
令和３年度   夏休み作品募集案内   仙台市立高森東小学校  

番 

号 

応 募 作 品 名  

（主催者） 
内     容 規    定 校内締切 

理科に関するもの 

1 仙台市児童・生徒 
理科作品展 

 
 （詳細は仙台市科
学館 HP をご覧くだ
さい） 

 児童生徒の科学する心 
 の高揚を図る。 
  (夏季休業中などに作成 
   した理科作品) 
 
以下の作品は受け付けら
れません。 
〇プログラミングだけの

作品 
〇理科作品展の趣旨に合

致しない作品 
〇危険な内容や実験によ

る作品 
〇法で規制された内容や

実験による作品 
〇自然環境へ影響が大き

い作品 
※作品，研究の概要，標

本リスト，作製レポー
トの氏名及びタイトル
は統一させてください
（漢字，ひらがな，
「」，『』，－，～な
ど）。 

※出品部門で判断に迷っ
た場合，事前に科学館
へ連絡をし,相談して
ください。 

〇研究の部（重要度①→②の順） 
①「研究レポート」に，研究の内容
をまとめる。（レポート用紙，ノー
ト類に記入。A4 版が望ましい） 
②模造紙半分の大きさ（約 78 ㎝×横
55 ㎝）１枚に「研究の概要」をまと
める。 
 (用紙を縦長におき，横書きで書く) 
＊題名･学校名･学年･氏名･研究の概

要を明記   <記入例> 

8 月 24 日(火) 

校内で選考 

 

担当：理科

主任 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  題名   
               学校名 
               学年 氏名 
１.研究の動機 
２.ねらい 
３.方法    ＊ｲﾗｽﾄや図 
４.予想と結果  ＊ｸﾞﾗﾌや表 
               (色の活用) 
５.考察(結果から分かるこ
     との整理を) 
６.まとめと感想 
７．参考文献，HP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〇標本の部 
＊植物，動物，鉱物，化石のいずれ

かの標本作品と標本リスト（一覧
表），作成レポート(A4 版以下）
を提出。 

〇科学工作の部 
＊科学的な仕組みを生かした工作と

操作説明書，製作レポート(A4 版
以下），動作確認許可書を提出。
作品覆う透明カバーが必要。 

 作文・詩・川柳・読書感想文等         ＊応募作品は返却されません。 

２ 作文宮城 
(宮城県小学校教育研
究会国語部会) 

生活文，日記文，感想文 
記録文，報告文，手紙文 
詩，シナリオ，童話 

  長さ：Ｂ４判 400 字詰め原稿用紙
10 枚以内(１年生は B4 版 240 字詰め
原稿用紙でも可) 
 

8 月 24 日(火) 
校内で選考 
担当：国語
主任 

３ 青少年読書感想文 
コンクール 
(全国学校図書館協
議会) 

①課題読書(主催者の指
定した図書) 
②自由読書(自由に選ん
だ図書) 

＊原稿用紙を使用し，縦書きで自筆
すること。 

＊文字数制限あり。 
 低学年の部…本文 800 字以内 
 中高学年の部…本文 1200 字以内 
＊句読点及び改行のための空白か所

は字数として数える。 
＊題名，学校名，氏名は字数として

数えない。 

8 月 24 日(火) 
校内で選考 
担当：国語
主任 

４ 第 30 回全国小学生
作文コンクール「わ
たしたちのまちのお
まわりさん」（全国
少年警察ボランティ
ア協会） 

①小学校低学年の部 
②小学校高学年の部 

①B4 版 400 字詰め原稿用紙 2 枚以内 
②B4 版 400 字詰め原稿用紙 3 枚以内 
＊自作未発表の作品に限る 
＊必要事項（①タイトル、②氏名、

③都道府県名、④自宅住所・電話
番号、⑤学校名・学年、⑥学校住
所・電話番号）を明記する 

＊応募作品の返却はしない 
 

8 月 24 日(火) 
担当：国語主
任 



  図画・ポスター・工作  (作品が返却されるもの：○，返却されないもの：●） 
５ ＭＯＡ美術館児童作

品展 
   (MOA 美術館) 

絵画作品（版画を含む） 
  テーマは自由 
 

＊四つ切画用紙。または，B3 画用
紙。（厚紙使用不可） 

＊水彩,パステル,クレヨン,カラーペ
ン。（鉛筆，色鉛筆のみは不可） 

＊貼り絵や工作的な技工を入れた作
品は不可。 

8 月 24 日(火) 
○ 
校内で選考 
担当：図工主
任 

６ ゆうちょアイデア貯
金箱コンクール 
(ゆうちょ銀行) 

自由な発想を自らの手で 
｢カタチ｣にする。 

＊材料は自由。１人１点。 
＊縦，横，高さが 25ｃｍ以内。 
＊壊れやすいもの，腐るもの，持ち

運びができないものは不可。 
＊模倣作品,キャラクター作品,工作

キット,ブランドマークは不可。 
※参加賞あり。 

8 月 24 日(火) 
○ 
担当：図工主
任 

７ 「国土と交通に関す
る図画コンクール」 

・1 年～6 年が対象です。 

・国土交通省（海上保安庁，

気象庁，観光庁運輸安全委員

会を含む）の仕事に関係する

もの。 

＊四つ切画用紙。＊1 人 1 点。 
・水彩，アクリル絵の具，クレヨ
ン，色鉛筆，ボールペンなど。 
＜参考＞国土交通省 HP を参照。 

8 月 24 日(火) 
● 
担当：図工主
任 

書 写                      
８ 宮城県小･中学生 

交通安全書道ｺﾝｸｰﾙ 
(ＪＡ共済） 

    条幅の部/半紙の部 
1 年:ひかり/えみ 
2 年:きずな/みらい 
3 年:助けあい/まなざし 
4 年:明るい声/成長 

5 年:自然の美/希望の道 
6 年:価値の創造/四季の花 

＊半紙:32.5cm×24cm(美濃版半紙は
不可) 

＊条幅:136cm×35cm 
・作品には学年(漢数字)，氏名を記 
入   ○年 ○○○○○ 
・1，2 年…氏名はひらがなでも可｡ 
・3 年以上学年氏名を漢字で記入。 

8 月 24 日(火) 
校内で選考 
担当：書写主
任 

 
 
《諸 注 意》 

・この他に仙台市教育委員会ホームページ・各事業ホームページにも作品募集が掲載されていますので，ご利 

用ください。(本校のホームページにリンクを作成してありますので，ご利用ください。ご確認をお願いします。)  

・作文，図画，ポスター作品を応募する時には作品の裏にコンクール名，作品名（題名），学年･組･氏名を必ず  

記入してください。作品表面に記入した場合にも，裏面にもう一度記入してください。  

・夏休みが終わったら担任の先生に提出します。各応募団体によって本来の締め切り日は違いますが，学校での  

取りまとめや選考，作品提出後に指導する期間も考慮し，全応募作品の締め切りを8月24日(火)にします。  

・コンクールによっては，１校ごとの出品点数に制限があり校内選考をします。その場合，作品を校内で保管し，募  

集団体に出品しない場合もあることをご理解ください。  

・作品には折り目をつけないようにして提出ください。  


