募作品は、wmv、mov、mpg、mp4形式のデジタル動画でなければなりませ
ん。 

- The length of the video should not exceed 7 minutes.  
動画の長さは7分以内とします。 

- All information presented in the video must be cited, giving credit to the original source. 
Plagiarism of any kind will result in disqualification. You DO NOT need to include your 
citations in your video. IF CHOSEN AS A FINALIST, you must submit a list of your 
sources, properly cited. 
動画の中で提示されたすべての情報は、オリジナルのソースにクレジットを付与し、引
用する必要があります。剽窃があった場合は、失格となります。動画の中に引用文献を
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含める必要はありません。最終選考に残った場合は、適切に引用された出典のリストを
提出しなければなりません。 

- No copyrighted materials (music, images, etc.) may be used for this contest unless you 
own the copyright or have a license to use the material for this contest. Written 
permission must be obtained and provided upon request for all copyrighted materials. 
本コンテストでは、著作権のある素材（音楽、画像など）を使用することはできませ
ん。ただし、あなたが著作権を持っているか、本コンテストで使用するためのライセン
スを持っている場合はこの限りではありません。すべての著作物について書面による許
可を得なければならず、要求に応じて提供しなければなりません。 

- IF CHOSEN AS A CANDIDATE you must submit a signed/completed Actor Release 
Form for each person appearing in your video.  
候補者に選ばれた場合は、動画に出演している各人の署名／記入済みのアクター・リリ
ース・フォームを提出する必要があります。 

- Content must comply with all local and national laws of the country of origin. Content must 
not 1) promote illegal behavior; 2) support racial, religious, sexual or other invidious 
prejudice; 3) advocate sexual or violent exploitation; 4) violate rights established by law or 
agreement; 5) invade the privacy of any person; or 6) be otherwise inappropriate as 
determined by Population Connection in its sole and conclusive determination. 
コンテンツは、その国の法律を遵守する必要があります。1) 違法行為を助長するもの、
2) 人種的、宗教的、性的、またはその他の不当な偏見を支持するもの、3) 性的または
暴力的な搾取を擁護するもの、4) 法律または契約によって確立された権利を侵害するも
の、5) 人のプライバシーを侵害するもの、6) その他、ポピュレーション・コネクショ
ンが単独で決定的な判断を下した不適切なものであってはなりません。 

- Submitted video should be exclusively made for this contest. Contents that are already 
published, in the process of evaluation, or submitted to other events cannot be used for 
this contest. 
投稿映像は、このコンテストのためだけに作られたものに限ります。すでに公開されて
いるもの、評価中のもの、他のイベントに応募したものは、このコンテストに使用でき
ません。 

- The judges’ decision is final. Entries will be judged by both universities’ representatives.  
審査員の判断は最終的なものです。審査は両大学の代表者によって行われます。 

- Entrants agree to be bound by the official contest rules and decisions of the judges. 
応募者は、本コンテストの公式ルールおよび審査員の決定に拘束されることに同意する
ものとします。 

- Seoul National University and Kyushu University will have the right to post the content 
submissions on the university official websites or SNS accounts.  
ソウル大学および九州大学は、応募コンテンツを大学の公式ウェブサイトやSNSアカウ
ントに掲載する権利を有します。 


