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お問い合せ先   
〒437-1117　静岡県袋井市松原2455-2  
第25回「全国児童 水辺の風景画コンテスト」係  
Tel. 0538-23-8700
お問合せ受付： 9：00～12：30、13：30～17：00 （土日を除く）

作品募集作品募集

第24回「全国児童 水辺の風景画コンテスト」大臣賞
環境大臣賞文部科学大臣賞 国土交通大臣賞

「にぎやかな海の人々の生活」
小倉 心愛 さん
東京都 足立区立竹の塚小学校6年生（11歳）

海のそばでくらしたら楽しいだろうなぁと思い
ながら描いていたら本当に楽しくなってきま
した。

農林水産大臣賞

「土佐のどろめ漁」
斎藤 愛 さん
高知県 高知大学教育学部附属小学校4年生（9歳）

高知市の隣の町の赤岡では、どろめ漁が盛ん
です。どろめにちょっぴりゆずをかけ食べると
極上な味です。

「ズガニのかいぶつ、とったぜ～！」
野口 夏輝 くん
鳥取県 八頭町立船岡小学校4年生（10歳）

ものすごいでっかいズガニをとって「ウワァ
～」という気持ちになって「大物とったぜ～」と
さけびました。

「海の中」
松尾 和香 さん
兵庫県 塩屋幼稚園年長（6歳）

おおきい魚が小さい魚を食べて、もっともっと
大きい魚がその魚を食べてしまうところを書
きました。

 
兵庫県 
原⽥	菜央 さん
「夏休みの⼀⽇」

兵庫県 
原⽥	菜央 さん
「夏休みの⼀⽇」

 
奈良県
⽥中	駿⼀郎 くん
「ボートで探検」

奈良県
⽥中	駿⼀郎 くん
「ボートで探検」

 
兵庫県
⼭本	有⼈ くん
「ふねにのった!」

兵庫県
⼭本	有⼈ くん
「ふねにのった!」

 
神奈川県 
佐瀬	歩夢 くん
「みなとではたらく⼈々」

神奈川県 
佐瀬	歩夢 くん
「みなとではたらく⼈々」

 
茨城県 
内野	咲南 さん
「ずっときれいな
海ならいいね」

茨城県 
内野	咲南 さん
「ずっときれいな
海ならいいね」

 
愛媛県
井川	こころ さん
「宝⽯ばこのうみ」

愛媛県
井川	こころ さん
「宝⽯ばこのうみ」

 
神奈川県 
簗瀨	詠⼦ さん
「⻘い海と⽩い雲と私がつった沖縄の⿂たち」

神奈川県 
簗瀨	詠⼦ さん
「⻘い海と⽩い雲と私がつった沖縄の⿂たち」

 
⾼知県 
尾仲	真依 さん
「春野の港」

⾼知県 
尾仲	真依 さん
「春野の港」

あそびあそび

たいけんたいけん

みなとみなと
のりもののりもの

いきものいきもの

しぜんしぜん

しごとしごと

さかなつりさかなつり

作品は第24回入賞作品の一部です。

鳥取県 八頭町立船岡小学校のみなさん鳥取県 八頭町立船岡小学校のみなさん



第25回「全国児童 水辺の風景画コンテスト」作品募集要項

■ 対　　象 小学生および幼児

■ テ ー マ 水辺で発見・体験したことや学んだこと、水辺の仕事や乗り物、水辺で見た
  景色、水辺にすむ生き物 など

■ 応募期間 平成25年7月1日（月）～9月30日（月） ※当日消印有効

■ 応募規定 応募作品は四ツ切サイズ（54cm×38cm）の画用紙、もしくは同サイズの用紙
  水彩・パステル・クレヨン・版画など画材は自由
  標語などの文字は入れないでください
  1 人 1 点とし、応募者本人が描いた未発表作品に限ります
  「作品の説明」は、審査の対象となりますので、必ずご記入ください

■ 応募方法 応募用紙に必要事項を記入し、作品裏面の右下に貼付して郵便または宅急便
  にて送付してください

  ● 個人で応募する場合
  　 応募者情報記入欄のみ記入してください

  ● 団体でとりまとめて応募する場合
  　 作品ごとに応募用紙のすべての項目を記入してください

■ 応 募 先 〒437-1117　静岡県袋井市松原 2455-2　Tel. 0538-23-8700
　　 第 25回  「全国児童 水辺の風景画コンテスト」係

応募について 審査について

第25回「全国児童 水辺の風景画コンテスト」作品募集要項
保護者・指導者の皆さまへ
「全国児童 水辺の風景画コンテスト」は、未来を担う子どもたちが、積極的に
水辺に出かけ、発見・体験したことを、子どもらしい素直な表現で自由に描く
ことを通して感性が育まれ、のびのびと成長するための一助となることを願っ
て、平成元年より毎年実施しています。
近年、自然とふれあう機会が減少しているといわれていますが、子どもたちの心
身の成長に自然体験は重要であるといわれています。ぜひ当コンテストを、子ど
もたちがさまざまな自然体験を行うきっかけとしていただきたいと考えています。
幼少期に体験したことは一生の宝物になります。心身の成長が著しい子ども
だからこそ表現できる素直な感性・視点で生き生きと描かれた作品を心より
お待ちしています。

※賞品は予告なく変更する場合があります。

■ 審査方法 工藤和男画伯（一般社団法人創元会理事長、公益社団法人日展評議員）
  を審査員長とする複数の審査員によって、厳正に審査
■ 審査日程 本選会：平成 25 年 10月下旬
■ 結果発表 平成25年11月 1日（金）
  ※審査結果は当財団のホームページにて発表　 http://www.ymfs.jp/
■ 作品展示 入賞作品は、平成 26 年 3月上旬に開催予定の「ジャパンインターナショナル
  ボートショー2014」（横浜市・パシフィコ横浜）の展示をはじめ、当財団の各種
  ツール、ホームページに掲載予定
■ 賞　　典 入賞：34点（賞状・副賞を贈呈）
  ● 最優秀賞：4点
   文部科学大臣賞、国土交通大臣賞、環境大臣賞、農林水産大臣賞
  ● 特 別 賞：6点
   審査員長賞、日本マリン事業協会会長賞、日本ユネスコ協会連盟賞
   日本マリーナ･ビーチ協会会長賞、ジャパンゲームフィッシュ協会会長賞
   ヤマハ発動機賞
  ● 優 秀 賞：24点
   幼児部門 ：金賞 2点、銀賞 3点、銅賞 3点
   小学校低学年部門 ：金賞 2点、銀賞 3点、銅賞 3点
   小学校高学年部門 ：金賞 2点、銀賞 3点、銅賞 3点

  入選：500点（賞状・副賞を贈呈）
  ● 予選通過者全員（入賞者を含む）

※水辺とは河川、湖沼、池、湿原、海、砂浜、岩場、干潟など水面に近接した場所をさします。

作品オリジナルパズル
サクラクーピーペンシル60色

マルマンスケッチパッド（A4）

サクラマット水彩12色セット

入賞副賞（34名） 入選副賞（500名） ※入選作品数200点増加！

◎応募作品の著作権は「公益財団法人ヤマハ発動機スポーツ振興財団」に帰属します
◎ご提供いただいた個人情報は、当財団の個人情報保護方針
　（http://www.ymfs.jp/privacy/）に基づき、本コンテスト以外には使用しません
◎入賞・入選者の氏名、学年、所属団体、居住地（市区町村まで）、作品名、作品の説明
　および表彰式の際に撮影した写真は、当財団のホームページやツール、結果通知の
　発送物等に使用します
◎作品発送時の事故・破損についての責任は負いかねます
◎審査結果についてのお問い合わせはご遠慮ください。審査結果は、応募いただいた
　団体のとりまとめ担当者・保護者の方宛に11月1日に書面にて発送いたします。2週間
　経過後も届かない場合は、お手数ですがコンテスト事務局までお問い合わせ下さい
　（Tel. 0538-23-8700）

《応募用紙の貼付場所》

応募作品（横）

応募用紙 応募用紙

応募作品（縦）

《作品の返却について》
返却を希望される場合は、ゆうパックの送料着払いにて返却いたします
■11月上旬の審査結果通知送付の際、作品返却の希望を確認します
■作品の返却は平成26年2月下旬を予定しています。入賞作品を含む場合
　はボートショー展示後の3月中旬の発送を予定しています
■返却した作品を他のコンテストに応募することはできません
■送料着払い料金の目安につきましては、こちら（http://www.ymfs.jp/）
　からご覧ください

■ 応募上の注意
※賞状に記載する応募者の氏名、賞状等のお届け先となる住所・電話番号・FAX番号は正しくご記入ください
※記入事項に漏れのある場合は無効となります
※応募用紙はコピーしてご利用いただけます（拡大・縮小コピーは不可）
　当財団ホームページからのダウンロードも可能です http://www.ymfs.jp/

応募用紙は、ホームページより
ダウンロードしてお使いください。

応募用紙は、かならず絵のうら面の
右下にはってください


