家庭数
平成２９年

７月１３日

保護者 様
さいたま市立大牧小学校

夏休みの作品募集について
《担任提出日

８月２９日（火）》

休み中に計画を立てて、いろいろなも
のに応募してみよう。この要項以外の作
品は、ご家庭で応募してください。

例年お配りしている募集要項の冊子については、ページ数が多く紙の節約のためにも、本年度は応募作品の要項と応募票をホームペー
ジに掲載します。お手数ですがホームページから応募票を印刷し活用してください。また、取り組む作品が決まりましたら、その作品の
応募票を学校から児童が持っていくこともできます。応募票は、７月１８日（火）～７月２０日（木）まで職員室前の廊下に置いておき
ます。夏休みに入ったら、水泳実施の最終日まで体育館通路から校舎に入って、右手校舎内にも置いておきますので活用ください。
（ホームページは、７月１４日（金）から閲覧できるようになります。）
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コンクール等名称

趣旨・課題（テーマ）

用紙の大きさ等

そ の 他

平成２９年度
「火災予防」に関するもの（オリジナ 八つ切り、たてがき ・応募作品は、返却しません。
防火ポスターコンクール ル作品）標語を入れる。月日は入れない。 クレヨン、パス類、 ・作品コメントカードあり。
水彩、油絵、貼り絵
平成２９年度
交通安全の思想を的確に表現し、広 ポスター
・応募作品は、返却しません。
交通安全ポスター及び
く県民一般に交通安全に関する理解と 低学年…八つ切り
・出品票あり。
作文の募集
実 践を呼び掛けるものであること。 高学年…四つ切り
作文については、家庭内で交通安全に 低学年…８００字以
ついて話し合ったもの、あるいは自ら 内 高学年…１，２
体験した事柄であること。（信号機・標 ００字以内
識・標示等を間違えないように。）
第３３回防災ポスターコ
「備える心」のココロ。地震、津波、 A3 版
・応募作品は、返却しません。
ンクール
火山噴火、台風、豪雨、豪雪、など自 （約 30cm ×約 42cm） ・標語を入れたものとする。
然災害について日頃の備えが大切です。 以上 A2 版
・小学校 1 年～ 4 年は標語な
「備えることの大切さ」を訴えるポス（約 42 cm ×約 60cm） しで可。
ターを大募集します。
以下
・応募票あり。
青少年読書感想文全国
読んで世界を広げる、書いて世界をつ ①原稿用紙、縦書き、 ・応募作品は、返却しません。
コンクール
くる。
自筆
・応募票あり。
② 1.2 年 800 字以内
3.4 年 1,200 字以内
5.6 年 1,200 字以内
③句読点１字
その他、要項参照。
第６１回
課題（楷書）
「半紙」
・応募作品は、返却しません。
ＪＡ共済小・中学生書道
半紙の部
タテ約 32.5cm ×
・応募票
コンクール
１年 はな
２年 たわら
ヨコ約 24cm
３年 なかよし ４年 手紙
「条幅」
５年 大きな夢 ６年 緑の大地
タテ約 136cm ×
条幅の部
ヨコ約 35cm
１年 ことり
２年 ゆうき
※学年・氏名の書き
３年 花ごよみ ４年 流れる雲
方に注意。
５年 強い意志 ６年 友情を育む
理科（３～６年生）
要項をよく読んで、たくさんの自由研 模造紙や画用紙・ノ
夏休み自由研究
究を期待しています。
ートでも可。
縦長・横書き
写真・グラフ・表
家庭科
・日ごろ家の人の仕事を見たり、自分で →→→・発明創意く ふう展の作品募集
夏休みの自由研究
お手伝いをしたりしながら、「これが
（１～６年生）
こうなると、もっと便利になるのにな →→→・自由研究の作品募集（５・６年）
あ」と考えたことはありませんか。そ
のようなことを思い出し、あなたのア
イディアで楽しかったり、使いやすか
ったり、じょうぶだったりする道具を
つくってみませんか？
・実験や観察を通して、生活の中で感じ
た疑問や課題を解決してみよう！
社会を明るくする運動
・本作文コンテストでは、時代を担う県 ・４００字詰め原稿
第６７回埼玉県作文コン
内の小・中学生の皆さんに、日常の家
用紙３～５枚程度
テスト
庭生活、学校生活の中で、体験したこ
（ただし、小学校
とを基に、犯罪・非行のない地域社会
低学年については
づくりや犯罪・非行などに関して考え
この限りではあり
たこと、感じたことを作文に書くこと
ません。）
を通じて、本運動に対する理解を深め
てもらうことを目的としています。
食育推進に関するポスタ
ー

学校給食の意義や役割等について理解 ・Ｂ３版または四つ ・名札あり。
と関心を高めるとともに、望ましい食
切りサイズの画用 ・標語を入れたものとする。
生活の在り方について考える機会とす
紙。
る。
・縦長
・彩色、画材は自由。
－ Ⅰ －

１０ 平成２９年度
～人とのつながり・地域での支え合い～ ・４００字詰め原稿 ・応募作品は返却しません。
小中学生作文コンクール
応募の区分（小学校４・５・６年）
用紙
・応募者全員に参加賞あり。
～人とのつながり・地域
作文の内容は募集要項を参考にしてく ・文字数：８００字 ・1 行目に題名、２～３行目
での支え合い～
ださい。
以内
に学校名、学年、氏名
１１ 「埼玉の建設産業」絵画
コンクール

（例）工事の様子・働く人・空にのび ４つ切または６つ切
るビル・ｼｮﾍﾞﾙｶｰやｸﾚｰﾝ・美しい街並
みや公園の景色・住んでみたい未来の
街など

１２ さいたま新都心小学生絵
画展

さいたま新都心をテーマとした絵（未 １～２年
来の絵でも可）
３～６年

８つ切
４つ切

１３ ＭＯＡ美術館児童作品展

テーマは自由。

４つ切

１～６年

・建設機械に書いてある企業
名は入れない。
・全学年対象。
・応募作品は、返却しません。
・応募票あり。
・作品は返却されます。
・応募票あり。
・作品には必ず感想文（応募
票に欄あり）をつけること。
・応募票あり。

１４ 第５回さいたま子ども短 ・豊かな感受性と国語力をはぐくみ、伝 ・所定の用紙が学校 ・応募作品の返却はありませ
歌賞
統的な言語文化の継承を図る。
から配付
ん。
・未発表の自作短歌
１５ 社会科
さいたま市平和図画・ポ
スターコンクール

広義での「平和」をテーマに自由な発 ・八つ切りまたは
想
Ａ３（縦３０ cm
以下・横４２ cm
以下）

１６ 第５２回
関東大会プログラム表紙
デザイン

マーチングバンド関東大会プログラム ・八つ切り画用紙使用。
表紙のデザインを募集する。
画材は自由。
・画用紙を縦に使用する
こと。
・有名キャラクターは入
れない。
・大会名・協会ロゴ等の
文字は入れない。
・マーチングバンド・カ
ラーガードを入れる。

１７ 食をめぐる作文

「いただきます」から始まるあなただけ
のストーリー
・給食や遠足、運動会のお弁当の思い出
・家族とのあの時のあの味、我が家の定
番料理
・食にまつわる思い出・感動のエピソー
ドを教えてください。
１８ 「ごはんとお米とわたし」・このコンクールは、ごはん食や稲作な
作文コンクール
ど、古くから日本の食卓と国土を豊か
に作り上げてきた稲作農業全般と、ご
はん食が健康に結びつくことを見直し
してもらうとともに、次世代の子ども
たちに稲作農業が果たす多面的な働き
と、ごはん食の重要性などの理解を図
るため行うものです。米に関すること
ならどんな内容でも結構です。タイト
ルも自由です。
１９ 「ごはんとお米とわたし」（例）わが家のおにぎり、未来のおにぎ
図画コンクール
り、楽しかった農業体験

２０ 彩の国みどりの絵画コン
「未来に残したい大切なみどりをかこ
クール
う！」学校、公園の樹木、家の庭木や鉢
植え、神社や寺の森、山 の森、通学路
の街路樹など。
２１ 彩の国みどりの作文コン ・未来に残したい大切なみどりへの想い
クール
を、作文や絵に込めて、応募してくだ
さい。

－ Ⅱ －

・字数：800 字程度

・描画材料、表現方法等は自
由。
・出品名札を貼る。
・応募作品は展示会場の展示
後返却します。
・参加資格は４年生以上で
す。
・参加賞あり。
・応募作品は、返却しません。
・版権は関東支部がもつ。
・応募者全員に記念品を贈呈
する。
・裏面に学年・組・氏名・よ
みがなを鉛筆で書く。（書
式なし）

・応募作品は返却しません。
・応募用紙あり。

・１～３年 400 字詰 ・応募票あり。
め原稿用紙２枚
・応募作品は返却しません。
・４～６年 400 字詰
め原稿用紙３枚
・１枚目 １行目に
題名、２行目に学
校名・学年・氏名、
３行目から本分書
き出し。
Ｂ ３ 版 相 当 （ 36.4cm ・ごはん（食事・給食）やお
× 51.5cm）
米に関することならどんな
４つ切可
内容でもよい。
・言葉は入れない。おむすび
や米に顔、手足が出ている
ものは応募できません。
・全学年対象。
・応募作品は、返却しません。
・応募票あり。
１～６年 ４つ切以 ・クレヨン、水彩絵の具、色
内の大きさ
鉛筆等で描く。
・作品は返却されます。
・応募票あり。
・４００字詰め原稿 ・応募票は絵画コンクールの
用紙３枚以内
ものを使用

