
○ 作品は、練習したり見直したり、じっくり時間をかけて楽しんでしあげてみましょう。
○ すべての作品の締め切りを８月２７日（月）第２学期始業式当日とします。忘れずに学校に持ってき
ましょう。
○ 例年、どのコンクールに出すものなのかわからない場合があります。作品番号を、原稿用紙は欄外に、
絵画等の場合は作品の裏（名前の脇）に、記入してください。
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平成１９年度 夏休み作品応募一覧表

須賀川市立西袋第二小学校

★ 長い夏休みです。自分の得意なことにどんどん挑戦しよう。

国 語 関 係

番号 名 称 題材・内容 枚数・規格

１ ＪＡ書道 １年「こめ」 ・半紙、学年のみ記入
コンクール ２年「たから」 ・２年の氏名はひらがなでもよい。

３年「たび立ち」 ・学年１点
４年「前進」
５年「船出の朝」
６年「有終の美」

２ 国民年金 ４年「安心」 ５年「年金」 ・半紙
書写コンクール ６年「保障」 ・学年を記入

※学年５点まで

３ 子ども俳句まつり 季題…自由 ・一人２句まで

４ １７字のふれあい 大人と子どもが一緒に活動し感動し ・応募用紙に
たことや共感したことについて、子
どもと大人のペアで

５ もっとチャレンジ １･２年 ・１～４年…200字
全国コンクール 「ぼくの・わたしの ※原稿用紙半分

たからもの」 ・５年以上…400字
３･４年 ※原稿用紙１枚
「ぼくがわたしが ・参加賞あり

む中になっていること」 ・応募用紙に必要事項を記入
５･６年
「きみの将来の夢について

伝えよう」

６ 明るい社会づくり お父さん、お母さん、私のゆめ、思 ・原稿用紙２・３枚
作文コンクール いやり、私たちの学校、物を大切に、 １行目…題名

助け合いなど ２行目…学年・氏名
・参加賞あり

７ 「家庭の日」 家庭の日に実践したことやよりよい ・原稿用紙３枚以内
作文コンクール 家庭にするためにはどうしたらよい １行目…題名

かを書く。 ２行目…学年・氏名

８ 将来のゆめ 自分が将来やってみたい仕事につい ・原稿用紙３枚以内
働く作文コンクール て ・参加賞あり

※５・６年対象

９ いつもありがとう 言葉ではなかなか言えない家族への ・400字詰め原稿用紙３枚以内
作文コンクール 感謝の気持ちの作文 ・参加賞あり

10 石油の作文 石油に関わりのあるもの ・原稿用紙２～３枚
コンクール ・くらしや環境 ・参加賞あり

・未来と石油の関わり など ※４～６年対象

11 みんなでキレイキレイ うがい・手洗いをテーマとした標語 ・専用の応募用紙あり
作品コンクール（標語）

12 農協法公布60周年に ・ＪＡの思い出 ・原稿用紙２枚程度
よせる提言・作文 ・ＪＡの人とのふれあい・思ったこ

と
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国 語 関 係（つづき）

13 「おかあさんの詩」 おかあさんをテーマにした詩 ・原稿用紙たて書き
うた

全国コンクール ・応募票あり

14 読書感想文コンクール 第１類…フィクション ・１･２年 …800字以内
第２類…ノンフィクション ・３年以上…1200字以内
第３類…課題図書 ※１行目から本文を書き出す。

15 福島県作文コンクール 生活文、実用文（手紙、日記など） ・原稿用紙
総合的な学習の内容をまとめたもの １･２年…３枚以内

３･４年…４枚以内
５･６年…５枚以内

図 工 関 係

番号 名 称 題材・内容 枚数・規格

16 交通安全 交通安全を訴えるためのポスター ・四つ切り画用紙
ポスターコンクール ※運転者向け、子ども・歩行者向け ・水彩、ポスターカラー、クレヨン

※縦・横自由

17 火災予防絵画・ 火災予防の趣旨に添ったもの ・Ｂ３版または四つ切り画用紙程度
ポスターコンクール １～３年…絵画 （54cm×38cm程度）

４～６年…ポスター

18 明るい選挙啓発 明るい選挙をおしすすめることを内 ・四つ切り・八つ切り画用紙
ポスターコンクール 容に自由に表現 ・画材は自由

19 「みどりの絵」 親しんでいる自然、心に浮かぶ自然、・四つ切り画用紙
コンクール 自然の尊さなど ・クレヨン、パステル、貼り絵など

※文字を入れない

20 「森にしずむ都市」 「森にしずむ都市」をテーマに自然 ・四つ切り画用紙（横長）
絵画コンクール と共生した未来の都市をイメージし ・クレヨン、パス、水彩

て描く ・参加賞あり

21 児童図画川の絵 川をきれいにしている川の景色や日 ・四つ切り画用紙
図画ポスター 常生活、川をきれいにするための心 ※図画には文字を入れない

がけや願い、美しい川とダムの風景 ※ポスターには標語を入れる

22 「下水道」 「下水道」を題材にしたポスター ・四つ切り画用紙
ポスターコンクール ・下水道の普及に関わるもの ※必ず「９月10日下水道の日」の文

・下水道の役割に関するもの 字を入れる
・参加賞あり

23 「WE LOVE トンボ」 トンボ、またはトンボのいる風景画 ・Ａ３または四つ切り画用紙
絵画コンクール ・画材自由

・参加賞あり

24 「家庭の日」 ほのぼのと心の通い合う一家だんら ・四つ切り画用紙
絵画コンクール んの様子、家族で家事を協力し、明 ・クレヨン、パス、水彩

るい雰囲気を作っている様子、家族
ぐるみのゲームや旅行など楽しい家
庭生活の様子

25 防災ポスターコンクール 地震・火山噴火・台風・豪雨・豪雪 ・Ａ３判以上Ａ２判以下の画用紙又
などの自然災害を対象にした「防災」 はケント紙
に関するもの ・画材自由
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図 工 関 係（つづき）

26 「もったいない50の実践」「もったいない50の実践」の取り組 ・四つ切り画用紙又は
絵画コンクール みを題材としたもの Ｂ３判（364mm×515mm）

・画材自由
・参加賞あり
※文字は記入しない
※紙以外のものをはりつけない

27 手を洗おう 手洗い・うがいをテーマにした絵画 ・四つ切り画用紙
「みんなでキレイキレイ」 ・画材は自由

コンクール ※用紙の裏に100字以内の説明文を
つける

28 米飯給食拡大推進 「こんなごはん給食が食べたいな」 ・四つ切り画用紙
ポスターコンクール …給食に出たらうれしいごはん、 ・水彩、クレヨン、パステル

おかずを食べている絵 ・参加賞あり
「元気のみなもと、ごはん給食！」
…元気よくごはん給食を食べてい
る絵

※募集テーマ又は募集テーマに沿っ
た標語を入れること

29 ふるさとのお盆の思い出 キャンプや自然体験、お祭りや伝統 ・四つ切り画用紙
絵画コンクール 行事など、夏休みの思い出の絵画 ・画材は自由

・参加賞あり

30 地球温暖化 温室効果ガス削減のための省エネル ・四つ切り画用紙
ポスターコンクール ギー・省資源行動の重要性や、一人 ・クレヨン、クレパス、水彩、切り

ひとりの取り組みの必要性について 絵・貼り絵も可
イメージして描いたポスター
※地球温暖化防止を呼びかける文字
や、絵の内容にふさわしいキャッ
チコピー・標語等を入れること
（低学年は文字を入れなくても可）

31 「ふるさとの田んぼと水」田んぼ、棚田、畑、ため池、せきや ・四つ切り画用紙以上
子ども絵画 水路、そこにすむ生き物、農村や農 （最大：横90cm×縦190cmまで）

作業風景、農業に関する祭り、自分 ・画材は自由
が想像する日本のふるさとなど、水 ・参加賞あり
・土・里にまつわる題材

理 科 関 係

番号 名 称 題材・内容 枚数・規格

32 理科作品展 理科に関する実験・観察等 ・四つ切り以内
テーマをもって継続して観察・研究 ・写真や表なども使い、きれいにま
したもの とめる

33 発明工夫展 アイデアに富んだ作品 ・縦､横､高さ…各１ｍ以内
(1)日常生活上有益な考案品 ・重量20kg以内
(2)産業上有益な新製品
(3)科学教育に役立つもの


