
平成３１年度 夏休み作品募集一覧表 甲府市立千塚小学校

番 募 集 名 募 集 先 募 集 要 項
号 作 品 内 容 規 定

ＪＡ共済小・中学 ＪＡ共済／ 〈半紙の部＞ ＜半紙の部＞半紙
生第６２回書道コ 農業協同組合・全国 １年「みき」 ２年「ひばり」 縦約 32.5㎝×横約 24㎝
ンクール 共済 ３年「ゆうやけ」４年「発明」 美濃紙等は使用しない

農業協同組合連合会 ５年「希望の風」６年「無限の力」 ＜条幅の部＞画仙紙半切大
〈条幅の部＞ 縦約 136㎝×横約 35㎝
１年「せかい」 ２年「つぼみ」 各学年とも楷書とする。
３年「月あかり」４年「新しい風」 学年･氏名を書く。学校名は書かない。
５年「勝利の道」 １・２年は、「ひらがな」でもよい。ただし、アラビア数字は

１ ６年「豊かな自然」 使用しない。
３年以上は、学年は「漢数字」、名前は「漢字」とする。

応募票を作品の左下に貼付する。
応募者全員に参加賞あり。

ＪＡ共済小・中学 （１）子供向けまたは歩行者向けの交 四つ切サイズ（約５４ cm×約３９ cm）
生第４２回交通安 通安全ポスター メーカー名、車名、ナンバープレート、持ち物のメーカー名、
全ポスターコンク （２）運転者向けの交通安全ポスター 商店の名前など、固有の名称を記入してはいけない。
ール ・交通法規、規則に反していないもの 応募票を作品の左下に貼付する。さらに、作品の裏面に学年・

例えば、歩行者は右側通行、自転車に 氏名を記入する。
乗っている子はヘルメット着用など 応募者全員に参加賞あり。

第４４回 ＪＡ・ＪＡ山梨中央 毎日のごはんでおいしかったこと ＜作文＞ １～３年生は 400字詰め原稿用紙２枚以内、または、
「ごはん・ 会・ＪＡ全中 や、家族とのコミュニケ－ション、お マス目の大きい原稿用紙で 800 字以内、４～６年生は 400 字詰

お米とわたし」 米・ごはん食に関しての思い出や考え め原稿用紙３枚以内。直筆を原則とする。
作文・図画コンク たことなどを素直な気持ちで自由に表 １枚目の１行目に題名、２行目に学校名、学年、氏名、３行目
－ル 現す。 から本文を書く。

２ タイトルの例「わが家のおにぎり」 応募票を最後のページの裏面中央につける。
「ご飯給食だいすき」「楽しかった農
業体験」「未来のお米づくり」など ＜図画＞ Ｂ３判(36.4 ㎝× 51.5 ㎝)または四つ切り（38cm ×

54cm) ポスター形式のもの（標語、キャッチフレーズ文字の
入ったもの）台紙に貼ったものは応募できない。
応募票を作品裏面中央につける。
応募者全員に参加賞あり。

小学生の税に関す 甲府市租税教育推進 １･２年「ぜいきん」 市販の半紙を使用。
３ る習字展 協議会・甲府法人会 ３･４年「税を学ぶ」 学校名（○○小）･学年･氏名を作品に明記。

５･６年「社会と税」 （応募用紙はありません。）
応募者全員に参加記念品あり。

第６２回 全国学校図書館協議 〈自由読書＞ 原稿用紙に縦書きで自筆する。
青少年読書感想 会 自由に選んだ図書。フィクション、ノ １･２年 800字以内、３年以上 1200字以内。

文コンクール 山梨県学校図書館教 ンフィクションを問わない。 題名・学校名・氏名は欄外に明記し、１行目から本文を書く。
育研究会 課題読書＞ 作品は、二つ折り袋とじとし、右肩をホチキスでとめる。

１･２年「魔女ののろいアニメ」
「スタンリーとちいさな火星人」

４ 「心ってどこにあるのでしょう？」
「もぐらはすごい」
３･４年「かみさまにあいたい」
「子ぶたのトリュフ」
「そうだったのか！しゅんかん図鑑」
「季節のごちぞう ハチごはん」
５･６年「ぼくとニケ」
「かべのむこうになにがある？」
「マンザナのかぜにのせて」
「もうひとつの屋久島から」

第28回全国小学生 甲府警察署 おまわりさんとのふれあい体験、おま 400 字詰め原稿用紙低学年は２枚以内、高学年は３枚以内。
５ 作文コンクール「わ わりさんへの意見や感想、こんなおま

たしのまちのおま わりさんがいたらいいな、おまわりさ 応募用紙に必要事項を明記し、作品の表紙に添付。
わりさん」 んへの手紙など、自由な発想の作品

こうふ開府500年記 甲府市教育委員会 甲府市の歴史・伝統・文化について描 水彩、クレヨン、色鉛筆、版画など画材や手法は自由（平面作
念事業「甲府の子 いた作品 品に限る。

６ ども絵画コンクー 八つ切り画用紙（27.1cm × 39.1cm）応募票を作品の裏面に貼付
ル」 する。

第４１回動物愛護 山梨県福祉保健部 〈図画＞動物と人との交流や関わり、 27× 38cm（八つ切り）かＢ４ 257× 364（水彩絵の具かクレヨ
７ 図画コンクール ふれあいに関する図画とすること。 ンで描いた作品。）

・標語や文字は入れない
・魚類・昆虫は対象外 応募票を作品の裏面に貼付する。

第２９回 甲府市市民部 恒久平和の尊さを訴えるもの 四つ切り（38cm× 54cm）。
８
「平和ポスター展」 市民総室総務課 縦横及び文字は自由。
作品募集 3年までは、平和に関する図画でもよい。

応募票を作品裏面に貼る。
応募者全員に記念品あり。

いろいろな団体からたくさんの作品募集が来ています。学校ではその中から、子どもたちが取り組むとよいと思われるものを精選しました。とくに長

い夏休みに、興味や関心を生かした課題にじっくりと取り組むことによって、子どもたちのよさや個性がさらに伸びていくことが期待されます。参考に

してください。

題材や規格など、子どもたちには理解しにくい内容がありますので、ご家庭でご指導ください。題材や規格（紙の大きさなど）が合わないと応募でき

ませんのでご注意ください。不明な点については、学校にお問い合わせください。

応募票のあるものについては、学校の職員室に置いてあります。プールや図書室に来るときに職員室で先生から受け取ってください。ご家庭で必要事

項を記入し、作品に貼付して提出してください。また学校のホームページに、要項及び応募票を置きましたので、可能な場合はそちらをご利用いただけ

ればと思います。

例年、何に応募するのか分からない作品があります。作品には、名前とともに、応募番号を書きいれてください。また、作品が入賞した場合、学校、
学年、氏名が公表されることがありますので、ご承知ください。



「明るい選挙啓発 甲府市 明るい選挙を呼びかけることを内容に 画用紙の四つ切りか八つ切り
９ ポスター作品」募 選挙管理委員会 表現 応募票を作品裏面右下に貼付。

集 応募者全員に参加賞あり。

第２８回「小中学 甲府市 公園緑地課 樹木、花など、みどりに関するもので、 四つ切画用紙（37.8cm× 54.0cm）を縦書きに使用。
10 校緑化ポスターコ みどりの大切さを表現した作品 文字（標語）は入れない。

ンクール」 応募用紙を作品下、中央に貼る。

やまなし環境美化 山梨県森林環境部 ごみ散乱防止または３Ｒ（リデュース Ｂ版四つ切り（38.0cm× 54.0)か
11 ポスターコンテス ・リユース・リサイクル）の推進を呼 B3判(36.4cm× 51.5cm)、

ト びかけるポスター （B4版ではないので注意）
絵の具・クレヨンなどとし、写真やその他の材料を一切貼り付
けてはいけない。
また、作品の中に特定の商品名、商標を連想するものを描い

てはいけない。誤字、英語つづりの誤りは審査対象外になる。
応募票を作品裏面左下に貼り付ける。

第５４回全国児童 才能開発教育研究 自由題 自分が描きたい絵好きな絵な 四つ切サイズ（約５４ cm×約３８ cm）
才能開発コンテス 財団 なんでもよい。 画材 クレヨン、水彩絵の具 版画

12 ト 貼り絵 応募票を裏面右下に貼る。

第７２回 山梨県小中学校 理科に関するものであれば自由。 ４年生以上。
13 県下児童生徒 理科教育研究会 研究の内容は、児童の発達段階にふさ 模造紙、提示用ソフトなどを使用する。特に規定はなし。

理科自由研究 わしいもの。 作品の最初に学校名、学年、研究テーマを書く。

第２２回 山梨県立科学館 ①重力、重心、滑車、てこ、ベルト、 縦、横、高さが１ｍを超えない範囲の立体作品。
14 科学工作展 歯車等、科学的な原理を利用した作品 応募票を付ける。

②竹、ゴムの弾力、風、圧力、電気（電 （作品の説明は３００文字以内）
池）等を利用した動く作品
③光、音の出る作品 市販品のキットやプラモデルは不可。
④創意工夫を生かした作品
出品作品は１人１作品とする。

第２２回 山梨県立科学館 ・動植物の生態・自然現象・科学実験 作品は１枚写真（2L版）または２枚組写真（L版）に限る。
15 科学写真展 の記録等の写真 一人１作品とする。

・科学的観点に立ち被写体に接してい 写真は規格の台紙に添付すること。
る写真
・画像の合成・加工等がしてないこと

第１１回 山梨県教育委員会 「ふるさと山梨」郷土学習教材を活用 A4用紙 10枚以内、模造紙は５枚以内。
「ふるさと山梨」 「ふるさと山梨」 し、そこから発展して博物館などの利 A4用紙と模造紙の併用はさける。
郷土学習コンクー 郷土学習推進会議 用や実地調査などの体験活動を行って 写真・地図・イラスト等の図版掲載可。

16 ル 研究した作品を募集する。 コンピュータのソフトで作成し、印刷したものも可。
〈低中学年部門＞（１～４年生） 「ふるさと山梨」郷土学習 HPに資料がある。
〈高学年部門＞（５・６年生） 応募用紙を添付する。
〈富士山部門＞（富士山の自然や富士

山と関わりのある文化など）

家庭の日・青少年 青少年育成甲府市民 家庭の日、青少年を育む日を勧める ・作文
育成の日 会議 事業の一環として小中学生から啓発作 400字詰めＢ４原稿用紙５枚以内。鉛筆は B程度のものを使用。
ポスター 品を募集し、優秀作品を市民文化祭で 題名は自由 学校・学年・氏名を記入

17 作文 標語 展示する。 ・ポスター
四つ切り(38cm× 54cm）
縦・横・色は自由
「家庭の日」か「青少年育む日」の文字を入れる 応募用紙を
貼付
・標語 専用用紙を使用。
明るい家庭づくり、青少年を育む日について啓発する内容

応募者全員に参加賞あり。

白秋献詩募集 福岡県 国民的詩人として親しまれた北原白秋 B4 版４００字詰め原稿用紙を使用。字数、内容制限はない。
18 柳川市教育委員会 を偲ぶとともに、見たり、聞いたり感 応募用紙を作品の裏に貼る。

じたりしたことを自由詩に表現する。

19 ざぶん賞２０１９ ざぶん賞実行委員会 生命の源である、水に関係した内容の 専用原稿用紙があります。その用紙にに詳しい内容や規定があ
作文、童話、詩、手紙 ります。

募者全員にざぶん大使認定証を発行。

第３０回下水道ポ 山梨県下水道公社 下水道の建設・促進その効果に関する 画用紙（サイズは自由）。
20 スターコンクール ポスター 必ず「下水道」の文字を入れる。

裏面には学校名・学年・氏名を明記する。

学校への提出締切日は、すべて８月２８日（水）です。

応募票は、学校の職員室に置いてあります。プールや図書室に来たときに職員室で日直の先
生から受け取ってください。また学校のホームページに、要項及び応募票を置きましたので、
可能な場合はそちらを印刷して使ってください。
ご家庭で必要事項を記入し、作品に貼付して提出してください。
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