
公益財団法人ヤマハ発動機スポーツ振興財団（YMFS）

文部科学省、国土交通省、環境省、農林水産省
一般社団法人日本マリン事業協会、公益社団法人日本ユネスコ協会連盟
一般社団法人日本マリーナ・ビーチ協会、NPO法人ジャパンゲームフィッシュ協会

ヤマハ発動機株式会社

三井住友海上火災保険株式会社、Love the Earth実行委員会
株式会社ワイズギア、株式会社舵社、マルマン株式会社

主　催

後　援

特別協賛

協　賛

お問い合せ先 ： 第26回「全国児童 水辺の風景画コンテスト」係
〒437-1117　静岡県袋井市松原2455-2  
Tel. 0538-23-8700

作品募集

第25回 「全国児童 水辺の風景画コンテスト」 最優秀賞第25回 「全国児童 水辺の風景画コンテスト」 最優秀賞

「よみがえれ！ オアシス」
斉藤 湖瑚 さん　
青森県 むつ市立二枚橋小学校3年（9歳）
大畑漁港でオアシスのべんきょうをした時の
絵です。魚やかいそうがすみやすくなるとい
いです。

「修繕中」　吉岡 楓矢 さん　
兵庫県 明石市立二見西小学校5年（11歳）
浜へ行くと網を修繕している人を見た。
目に見えない仕事も大変だなぁと思いました。

「楽しかったよ。千曲川ではじめてのニジマスつり」
掛川 瑞生 さん　
長野県 小諸市立野岸小学校3年（8歳）
夏休み、家族でつりに行きました。ニジマスの
力がとても強くて私とお母さんは、しりもち
をついてころびました。

「頑張れ海ガメ」
竹見 咲紀 さん　
神奈川県 平塚市立真土小学校3年（8歳）
海岸清掃をした時に、海ガメがクラゲと間違
えてビニール袋を誤飲して死んでしまうと教
わりました。海ガメを守りたいです。

国土交通大臣賞国土交通大臣賞文部科学大臣賞文部科学大臣賞 環境大臣賞環境大臣賞
農林水産大臣賞農林水産大臣賞

作品は第25回入賞作品の一部です

神奈川県
落合 明純 さん
「私の夏」
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徳島県
徳永 煌輝 くん
「おさかないっぱい」
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手塚 悟 さん
「水難救助訓練(横浜市)」
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兵庫県
二宮 広樹 さん
「初めて釣ったぞ～!」
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斎藤 愛 さん
「どろめ漁」
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高知県 森光一仙絵画教室のみなさん高知県 森光一仙絵画教室のみなさん

栃木県　
大久保 恵理佳 さん
「ウグイが住むきれいな川」
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お問合せ受付： 9：00～12：30、13：30～17：00 （土日を除く）



第26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 海や川・湖・港などの景色や仕事風景、水辺で体験したこと、船やボート
  などの乗り物、水辺に棲む生き物 など

■ 応募期間 平成26年7月1日（火）～9月30日（火） ※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・色鉛筆・版画など画材は自由
  ※砂・貝殻などを貼付した作品は、個別に梱包し発送してください
  ※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

■ 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
  ※応募用紙は当財団ホームページからダウンロードできます
  　（http://www.ymfs.jp/）

  ● 団体でまとめて応募する場合
  　 作品ごとに応募用紙の全項目をご記入ください

  ● ご家庭で応募する場合
  　 「団体応募記入欄」以外の項目をご記入ください

■ 応 募 先 〒437-1117　静岡県袋井市松原2455-2　Tel. 0538-23-8700
　　 第26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26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海や水辺
に出かけ、そこで出会った「びっくりするような発見」や「思い出に残る貴重な
体験」を通して心身ともに健全で逞しく成長することを願って実施しており、
今回で26回目を迎えます。
自然とふれあう機会が減少している昨今ですが、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。

※副賞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（予定） 平成26年10月28日（火）

■ 結果発表 平成26年11月5日（水）　当財団ホームページおよび書面にてご連絡します
  ※2週間経過後も書面が届かない場合は、コンテスト事務局までお問い合わせください

■ 作品展示 入賞作品は、平成27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2015」（横浜市・パシフィコ横浜）での展示をはじめ、当財団の
  各種ツール、ホームページに掲載予定

■ 賞　　典 入賞：37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：27点
   幼児部門  ： 金 ・ 銀 ・ 銅賞 各3点
   小学校低学年部門 ： 金 ・ 銀 ・ 銅賞 各3点
   小学校高学年部門 ： 金 ・ 銀 ・ 銅賞 各3点

  入選：約500点（賞状 ・ 副賞を贈呈） ※入賞者含む

※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

◎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に基づき、本コン
　テスト以外には使用しません
　※個人情報保護方針：http:// www.ymfs.jp/privacy/
◎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にて撮影した写真は、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

《応募用紙の貼付場所》
作品の裏面右下

作品（横）

応募用紙 応募用紙

作品（縦）

《作品の返却について》
入賞・入選作品に限り、ゆうパックの送料着払いにて返却します
※審査結果送付の際に返却の希望を確認します
※平成27年3月中旬までに返却の予定です
※着払い料金の目安は、こちら（http://www.ymfs.jp/）から確認できます
※返却作品は他のコンテストに応募できません

■ 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できます（拡大・縮小コピーは不可）

お問い合せ先 ： 第26回「全国児童 水辺の風景画コンテスト」係
〒437-1117　静岡県袋井市松原2455-2  
Tel. 0538-23-8700

お問合せ受付： 9：00～12：30、13：30～17：00 （土日を除く）

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。

作品オリジナルパズル 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 入選副賞副賞

サクラ ヴァンゴッホ水彩色鉛筆36色セット


