平成29年度 夏休みの作品コンクール一覧

「夏休みにしかできないことに、すすんでちょうせんしよう」

※出品先が岐阜市外であったり、送料がかかったり、出品料がかかったりするコンクールは学校で取り扱いませんので、個人で直接提出してください。詳しくは学校までお問い合わせください。
※学校から出品する作品については、校内しめきりに間に合うように制作し、しめきりまでに担任の先生まで提出してください。

NO

分類

名称・課題

主催

作品の規格・内容

岐阜市児童生徒科学作品展
・理科的な学習、自然科学に重点をおいた研究記録。
1

理科

2

工夫

岐阜市教育委員会

科学くふう展
・１名または共同（３名以内）で発明くふうした作品
・科学的な夢のある作品、生活や学習、安全に役立つ作品、リサ ・大きさは縦・横・高さとも100cm以内、重さは20kg以内
イクルを生かした作品、おもちゃ、道具、機械、器具など
・単なる工作品や模型、図面だけのものは対象外
・作品名は２５文字以内。（スペース含む）
岐阜市

3

絵

4

感想文

岐阜市

5

作文・
感想
文・
詩・短
歌・俳
句

福富教育財団

6

感想文

文渓堂

7

読書感
想文

東邦ガス

8

ポス
ター
作文

岐阜市

9

ポスター

JA共済

未来の科学の夢絵画展
・未来の科学の夢や未来の世界を描いたもの。福祉、機械、生
活、産業、交通、都市、レジャー等

・画材は絵の具、クレヨン、サインペンなど自由
・四つ切画用紙
・パソコン作品は不可
・立体や厚さ３ｍｍ以上の作品は除く。
・作品名は２５文字以内。（スペース含む）

岐阜市読書感想文コンクール

Ⅰ類：自由図書、Ⅱ類：課題図書 低：400字～800字、中・高：
800字～1200字
題名・学校名・学年・氏名は字数に数えない。
句読点・改行のための空白箇所は、字数として数える。

双葉の育つころ
作文や感想文：原稿用紙で低：２枚以内、中：３枚以内、高：４
・家族、友だち、地域の人との関わり、考えたこと、発見したこ 枚以内
と、夢など
詩：１～２枚 短歌・俳句：400字程度の解説をつけて

手のひら作文コンクール

1年：400字～1200字、2年：800字～1200字
３・４年：1200字～1600字、5・6年：1600字～2000字

読書感想文「こころの木」
小１～小３部門：400字～1200字
・テーマは「自然」。見つけた自然について感動したことや教え 小４～小６部門：原稿用紙800字～1200字 句読点・改行のため
られたことなど
の空白は字数として数える。題・学年・氏名は字数に数えない。

交通安全ポスター・作文
ポスター：四つ切白画用紙
・シートベルトやチャイルドシート、ヘルメットの着用、自転車 作文：400字詰め原稿用紙３枚程度
の交通ルールなど

JA交通安全ポスターコンクール

10 絵・作文

11 ポスター

12 ポスター

13

絵

岐阜県JA

岐阜市消防クラブ

四つ切画用紙で、描画材料や文字の制限なし。 （校 章や 車番 など
は入れない）

ごはん・お米とわたし
図画：Ⅰ部小１～小３、Ⅱ部小４～小６．四つ切画用紙
・毎日のごはんでおいしかったことや家族との コミ ュニ ケー ショ 作文：Ⅰ部小１～小３、800字以内、Ⅱ部小４ ～小 ６、 400字 ３枚
ン、お米、ごはんの思い出や考えたこと
以内

火災予防に関するポスター
・火災予防に関係する言葉を入れたもの。
６年全員参加

四つ切画用紙。「火の用心」「火災予防」などの語句を入れる。
※丸めたり折り曲げたりしない。

明るい選挙啓発ポスター
・明るい選挙をよびかける内容

四つ切画用紙。材料は自由。

「家庭の日」啓発図画
・家族で地域行事への参加、明るく温かい家庭生活や家族関係

四つ切画用紙。材料は自由。
図画は文字なしとする。

愛鳥週間ポスター
・野生の鳥類保護を強調したもの

「愛鳥週間」の文字を漢字で記入。（１～３学年は文字なしでも
可）四つ切画用紙で、縦に使用する。（パソコン作成は不可）

岐阜市選挙管理委員会

岐阜県

14 ポスター

岐阜県

15 絵・作文

岐阜県

16 ポスター

岐阜県

土砂災害防止に関する絵画・作文
・防災訓練、避難などの体験や様子

緑化運動ポスター
・森林の植樹・育樹や環境緑化

17

絵

18 絵・作文

19

貯金箱

①研究記録はノート（四つ切38.1cm×53.8cm以内）にまとめる。
添付する掲示物は横110cm×縦190cm以内とし、２枚以上は掛図式
とする。②標本や実験機材、製作品は写真にして出品する。※内
容的に未完成または中間発表でも可。

等

等

絵画作品の種類・サイズは自由。作文は、400字詰め原稿用紙で
低学年は２枚程度、高学年は４枚程度。

四つ切画用紙で、縦に使用する。
図の中に文字を入れない。

なつのおもいで絵画展
・夏休みに見たもの、体験したこと等自由

岐阜市内及び近郊在住の小学生。四つ切画用紙（貝殻・ビーズ等
落ちやすいものは不可）全応募作品を展示

動物愛護作文・絵画コンクール
・生命の大切さと動物愛護、動物の正しい飼い方等

作文：原稿用紙３枚以内
絵画：動物を主題にしたもの。
八つ切または四つ切画用紙（ポスターでも可）

アイデア貯金箱コンクール

２５ｃｍ以内。キャラクターや工作キット使用不可。インター
ネット・本のまねをしない。

三甲美術館

岐阜県

ゆうちょ銀行

NO

分類

20 ポスター

名称・課題

主催

作品の規格・内容

ごみ１／３減量大作戦子どもポスターコンクール

四つ切画用紙で、画面すべてに色をぬる（白い部分は白を塗
る）。標語を入れる。テーマ①混ぜればごみ、分ければ資源！②
食べ残しを減らそう！③不法投棄禁止！④繰り返し使おう！⑤水
切りをしよう！⑥マイバッグを使おう！⑦雑がみを回収しよう！
⑧生ごみを減らそう！ に即した内容。

岐阜県統計グラフコンクール

72.8cm×51.5cm（規格厳守）小４以下は児童自ら観察調査した結
果をグラフにしたもの。

岐阜市

21

算数

岐阜県

22

絵

日本国際連合協会岐阜県本部

23

絵
習字

MOA

24

習字

JA共済

25

習字

東海納税連合会

26

習字

岐阜市選挙管理委員会

国際理解・国際協力のための図画コンテスト
テーマ「行ってみたいな、あの国、あの町、おともだち」
・世界の国や町を調べて、行ってみたい場所や会ってみたい大人 四つ切画用紙。画材は自由（貼り絵、貼り物は不可）
や子供たちをえがく。

MOA美術館岐阜児童作品展

27

作文

28 ポスター

全国少年警察ボランティア

岐阜市教育委員会

29

社会

県図書館

30

社会

岐阜市教育委員会

31

作文

岐阜県

32 絵・作文

33

34

写真

音楽

岐阜県

４つ切り又はB3のサイズ。厚紙は不可。画材は自由。
習字の文字数は自由。半紙使用。
JA書道コンクール

半紙（条幅も可）。書体は楷書体。半紙：１年「なみ」２年「す
いか」３年「せいかつ」４年「和食」５年「信じる道」６年「技
の伝承」
・左に、学年、氏名を記入する。
※条幅の文字、書き方は担当者まで

税に関する習字

小５．６年生対象。半紙
課題：「税の役割」
・用紙左に学年、氏名を書く。

明るい選挙啓発書道

B4までの大きさの半紙
課題：１年「くに」２年「まち」３年「公平」４年「代表」５年
「政治」６年「投票」

わたしのまちのおまわりさん
低学年はB4版４００字詰め原稿用紙２枚以内。高学年は３枚以
テーマ：おまわりさんとの触れ合い体験
・ おま わり さん に対 内。応募用紙に①タイトル②氏名③都道府県④自宅住所・電話番
する意見や感想
・こんなおまわりさん がい たら いい な
・ 号⑤学校名・学年⑥学校住所・電話番号を明記する。
おまわりさんへの手紙

人権に関するポスター
問題解決への熱意にあふれ「心の輪づくり」の大切さを訴えるも 小４年生以上 4つ切又は8つ切り キャッチフレーズ①～④の中
の
から１つ選んで絵に入れる。①やさしさと 小さな勇気が いじ
めゼロ ②「大丈夫」 君を支える 友がいる ③見逃さない
小さな声の SOS ④「大丈夫？」 その一言で 救われる
児童生徒地図作品展
・生活科マップ、分布図、立体地図模型など

壁面展示：206×145.6厚さ5cm以内
その他：145.6×103厚さ30cm以内

社会科課題追究学習作品
社会科で作成したノート､新聞等、夏休みに作成した社会科研究
作品

ノート７８８ｍm×１０９０ｍｍ以内 掲示物は横１１００ｍｍ
×縦１９００ｍｍ 工作物で壊れやすい物は写真で示す。出典を
明確にする。

「ちょっといい話」
生活の中で、本の少し相手のことを思ってかけた「言葉」や「l
行動」に、周りの空気が温かくなったという経験

ちょっといい話：原稿用紙２００字以内

「警備の日」に伴う絵画・作文コンクール
絵画：４つ切り画用紙。画材は自由。 作文：現場で働く様子を
警備員の働く姿の絵画や作文を通して、警備業に対する理解を深 見たり聞いたりした話等を作文にする。２００字詰め原稿用紙５
める。
枚以下。

２０１７岐阜市子ども写真コンクール
新たな気づき・発見・出会いの感動を写真に撮ってみよう

題材・撮影場所・時期は自由。2Lサイズ。
４～６年生対象。

小中学生作曲コンクール

【課題詩部門】A、B、C、D４つの詩に旋律のみをつける。
【器楽曲部門】けんばんハーモニカまたはリコーダーで演奏でき
る曲をつくり、曲名をつける。
※平成28年４月１日以降の作品とする。楽譜は五線紙に書く。詳
しくは学校まで。

あなたが描く「のぶなが」コンテスト

はがきサイズ・A4サイズ
描く。

わがまち探検マップコンクール
見つけよう！わたしのまちのあんなこと、こんなこと

B4サイズまで。B紙・段ボール・布等可。
８０ｃｍ×１１０ｃｍまでのサイズ

「人権まんが」
見る人が心のぬくもりを感じたり､日常を見つめ直す内容

応募希望者は応募要項を学校に取りに来る。A4又はB4サイズ。１
～４コマまんが。着色してもよい。吹き出しは鉛筆で大きく書
く。１マスに吹き出しは２つまで。吹き出しの文字数は６×５文
字まで。作品タイトルは、作品の外にかく書く。作品は返却しな
い。

防災ポスターコンクール

A3判以上A2判以下の大きさ（材料は自由）
標語を入れる。ただし、小１から小４は標語なしでも可。

岐阜市視聴覚教育連絡協議会

岐阜県小中学校教育研究会

35

絵

岐阜市

36

社会

岐阜市

37

まんが

岐阜市教育委員会

38 ポスター

文部科学省

39

絵

国土交通省

40

絵

全国環境教育研究会

国土と交通に関する図画コンクール
・住んでいる町の風景や人々の暮らし、未来の都市や乗り物

環境絵画コンクール
・みんなでつくろう住みよい街
・みんなで守ろう大切な自然

絵の中に必ず「あなたと信長公」を

小１～小６
等 四つ切画用紙で画材は自由（油絵・貼り絵は不可）※作品返却な
し

小３～中３
四つ切画用紙で絵画・ポスター（文字なしでも可）

岐阜市ユニバーサルデザイン賞 グッドアイデア部門（ジュニア 所定の応募用紙があるので、学校に尋ねてください。作品は返却
の部） 誰もが暮らしやすく過ごしやすいまちになるように
しない。
41

絵

岐阜市

＜担任の先生方へのお願い＞
・作品を集める時に、学年・組・名前が書いてあるか、必ず確認してください。
・指定の名札がある募集は、名札を渡すので、児童に名札を書かせ、張り付けてからまとめて担当者へ提出してください。
・学年、学級の出品数が決まっている募集は、学年や担任で選んでから提出してください。

