
 じっさい たいけん おし たいけん

実際に体験したことについて教えてください。いつ、どこで体験しましたか？

 たいけん え たいけん きも

どんな体験をしたときの絵ですか？　体験してどんな気持ちになりましたか？

〒　　　　　　－
都・道
府・県

ふりがな

じたくじゅうしょ

自宅住所

（　　　　　）　　　　　　-
 じたく

自宅TEL

がく ねん

学年
（○をつける）

 かよ

通っている
 がっこう ･えんめい

学校・園名
市・区・町・村立

小学生：1・2・3・4・5・6年生
幼　児：年少未満・年少・年中・年長

（せい） （めい）

（姓） （名）

ふりがな
 せい べつ

性別
 おとこ おんな

男・女
 ねん れい

年齢
 さい

歳

な ま え

名　前

 さくひん せつめい

作品の説明

 さくひん だいめい

作品の題名

保護者の方か
らメッセージが
ありましたらご
自由に ◆

第33回「全国児童 水辺の風景画コンテスト」応募用紙

受付No. （事務局記入欄）

●応募する方についてご記入ください ※「◆」以外の項目は必須です。　※連絡先や氏名は、審査結果の通知、賞状への記載、参加賞の送付などに使用しますので正確に書いてください。

 おうぼようし え めん みぎした
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

個人応募 ご家庭から応募される場合

個人応募

主　　催： 公益財団法人ヤマハ発動機スポーツ振興財団（YMFS）
後　　援： 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、NPO法人ジャパンゲームフィッシュ協会、
  一般社団法人日本マリーナ・ビーチ協会、独立行政法人国立青少年教育振興機構、一般財団法人日本海洋レジャー安全・振興協会
協　　賛： Love the Earth 実行委員会、三井住友海上火災保険株式会社、マルマン株式会社、株式会社ワイズギア

お問い合せ先 ： 第33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

第33回「全国児童 水辺の風景画コンテスト」の
詳細はWEBサイトよりご確認いただけます。

「海上保安船を見送るアジサシたち」
堀 若菜 さん

東京都足立区立島根小学校 6年

国土交通
大臣賞

環境
大臣賞

「地球のためのボランティア」
芝田 亜子 さん
愛媛県今治市立富田小学校 5年

作品募集要項
 対　象 小学生以下のお子さん
 テーマ 水辺（海や川・湖・港など）で体験したこと、景色、仕事風景、船やボートなどの乗り物、水辺の生き物 など 
 サイズ 四つ切（54cm×38ｃｍ）
 応募先 〒437-1117　静岡県袋井市松原2455-2　第33回「全国児童 水辺の風景画コンテスト」係　Tel.0538-23-8700
 募集期限 2021年9月30日（木）消印有効　　　結果発表　2021年11月上旬
 賞　典 入賞：25点（文部科学大臣賞、国土交通大臣賞、環境大臣賞、農林水産大臣賞など）　秀作：175点　佳作：200点 
 副　賞 入賞作品オリジナルジグソーパズル、画材セットなど　　　参加賞　  応募者全員に記念品を贈呈

受付時間 9：00～12：30、13：30～17：00（土日を除く）

応募作品は返却いたしません。応募上の注意をご確認の上、ご応募ください。
※応募用紙はコピーしてご利用できます（拡大・縮小コピーはしないでください）。
※複数枚必要な場合、共通項目をご記入の上、コピーされることをお勧めします。
※小学校、幼稚園、保育園、こども園、絵画教室等の団体でとりまとめて応募する場合は裏面の団体応募用紙をご利用ください。

参加賞　応募者全員にもれなく記念品を差し上げます！参加賞　応募者全員にもれなく記念品を差し上げます！

( 申請中 )

応募先
〒437-1117　静岡県袋井市松原2455-2
第33回「全国児童 水辺の風景画コンテスト」係

2021年9月30日（木） 消印有効

（　　　　　）　　　　　　-
 じたく

自宅FAX ◆

実際に見たこと、体験したことを描いてください

※第32回「全国児童 水辺の風景画コンテスト」最優秀賞作品※第32回「全国児童 水辺の風景画コンテスト」最優秀賞作品

作品募集 締切り：2021年9月30日（木）消印有効
応募作品は返却いたしません。
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「海からの贈り物」
石井 晴登 さん
兵庫県明石市立錦が丘小学校 6年

農林水産
大臣賞

文部科学
大臣賞

「かえるとあそんだよ！」
松浦 遥香 さん
岐阜県岐阜市 こばと西幼稚園 年少

海や水辺に出かけて
「思い出に残る発見や体験」

を描いてみよう！！
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 じたく
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 さくひん だいめい

作品の題名

 さくひん せつめい

作品の説明

受付No. （事務局記入欄）

●応募団体についてご記入ください ※連絡先や氏名は、審査結果の通知、賞状への記載、参加賞の送付などに使用しますので正確に書いてください。

●応募する方についてご記入ください ※自宅住所の記載が難しい場合、市区町村までご記入下さい（結果発表時に必要です）。

応募団体名

ご担当名
（フルネーム）

団体住所

TEL （　　　　　）　　　　　　- FAX （　　　　　）　　　　　　-

〒　　　　　　－ 都・道
府・県

保護者・指導者の皆さまへ
自然に親しむ、感性を育む機会を子どもたちにー。
「全国児童水辺の風景画コンテスト」は、子ども
たちが海や水辺に出かけた時の「びっくりする
ような発見」や「思い出に残る貴重な体験」から
さまざまなことを学び、逞しく成長することを
願って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言
われていますが、当コンテストをきっかけに水
辺へ出かけ、自然とふれあい、体験した出来事
を思い出しながら絵に表現してみませんか？　
子どもらしく素直な感性・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。
※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

団体応募

団体応募

小学校、幼稚園、保育園、こども園、絵画教室等でとりまとめて応募の場合

 おうぼようし え めん みぎした
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

著作権・個人情報の取り扱いについて
● 応募作品の使用に関するあらゆる権利（ホームページ、機関紙、出版物への掲載等）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：https://www.ymfs.jp/privacy/
● 応募者の氏名、学年、所属団体、居住市区町村、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。

応募上の注意
● 四つ切サイズ（54cm×38cm）の紙に描いてください。
● 画材（水彩・パステル・クレヨン・色鉛筆・版画等）は自由です。
● 以下に該当する場合は、審査の対象とならない場合があります。
　また受賞決定後に賞を取り消すことがあります。
 ・砂や貝などを貼付けた作品
 ・八つ切りサイズやハガキなど小さいサイズの作品
 ・標語の入ったポスター（看板などの文字は可）
 ・１人２点以上の作品（１点のみを審査します）
 ・応募者本人以外が描いた作品
 ・過去に応募したことがある同一作品
 ・絵画に限らず他の作品を模倣または酷似した作品
 ・応募用紙の記載に不備があった場合
● 作品発送時の事故・破損についての責任は負いかねます。ご注意ください。

応募用紙

作品ウラ面（ヨコ）

応募用紙

作品ウラ面（タテ）
※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）

応募用紙は作品裏面の右下へ添付してください。

第33回「全国児童 水辺の風景画コンテスト」の詳細はWEBサイトよりご確認いただけます。
https://www.ymfs.jp/project/support/contest/

応募作品は返却いたしません。応募上の注意をご確認の上、ご応募ください。
※応募用紙はコピーしてご利用できます（拡大・縮小コピーはしないでください）。
※複数枚必要な場合、応募団体情報をご記入の上、コピーされることをお勧めします。
※ご家庭から応募する場合は裏面の個人応募用紙をご利用ください。

第33回「全国児童 水辺の風景画コンテスト」応募用紙

応募先
〒437-1117　静岡県袋井市松原2455-2
第33回「全国児童 水辺の風景画コンテスト」係

2021年9月30日（木） 消印有効

応募作品は返却いたしません。  予めご了承ください。

応募作品は返却いたしません。
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たちが海や水辺に出かけた時の「びっくりする
ような発見」や「思い出に残る貴重な体験」から
さまざまなことを学び、逞しく成長することを
願って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言
われていますが、当コンテストをきっかけに水
辺へ出かけ、自然とふれあい、体験した出来事
を思い出しながら絵に表現してみませんか？　
子どもらしく素直な感性・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。
※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

団体応募

団体応募

小学校、幼稚園、保育園、こども園、絵画教室等でとりまとめて応募の場合

 おうぼようし え めん みぎした
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

著作権・個人情報の取り扱いについて
● 応募作品の使用に関するあらゆる権利（ホームページ、機関紙、出版物への掲載等）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：https://www.ymfs.jp/privacy/
● 応募者の氏名、学年、所属団体、居住市区町村、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。

応募上の注意
● 四つ切サイズ（54cm×38cm）の紙に描いてください。
● 画材（水彩・パステル・クレヨン・色鉛筆・版画等）は自由です。
● 以下に該当する場合は、審査の対象とならない場合があります。
　また受賞決定後に賞を取り消すことがあります。
 ・砂や貝などを貼付けた作品
 ・八つ切りサイズやハガキなど小さいサイズの作品
 ・標語の入ったポスター（看板などの文字は可）
 ・１人２点以上の作品（１点のみを審査します）
 ・応募者本人以外が描いた作品
 ・過去に応募したことがある同一作品
 ・絵画に限らず他の作品を模倣または酷似した作品
 ・応募用紙の記載に不備があった場合
● 作品発送時の事故・破損についての責任は負いかねます。ご注意ください。

応募用紙

作品ウラ面（ヨコ）

応募用紙

作品ウラ面（タテ）
※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）

応募用紙は作品裏面の右下へ添付してください。

第33回「全国児童 水辺の風景画コンテスト」の詳細はWEBサイトよりご確認いただけます。
https://www.ymfs.jp/project/support/contest/

応募作品は返却いたしません。応募上の注意をご確認の上、ご応募ください。
※応募用紙はコピーしてご利用できます（拡大・縮小コピーはしないでください）。
※複数枚必要な場合、応募団体情報をご記入の上、コピーされることをお勧めします。
※ご家庭から応募する場合は裏面の個人応募用紙をご利用ください。

第33回「全国児童 水辺の風景画コンテスト」応募用紙

応募先
〒437-1117　静岡県袋井市松原2455-2
第33回「全国児童 水辺の風景画コンテスト」係

2021年9月30日（木） 消印有効

応募作品は返却いたしません。  予めご了承ください。

応募作品は返却いたしません。
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