
北本市立西小学校 令和４年度 夏休みの自由課題一覧 

 

本校では夏休みの自由課題について、西小安心安全メールや西小ホームページを活用し、募集要項

のお知らせや出品表の配布を行っています。冊子を作成せず本一覧をもってお知らせいたします。 

夏休みの自由課題に関係するパンフレットやホームページ、出品表等のリンクを付けました。詳し

くは、それぞれの課題を確認してください。 

また、出品表等が必要な作品については、ご家庭でプリントアウトした後、必要事項を記入し、作

品とともに提出してください。 

※ご家庭でプリントアウトすることが困難な場合には、西小学校へお問い合わせください。 

 

国語科・作文課題 

名称 内容(応募課題) 応募規格 

［「ありがとう」感謝

の心を、未来へつな

ぐ］作文コンクール 

◎次のどちらかを選び、作文を書い

て応募する。 

①身近なはたらく人へありがとう 

 (例)働いている家族へ・学校や習

い事の先生へ・よく行く病院のお

医者さんへ・バスや電車の運転手

さんへ、など 

 

 (例)スポーツ選手になって、金メ

ダルをとりたい・アナウンサーに

なって、世界のニュースを伝えた

い など 

・全学年共通 

４００字詰め原稿用紙３枚以内 

※応募用紙は、原稿用紙を開いた状態で、

右上にホチキス留めする。 

 

▼「一般財団法人あんしん財団」募集要案

内 

▼ 応募用紙 

 

手紙作文コンクール ◎テーマ 

・特定の相手に自分の体験したこと

や考えなどを伝える 

・形式 

はがきを使用する。 

応募票を切り取り、必要事項を記入し、そ

れぞれの作品の裏面に作品の向きに合わ

せて貼付する。 

 

▼ 第５５回手紙作文コンクールのリーフ

レット 

▼応募票 

※リーフレットに応募要項、応募票を掲載

している。 

市民文芸誌「むくろ

じ」ジュニア部門 

◎市民の文芸創作活動を促すととも

に、すぐれた作品を市民に提供し、

豊かな人間性を養い文芸思想の普

及向上に資する。 

 

※募集期間内(８月１日(月)～９月２日

(金))に各自、教育委員会生涯学習課社

会教育担当「むくろじ」係へ郵送（当日

消印有効）または持参してください。 

▼市民文芸誌『むくろじ』第 46 号作品募

集要項 

 

▼市民文芸誌『むくろじ』第 46 号 応募

票 

 

 

 

 

https://www.anshin-zaidan.or.jp/about/csr/sakubun/
https://www.anshin-zaidan.or.jp/about/csr/sakubun/
https://www.anshin-zaidan.or.jp/Portals/0/resources/about/sakubun/vol9/sakubun_moushikomi_2022.pdf
https://www.anshin-zaidan.or.jp/Portals/0/resources/about/sakubun/vol9/sakubun_moushikomi_2022.pdf
https://www.post.japanpost.jp/contest_text/download/55_leaflet.pdf
https://www.post.japanpost.jp/contest_text/download/55_leaflet.pdf
https://www.post.japanpost.jp/contest_text/download/55_dantai.pdf
https://www.post.japanpost.jp/contest_text/download/55_dantai.pdf
https://www.city.kitamoto.lg.jp/material/files/group/25/mukuroji46chirashi.pdf
https://www.city.kitamoto.lg.jp/material/files/group/25/mukuroji46chirashi.pdf
https://www.city.kitamoto.lg.jp/material/files/group/25/mukuroji46chirashi.pdf
https://www.city.kitamoto.lg.jp/material/files/group/25/mukuroji46chirashi.pdf
https://www.city.kitamoto.lg.jp/material/files/group/25/mukuroji45oubouhyou.pdf
https://www.city.kitamoto.lg.jp/material/files/group/25/mukuroji46ouboform.pdf
https://www.city.kitamoto.lg.jp/material/files/group/25/mukuroji46ouboform.pdf


国語科・書写課題 

名称 内容(応募課題) 応募規格 

「下水道いろ

いろコンクー

ル」 

小学校低学年（１～３年生）「下水どう」 

小学校高学年（４～６年生）「下水道の

役割」 

・半紙（３３３✕２４２mm 程度）を縦長で

使用する。 

※楷書、行書に限る。 

※作品の左端に学年、氏名を墨書きする。作

品中に学校名は不要。 

・作品表などの名札は付けずに提出する。 

▼第 62回「下水道の日」作品コンクール 

 

※本校では、書道部門の作品を取り扱いま

す。ポスター部門、標語部門については、

取り扱いません。なお、個人で応募するこ

とは可能です。 

ＪＡ共済小・中

学生書道コン

クール 

 

学年 条幅の部 半紙の部 

第１学年 いろり みち 

第２学年 なかま ほたる 

第３学年 竹とんぼ ひまわり 

第４学年 雪わり草 友達 

第５学年 緑の草原 喜びの歌 

第６学年 認め合う心 発芽の時 

＜半紙の部＞･･･タテ約 33cm×ヨコ約 24cm 

＜条幅の部＞･･･タテ約 136cm×ヨコ約 35cm

（画仙紙半切：書きぞめの画仙紙とは大きさ   

が異なります。） 

※書体：楷書体 

※氏名記入方法 

作品の左側に記入 

（学年）････○年  

（氏名）････○○○○○ 

※名札…作品左下に専用のものを貼り付け

る。（実施要項 9ページ） 

▼第 66回 JA共済小・中学生書道コンクール

実施要項 

 

国語科・読書感想文 

名称 内容(応募課題) 応募規格 

第６８回青少年読書

感想文コンクール 

〇課題読書 …  

コンクールサイトを参照 

 

 

〇自由読書 … 

令和４年度課題図書以外の図書 

 

・原稿用紙を使用し、縦書きで自筆する。 

・小学校低学年の部（1、2年生） 

→ 本文 800字以内 

・小学校中学年の部（3、4年生） 

→ 本文 1,200字以内 

・小学校高学年の部（5、6年生） 

→ 本文 1,200字以内 

▼第６８回青少年読書感想文全国コンクール

応募要項 

▼第６８回青少年読書感想文全国コンクール

応募票 

「てのひら文庫賞」

読書感想文 

コンクール 

○てのひら文庫部門・・・ 

コンクールサイトを参照 

 

〇自由読書 … 

てのひら文庫部門以外の図書 

 

・原稿用紙を使用し、縦書きで自筆する。 

・文字数は問いません。 

▼第４６回「てのひら文庫賞」読書感想文コン

クール応募要項 

▼第４６回「てのひら文庫賞」読書感想文コン

クール応募票 

 

※学年は小○ではないの

で間違えないように 

https://www.pref.saitama.lg.jp/c1501/koho/concours62.html#syodo
https://social.ja-kyosai.or.jp/contest/images/2022/calligraphy/saitama/boshu.pdf
https://social.ja-kyosai.or.jp/contest/images/2022/calligraphy/saitama/boshu.pdf
https://www.dokusyokansoubun.jp/books.html
https://www.dokusyokansoubun.jp/youkou.html
https://www.dokusyokansoubun.jp/youkou.html
https://www.dokusyokansoubun.jp/download/oubohyou.pdf
https://www.dokusyokansoubun.jp/download/oubohyou.pdf
http://www.sokyoken.or.jp/tenohira/pdf/46_shitei.pdf
http://www.sokyoken.or.jp/tenohira/pdf/46_boshu.pdf
http://www.sokyoken.or.jp/tenohira/pdf/46_boshu.pdf
http://www.sokyoken.or.jp/tenohira/pdf/46_oubohyo.pdf
http://www.sokyoken.or.jp/tenohira/pdf/46_oubohyo.pdf


図画工作科・絵画、工作課題 

名称 内容(応募課題) 用紙・応募規定等 

ゆうちょアイディア

貯金箱コンクール 

・身近な素材を使って世界にひ

とつだけの貯金箱を作る。 

※全員に参加賞あり。 

 

・材料は自由（持ち運びができる壊れない物） 

・作品の大きさは、一片２５㎝以内にする。 

 

▼応募について 

▼ゆうちょアイディア貯金箱コンクール 出

品票 

明るい選挙啓発ポス

ターコンクール 

 

・立派な政治が行われるには、

明るく正しい選挙を推し進め

なければならない、という意

図を表現したもの。 

※作品は返却されません。 

 

・四つ切画用紙（５４２㎜×３８２㎜） 

・八つ切画用紙（３８２㎜×２７１㎜）に準じ

る大きさ 

・描画材料は自由。 

 

▼明るい選挙啓発ポスターコンクール 出品

票 

動物愛護ポスター ・動物愛護精神の普及・啓発を

図るため。 

・動物（犬・猫）愛護に関する

もの。 

・Ａ３判 

・紙質・色彩は自由 

 

▼動物愛護ポスター 出品票 

「家庭の日」ポスタ

ーコンクール 

・家族みんなでたのしくすごし

ているところ 

・家族のふれあい、いたわりあ

い、団らん等を題材として「家

庭の日」の普及啓発に資する

もの 

・文字の記載も可（例 家庭の

日） 

※応募作品（代表）は返却され

ません。 

・４つ切り、８つ切り、Ｂ３、Ｂ４、Ａ３の画

用紙又は、ケント紙を使用する。 

・描画材は自由とします。 

※所定の出品票を作品の裏に貼る。 

 

▼「家庭の日」ポスターコンクール 

▼「家庭の日」ポスターコンクール添付票 

 

埼玉県トラック協会 

児童絵画作品コンク

ール 

・テーマ「ぼく・わたしが思う

安全で安心な環境にやさしい

トラック～こんなトラックあ

ったらいいな～」 

※全員に参加賞あり。 

※作品は返却されません。 

  

・四つ切画用紙（横書き） 

・クレヨン・パステル・水彩絵の具など用具は

自由。 

※所定の応募票を作品の裏面中央に貼る。 

（自宅住所・電話番号は、入賞の場合のみ連絡

に使用されます。） 

 

▼「トラック協会児童絵画作品コンクール」募

集要項 

▼「トラック協会児童絵画作品コンクール」応

募用紙 

防火ポスター 

 

・防火思想を的確に表現したも

の 

 

・応募資格 ４～６年生 

・Ａ３画用紙 

・統一標語も必ず表記（標語間違いに注意） 

「お出かけは マスク戸締り 火の用心」 

▼防火ポスター応募用紙 

※用紙を丸めたり、折ったりすると無効になるものもあり。 

※名札に記入事項を忘れず記入し、応募規定に従って作品裏面 

に貼ってください。 

作品裏面にのりで貼る。 

名 札 

https://www.idea-chokinbako.jp/about/page3
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0307/kenminkaigitop/kateinohi/h26.html
https://www.saitokyo.or.jp/concour-form/
https://www.saitokyo.or.jp/concour-form/
https://www.saitokyo.or.jp/pdf/concour-entry.pdf
https://www.saitokyo.or.jp/pdf/concour-entry.pdf


 

図書館指導部・調べる課題 

名称 内容(応募課題) 応募規格 

図書館を使った調べるコ

ンクール 

◎テーマは自由 

北本市内の小中学生を対象として、図書

館の資料などを使って「調べた結果をま

とめた作品」「夏休みの自由研究作品」

など 

 

小学生は、Ａ４～Ｂ４ 

５０ページ以内。 

 

▼図書館を使った調べる学習コン

クールポスター 

▼図書館を使った調べる学習コン

クール 

▼応募カード 

 

理科部・第７３回北足立地区科学教育振興展覧会 

名称 内容(応募課題) 応募規格 

第７３回北足立地区科学

教育振興展覧会 

・テーマは自由 

生活科や理科の勉強をしていて、「ふ

しぎだな。」「もっと調べてみたいな。」

と思ったこと、生活の中で気付いたこ

と、研究してみたいと思ったことなど

をまとめる。 

・埼玉県理科教育研究会のホーム

ページ 

（https://www.sairiken.com/）に

掲載している「研究のまとめ方」

を参考にしてまとめる。 

・Ａ４レポート８枚以内（作品に

関する写真及びデータ等も合わ

せて８枚以内）。 

 

▼第７３回北足立地区科学教育振

興展覧会（鴻巣支部審査）実施

要項 

 

家庭科部・工作課題 

名称 内容(応募課題) 応募規格 

発明創意くふう展 ・テーマは自由 

・あったらいいな、便利だな、と思う

ものを自由な発想で作成する。 

・出品物は原則として縦・横・高

さ各６０㎝以内、重さ２０㎏以内 

・説明書は、B２判(縦７２．８㎝

×横５１．５㎝)以内で１作品１

枚とする。(ただし、説明書が必

要な作品のみ)  

 

▼発明創意くふう展案内 

   

 

https://www.sairiken.com/
https://www.sairiken.com/


 

環境教育・工作課題 

名称 内容(応募課題) 応募規格 

牛乳紙パックで『遊ぶ学

ぶ』コンクール 

・牛乳パックを利用した工作 

「たて」「よこ」「たかさ」3 辺の合計

が 160 ㎝の箱に入る大きさ。 広がっ

たり伸びたりする場合でもその箱に

入る物 

・「たて」「よこ」「たかさ」3 辺の

合計が 160 ㎝の箱に入る大き

さ。 広がったり伸びたりする場

合でもその箱に入る物。 

 

▼牛乳紙パックで『遊ぶ学ぶ』コ

ンクール応募要項 

 

 

環境教育・絵画と作文 

名称 内容(応募課題) 応募規格 

私たちの自然を守ろうコ

ンクール 

・テーマ「自然の中で遊んだこと」

「こんな学校にしたい！自然の

生きものと一緒に遊べる学校」の

どちらか 

 

 

・絵画ポスター Ａ４からＢ３・四ツ

切画用紙 

・作文 Ｂ４ ４００字詰原稿用紙 

３枚まで 

 

▼私たちの自然を守ろうコンクール 

 

環境教育・環境ポスターと標語 

名称 内容(応募課題) 応募規格 

環境ポスター・標語コン

クール～環境問題をテー

マに～ 

・テーマ 

（１）「食品ロス」 

（２）「海洋プラスチック問題」 

（３）「ゼイカーボン」「カーボンニ

ュートラル」 

 

・ポスター 四つ切画用紙またはケン

ト紙 

・標語 ３１文字以内 

・応募作品はポスター・標語のいずれ

か１人１点に限る。 

 

▼環境ポスター・標語コンクール実施

要領 

▼環境ポスター応募票 

▼環境標語応募用紙 

 

https://www.packun.jp/
https://www.packun.jp/
http://www.eco-saitama.or.jp/contest22/index.html


 

地域連携教育部・標語、写真、絵はがき 

名称 内容(応募課題) 応募規格 

「北本ふれあい家族の日」 ・作品を家族で協力して作り上げ

ることにより、家族のふれあい

を振り返り、家族の在り方を考

える。 

標 語 ････ 規定の用紙に記入 

写 真 ････ ２Ｌサイズのみ 

 

▼開催案内 

▼写真作品出品票 

「税に関する絵はがきコ

ンクール」 

・“税の大切さ”や“税の果たす

役割”について、家族と一緒に

考え、学んだ知識や感想を“絵

はがき”に表現する。 

絵はがき部門（コンクールチラシにあ

るはがきサイズの用紙）配布済の応募

用紙を確認し、絵はがきを作成してく

ださい。 

 

★応募した作品で、学校代表として出品した作品は、応募先の都合により返却されないものもあります。 

ご了承ください。 

 

担 当：主幹教諭 滝瀬伸行 

電 話：５９１－１１８０ 

ＦＡＸ：５９１－１１８７ 



 

ゆうちょアイディア貯金箱 出品票 

                                         

明るい選挙啓発ポスターコンクール 出品票 

明るい選挙啓発ポスター 

県名 埼玉県 

学校名 北本市立西小学校 

学年    年 

（ふりがな） 

名前 

     

 

 

                             

動物愛護ポスター 出品票 

動物愛護ポスター 

住所  

所属学校名 北本市立西小学校      

学年      年 

（ふりがな） 

名前 

     

 

                                 

 

防火ポスター 出品票 

防火ポスター 

所属学校名 北本市立西小学校      

学年      年 

（ふりがな） 

名前 

     

 

 

                                 

 

ゆうちょアイディア貯金箱 

作品名  

 

 

学年・性別 年     組       （ 男 ・ 女 ） 

（ふりがな） 

名前 

     

 

                                 



「家庭の日」ポスターコンクール 

 



図書館を使った 調べる学習コンクール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



北本市立中央図書館「調べる学習コンクール」応募カード 

 

 



【児童生徒の皆さんへ】 北足立地区小中学生科学コンクール（鴻巣支部審査）実施要項 

  

 
 

 

 



発明創意くふう展 

 

 

 

（１） 応募内容 

・発明や相違することに重点を置いて作成したもの 

（２） 規格 

・出品物は原則として縦・横・高さ各６０㎝以内、重さ２０㎏以内。 

・説明書は、B２判(縦７２．８㎝×横５１．５㎝)以内で１作品１枚とする。(ただし、説明書

が必要な作品のみ) 

・下の出品表を必ず作品に添付して出品しれください。 

 

 

 

 

出品題名  

学校名 北本市立西小学校 学年  氏名  

工夫したところ 

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

 

 この展示会は次世代を担う青少年に発明創意くふうを奨励して、創造する喜びを体得させ、創

意工夫活動の促進を図るとともに、産業教育の振興に資するために開催するものである。 

キ リ ト リ 線 
 



ホームソーイング 作品コンクール  

 

（１）応募作品 ミシンを活用して制作したもので、自作の未発表のもの  

小学生の部 （４・５・６年生） 

小物・インテリア作品・衣服作品・リメイク・コスチューム・※デコ作品など 

 ※既製品または自作のものを利用してリメイクやデコレーションした作品 

 

（２）応募方法  

①作品：下記の様式により白布に必要事項を記入し作品に縫い付けてください。作品が分かれ

ているもの、付属品があるものは、作品すべてに白布をつけて下さい。 

②作品の写真：タテ８ｃｍ×ヨコ１０ｃｍ程度を一緒に提出してください。 

 

白布様式（タテ８ｃｍ×ヨコ１０ｃｍ程度） 

 

                             ←縫い付け部分（手縫い） 

 

    

 

←下から２ｃｍ位空欄に

する 

 

 

 

（３）作品賞 

①最優秀賞  ②アイデア賞  ③優秀賞  ④佳作賞   ⑤努力賞    ⑥特別賞 

発表・表彰式は 3月に行われます。作品賞受賞以外の方には、参加賞が出ます。 

（※作品の返却が３月下旬になるため、６年生は返却できない場合もあります。） 

 

（４）その他    作品応募の際に、作品名、作品の説明が必要になります。 

下の用紙に記入して作品と一緒に提出してください。 

 

 

 

   年  名前
なまえ

                  

 

作品名                                     

 

作品の説明（簡単に） 

 

     

 

●氏名 

●学校名、学年 

 

 



環境ポスター・標語コンクール実施要領 

 

 

 



環境ポスター応募票



かんきょうひょうごおうぼようし 



環境標語応募用紙 



「北本ふれあい家族の日」 

 



令和４年度「北本ふれあい家族の日」作品出品票 

 

    のりしろ  写真の中央下に、この出品票を貼ってください 

 

令和４年度「北本ふれあい家族の日」作品出品票 

 
北本市立      学校 

 

      年 

 

      組 

 

 氏名 

 

出品部門 写 真 

◎この写真で表現した「家族とのふれあい」はどの点ですか。 
 または、この作品をつくる時に「家族」はどのようにかかわりましたか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


