
こ

の 2022年度 コンクールのお知らせ(夏休み ver.)

夏休み期間中に取り組めるコンクールをご案内いたします。

夏休みコンクールは、「挑戦」することに向かえるチャンスです。「ナイストライ！」の精神で、何かひとつチャレンジしてみましょう！

中には大人の部もありますので、ぜひお子様とご一緒に挑戦してみてください。

セル B2 には会社の名前を入力します。注意事項

セル B3 に、プロジェクト主任の名前を入力します。セル E3 には、プロジェクトの開始日を入力します。プロジェクトの開始: ラベルはセル C3 にあります。※各自で応募用紙・原稿用紙・画用紙を準備をお願いします。(学校から配布済みのコンクールもあります。) 個人

セ

ル
※提出方法が学校のものについては、夏休み明けに学校へ持参してください。その他は直接提出先へご応募してください。（それぞれ締め切りをご確認お願いいたします。）

学校

※作品提出後には戻ってこない場合がほとんどです。ぜひとも提出前に、PC/ iPadで作品・作品と本人の写真記録をお願いいたします。夏休み明けに、学級で挑戦を共有しあうことがあります。

※コンクールに関する問い合わせは、基本主催者側にお願いしますが、もしも、学校へお問い合わせをされる場合は、夏季休暇前までの、７月２６日（火）まででお願いします。

セ

こ
のコンクール（詳細リンク） 主催 概要 参加賞 副賞 提出先 締切

セ

ル
国語

青少年読書感想文コンクール 全国学校図書館協議会 低学年４００字／中学年８００字以内 内閣総理大臣賞 学校 8/17

はがきでコミュニケーション 郵便局 伝えたい気持ちを綴りお便り交換 〇 総理大臣賞～ブロック賞 学校 8/17

絆づくりメッセージコンクール 北海道いじめ問題対策連絡協議会×よつ葉乳業 絆づくりのことば・メッセージ（２０字程度） 全道優秀賞・牛乳パック掲載 8/31

子どもの権利　せんりゅう・ポスター 札幌市子ども未来局子どもの権利推進課 子どもの権利に関するせんりゅう 〇 図書カード５千円 8/31

いっしょに読もう！新聞コンクール 一般社団法人日本新聞協会
興味をもった新聞の意見交流

用紙：学校配布／DLも可能
賞状・盾・図書カード３万円 9/7

未来に残したい"日本の食"標語コンテスト 学校法人　香川栄養学園　家庭料理検定事務局 発酵食品・発酵調味料を使った料理の標語 図書カード１万円・お菓子 9/9

みらさぽ作文コンクール 一般社団法人 DAC未来サポート文化事業団 テーマ作文①家族の絆②冒険・挑戦・チャレンジ ２泊３日ディズニー親子旅行 9/9

創作漢字コンテスト 産経新聞社・立命館大学東洋文学文化研究所
夢膨らむ創作漢字

用紙：学校配布／DLも可能

白川創作漢字最優秀賞

（図書カード・商品券各５万円）
9/9

交通安全ファミリー作文コンクール 警視庁・全日本交通安全協会 交通安全について考え、話し合った内容や実行していること 内閣総理大臣賞 9/9

北海道短歌コンテスト 北海道立文学館 オリジナル短歌（はがき郵送） 賞状・図書カード 9/11

映画感想文コンクール2022 全国映画感想文コンクール実施委員会
映画の感想文

低学年４００字／中学年８００字以内
グランプリ（全国表彰） 9/15

「いつもありがとう」作文コンクール 読売新聞社 身近な人へありがとう／あこがれの仕事 〇 図書カード５万円 9/16

90回全国書画展大会 全国書画展覧会運営委員会 毛筆（要エントリー：一人１００円） 内閣総理大臣賞 9/22

https://www.dokusyokansoubun.jp/youkou.html
https://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2022/00_honsha/0302_02.html
https://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ssa/ijimemessageconcours.html
https://www.city.sapporo.jp/kodomo/kenri/senryu_posterbosyu.html
https://nie.jp/month/contest_newspaper/2022/
https://www.ryouken.jp/slogan/
https://miraisupport.or.jp/project/mirasapocon.html
https://sousaku-kanji.com/
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/sakubun/index.html
http://www.h-bungaku.or.jp/event/tanka.html
https://www.kinejun.com/eigakansoubun/2022/
https://sinanengroup.co.jp/sakubun/
https://www.shogaten.com/shogaten/entry_school/
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言の葉大賞 一般社団法人　言の葉協会 「つなぐ」をテーマに８００字以内で作文 言の葉大賞 9/30

感動作文コンクール 上廣倫理財団 感動をテーマとした作文 〇 記念品・図書カード 10/3

ありがとうの手紙コンテスト (株)ファミリーマート ありがとうの気もちを伝える作文（４００字程度） 図書カード３万円 10/15

夢をかなえる作文 日本FP協会
将来の夢作文・キャリアプランシート作成

参考図書・プランシート：学校配布
〇 図書カード５万円 10/31

右

の
図工

人にやさしい福祉のまちづくりポスター

（４年生）
社会福祉法人札幌市福祉協議会

人にやさしい福祉のまちづくりのイメージポスター

用紙：学校配布
図書カード１万円 7/27

緑の画コンクール 公益財団法人　札幌市公園緑化協会

身近な緑の風景ポスター

4つ切り画用紙(38cm-51cm)

※作品裏に「学年・氏名・題名・描いた場所」を記載

みどりのさっぽろ大賞 学校 8/17

i
子どもの権利　せんりゅう・ポスター 札幌市子ども未来局子どもの権利推進課 子どもの権利に関するポスター（２０字以内のメッセージ付き） 〇 図書カード５千円 8/31

絆づくりメッセージコンクール 北海道いじめ問題対策連絡協議会×よつ葉乳業
絆づくりのポスター・メッセージ

B３または４つ切り画用紙
全道優秀賞・牛乳パック掲載 8/31

交通安全ポスター 農業協同組合・JA共済連北海道
交通安全を訴えるポスター

４つ切りサイズ（54cm/39cm）
〇 表彰状・記念品・楯 9/8

みらさぽ絵画コンクール 一般社団法人 DAC未来サポート文化事業団
①家族の絆②冒険・挑戦・チャレンジポスター

8つ切り（271mm×391mm）もしくはB4
２泊３日ディズニー親子旅行 9/9

未来に残したい"日本の食"ポスターコンテスト 学校法人　香川栄養学園　家庭料理検定事務局
「地産地消」環境を考えた食事ポスター

A3画用紙
図書カード１万円・お菓子 9/9

全国小中学校児童・生徒環境絵画コンクール

（３・４年生）
全国小中学校環境教育研究会

みんなでつくろう持続可能な社会・豊かな自然

４つ切りサイズ（54cm/39cm）
文部科学大臣賞 9/12

90回全国書画展大会 全国書画展覧会運営委員会

水彩画・版画・デザイン画

８つ切又は４つ切サイズ(70cm×35cm以内)

（要エントリー：１人１００円）

内閣総理大臣賞 9/22

防災ポスターコンクール 内閣府・防災推進協議会
テーマ「防災を学びみんなで強くなる」ポスター

A3以上A2以下
図書カード２万円 10/31

サンプル フェーズ タイトル ブロック
その他

ゆうびんde自由研究・作品コンテスト 公益財団法人日本郵便協会 切手について調べる／デザインする 〇 文部科学大臣賞 7/30

どうしん 小学生新聞グランプリ 北海道新聞社、北海道新聞NIE委員会 小学生新聞をつくる（手書き） 〇 図書カード１万円 8/31

統計グラフ全道コンクール募集要領 北海道
身の回りの統計

B2判（72.8cm×51.5cm）
知事賞 8/31

算数の自由研究作品コンクール 一般財団法人　理数教育研究所 学びや疑問を算数で探求し、レポートでまとめる 塩野直道賞 9/5

子どもアイディアコンテスト 本田技研工業株式会社 あったらいいなというアイディア 用紙は学校配布 〇 jtbギフト６万円 9/10

みんなでつくる地域の安全安心マップコンテスト 立命館大学　歴史都市防災研究所
安全安心に関する地図作成

B0程度（80cm-146cm）
防災セット・カメラ・地球儀など 9/28
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http://www.kotonoha-taisho.jp/
https://www.rinri.or.jp/expressive_education_01sakubun.html
https://www.family.co.jp/sustainability/children/thanks_letter/2022.html
https://www.jafp.or.jp/personal_finance/yume/index/
https://www.sapporo-shakyo.or.jp/join/fukumachi/posuta-2022.html
https://www.sapporo-shakyo.or.jp/join/fukumachi/posuta-2022.html
https://www.sapporo-park.or.jp/kikin/?page_id=170
https://www.city.sapporo.jp/kodomo/kenri/senryu_posterbosyu.html
https://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ssa/ijimemessageconcours.html
https://social.ja-kyosai.or.jp/contest/poster/hokkaido.html
https://miraisupport.or.jp/project/mirasapocon.html
https://www.ryouken.jp/poster/
https://kankyokyoiku.jp/activity/825/
https://kankyokyoiku.jp/activity/825/
https://www.shogaten.com/shogaten/entry_kojin/
https://www.bousai.go.jp/kyoiku/poster/38poscon.html
http://yushu.or.jp/kids/contest2022/ohbo5.html
https://campaign.hokkaido-np.co.jp/shougakuseishinbun/
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tuk/950sgc/index2.html
https://www.rimse.or.jp/research/10th.html
https://www.honda.co.jp/philanthropy/ideacontest/
https://r-dmuch.jp/project/mapcontest/
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札幌市制１００周年マインクラフトコンテスト 札幌市 未来の札幌やまちのくらし グランプリ（表彰） 9/30

手づくり絵はがきコンクール 日本製紙連合会 「夏の思い出」をテーマに牛乳パックからはがきを作る 〇 図書カード３万円 9/30
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https://sapporo-minecraft.jp/
https://www.jpa.gr.jp/about/pr/hagaki19/index.html

