
1st Prize: 

Waseda Fountain Pen

2nd PrizeS:

Waseda pen and 

notebook 

made in Italy!

The ICC is holding a competition for Waseda students who love to
write and share about their experiences and impressions of Japan.
It should be non-fiction writing about history, traveling, living
experiences or even about the politics or the problems that young
Japanese are facing. Feel free to include stories about local friends
and others who helped you to adjust to life here in Japan and the
different social expectations in particular.
The prize will be sent to the winner’s house if they cannot come to
school. Registration is necessary, so please apply and submit your
writing on MyWaseda. Also please check the writing guidelines
written below before you register.
The top prize for the ICC Writing Contest is a fabulously luxurious
Waseda fountain pen. We are also excited to give out a set of
charming Waseda pens and leather notebooks made in Italy for
the 2 runners up! More than that, all winner’s writings will be
published on ICC’s channels.

Don't miss it! We are looking forward to your submissions!

Schedule: 
Registration period: Oct. 28th (Wed.) – Nov. 9th (Mon.), 9:00am
Winners Announcement: November 25th (Wed.)
Prizes Sent: November 26th (Thu.)
*Results will be announced on the ICC website.
*The winner’s writings will be published on ICC website, blog, SNS 
and other ICC channels.
Eligibility: Waseda Students
Language: All submissions should be written in English
Fee: Free
Writing Guidelines: https://bit.ly/3kmrM7G
Registration: Please apply and submit via MyWaseda

https://bit.ly/349rPhO

今回ICCでは、日本での経験や日本の印象をテーマに、早大生向
けの英文のライティングコンテストを実施します。
日本の歴史、生活、旅行を通してのエピソード、さらには政治
や現代の日本の若者が直面している社会問題についてなど、ノ
ンフィクションで書いていただきます。日本独特の生活、文化
や社会規範に適応するのにサポートしてくれた友人の話など、
自由に表現してください。
なんと入賞者には賞品があります！大学に来られない場合は、
ご自宅に郵送させていだきます。参加の際は事前登録が必要と
なりますので、MyWasedaにてご応募ください。登録する前に
は下に記載のガイドライン（英文のみ）のご確認もお願いしま
す。
コンテストの最優秀賞は、豪華な早稲田万年筆です！そして、
優秀賞の方には早稲田オリジナルグッズの中から、ペンとイタ
リア製の革製ノートをお贈りします（2名まで）！なお、すべて
の受賞者の作品はICCの広報媒体で公開いたします。

皆様のご応募お待ちしています！

スケジュール：
応募期間：10月28日（水）~11月9日（月）午前9時
入賞者発表：11月25日（水）
賞品授与・発送予定：11月26日（木）
※ICC  WEBサイトで、入賞者の発表を行います。
※入賞作品はICCのWEBサイト、ブログ、SNSなどの広報媒体で公開さ
れます。

対象：早大生
言語: 英語の原稿のみ受け付け可
参加費 : 無料
執筆ガイドライン（英文）: https://bit.ly/3kmrM7G
事前登録：必要。MyWasedaより。

https://bit.ly/349rPhO

早稲⽥⼤学ICC（異⽂化交流センター） TEL: 03-5286-3990 E-mail: japanese-festa@list.waseda.jp

事前登録⽤QRコード
Regist rat ion QR Code

Registration period: Oct. 28th (Wed) – Nov. 9th (Mon), 9:00am 


