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冊子を
丸ごと
ダウンロード

先生方へ

昨年の異例の夏休みから一年、いまだに行事や

部活動などが制限され、生徒たちの様々な機会が

減ってしまっているのではないかと思います。こ

の夏が少しでも何かを考えたり、創作したりする

きっかけになればと思い、コンテストをご紹介し

ます。

コンテストには、自分の作ったものが評価され

るかもしれない、社会の役に立つかもしれない⋮⋮

そんな可能性と期待があります。たとえ学校の勉

強や運動が苦手でも、必ず自分が輝けるコンテス

トがあります。

ぜひ、今しかできない創作を楽しんでもらいた

いです。

そして、生徒たちがそれぞれのトビラを見つけ

てくれますように。

公募ガイド編集部より

夢がふくらむ！

〇〇力が手に入る！

コンテストは様々な職業を知るきっ

想像力、集中力、文章力、表現力

かけになる。社会を身近に感じる

…様々な力が創作には必要。自分

と具体的な夢も見えてくるはず！

でも知らないうちに〇〇力が
身につく！

もっと“得意” に！

新しい趣味、見つかる！

自分の好きなことが評価される

応募をきっかけに俳句やイラスト

チャンス！ 入選すればますます

など、知らなかった世界の

自信につながる。

魅力に気づくかも。

コンテストといえば
「 公募ガイド

」

「月刊公募ガイド」
は国内唯一のコンテスト情報誌です。小説
の書き方や短歌の作り方などの創作のノウハウを特集し、プ
ロの作家も多数輩出。WEBメディア「 公募ガイド ONLINE」
では、年間約 3 万件のコンテスト情報を掲載しています。

「月刊公募ガイド」
全国の書店にて
毎月 9 日発売
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コンテスト

Q.1

Q.3

夏休み特別号とは？
夏休みを有意義に過ごして

なぜ課題におすすめなの？

＜コンテストの課題としての活用状況＞

もらうために、文芸からアー
トまで幅広いジャンルのコ
ンテストを紹介しています。
当社のアンケート調査に回
答した7割以上の先生がコ

未活用

27%

ンテストを課題に活用して
いると回答しています。

毎年

21%

ときどき

52%

※公募ガイド社調べ

Q.2

生徒に知らせるには？

気になったページを印刷して配布できます。特設サイトから
冊子を全ページダウンロードすることも可能です。詳しい手
順はこちらをご覧ください。

「社会問題」
「 環境」など少し難しいテーマも、
創作をきっかけに自分で考えたり、仲間と協力
したりして取り組むことができます。授業の一
環として活用するのもおすすめです。

Q.4

難しいのはちょっと…。

コンテストをきっかけに、将来の夢や新たな趣
味・学びを見つけてほしい！という思いから、
本冊子には初めてでも取り組みやすいものをま
とめています。

Q.5

もっと知りたい場合は？

冊子に載せきれなかったおすすめのコンテスト
を特設サイトで多数ご紹介しています。各ペー
ジのQRコードから特設サイトにアクセス可能
です。ぜひご覧ください！

配布方法
特設 サイトにアクセス！

印刷

QR コードから特設サイト

冊子から

へ！ コンテストの詳細や、
載せきれなかったコンテス
トを紹介しています。

さあ、 はじめよう！
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生徒 へ

配布

QRコードから

掲示

文芸

LITERATURE
第 7 回 赤本の教学社 受験川柳
主催：世界思想社教学社

賞：賞品

対象：資格不問

乗り越える力になる、その一句
第 6 回入賞作品

誰もが避けては通れない受験。この 1 年、思わぬ苦労

●最優秀賞

を強いられた受験生も多かっただろう。そんな受験と向

●高校生特別賞

合格の バトンつなげる 体験記

若い受験生にとって、受験だけでも大きな試練なのに、
コロナとの戦いにも巻き込まれた。第 6 回の最優秀賞
は、最初の「緊急事態宣言」における休校という現実
が垣間見える。時代を捉えながら作句することも大切だ。

●中学生特別賞

受験生 何をやっても 受験生

特 設 サイトで

ヒント

もっと見つかる！

制靴が 靴箱にある 3 か月

き合う自分を見つめて川柳にしてみよう。

担当者より
●内容／受験にちなんだ川柳を募集。
●規定／ WEB で応募。応募数自由。

受験にまつわるエピソードや、受験へ
の思いのこもった川柳をお待ちしてい
ます。この公募を通じて、受験生を
応援しています。

締切：2021 年

10 /11

第 5 回 青い鳥文庫小説賞

第 8 回 福岡女学院短歌コンクール
主催：福岡女学院

主催：講談社 青い鳥文庫編集部

賞：50万円

対象：資格不問

賞：QUO カード 3 万円分

恋、魔法、冒険…とっておきの物語を

「今」はいつか収穫となる
新しい日常で変わったこと、変わらないこと。これまでと違

1980 年に創刊され、子
どもの「読みたい」気持

う「今」を生きている私たち。感じる思いを短歌にしよう。

担当者より

ちに向き合ってきた青

ドキドキ＆ワクワクする物
語を書いてみませんか？
ご応 募をお 待ちしており

い鳥文庫。
新たな作品を
広く募集する。今回は
「名探偵夢水清志郎事件ノー

ます！

ト」
「怪盗クイーン」などのシリーズで人気の作家・

前回最優秀賞作品
●中学生の部

「重いよー」とみんなで楽器運ぶとき「吹奏楽部」をしてると思う
●高校生の部

はやみねかおる氏が特別選考委員を務める。マン

異世界はたしかにあった夏の日のテニスコートが纏った光

ツーマン指導が受けられる可能性も！
●内容／小・中学生を対象としたエンターテイン
メント小説を募集｡ ①一般部門 ② U-15 部門｡
● 規 定／ WEB、郵送で応 募。①は原 稿 用紙
55〜 230枚、②は80 枚以内。応募数自由｡

対象：小学生以上

●内容／「今をうたう」をテーマにした短歌を募集。
●規定／ WEB、郵送、FAX で応募。応募は 1 人
2 点以内。

締切：2021 年

9/ 30（消印）

締切 高校生の部

12

●内

15（水）

容

●応募資格
●応募規定

（当日消印有効）

●賞

締切：2021 年

9/ 7（消印）

随筆
（エッセイ）
。テーマは自由
（人とのふれあい、家族や旅の思い
出、
ふるさとへの思い、
世の中の動きについて考えたことなど）
高校生以上

A4判400字詰原稿用紙3～5枚以内

〈高校生の部〉 最優秀賞
（1名）10万円
（図書カード）
優秀賞
（若干名）3万円
（図書カード）
佳作
（若干名）5千円
（図書カード）

奨励賞
（20名程度）3千円
（図書カード）

応募先

〒918-8113 福井市下馬町51－11
風花随筆文学賞実行委員会事務局
（福井県ふるさと文学館内）
TEL（0776）33-8866 Eメール：kazahana@pref.fukui.lg.jp
URL：https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/

※学校でまとめて応募される場合は、チラシの応募票をコピーしてお使い下さい。
Photo:Akine Coco

《主催》風花随筆文学賞実行委員会

風花とは雪が舞い散る様子を花に例えたもの。この文学賞は、福井県出身の芥川賞作家
津村節子氏の随筆集『風花の街から』にちなんで始まりました。
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アート

ART
〝世紀のダ・ヴィンチを探せ！”高校生アートコンペティション 2021
主催：大阪芸術大学

賞：学費全額免除（4年間）または奨学金 50万円、参加賞あり

対象：高校生

キミも未来の芸術家！
前回ダ・ヴィンチ大賞作品

美術や音楽、映像などの作品を募集。大阪芸術大
学の教授陣が審査員を務め、入選以上の作品は展

「Birthday」

覧会に出品される。日頃の創作の腕を試してみよう。
特 設 サイトで

もっと見つかる！

ヒント

●規定／ WEB で応募。応募は 1 人 2 点以内。

締切：2021 年

9 /6

モネの SNSアートコンテスト 2021
主催：北川村「モネの庭」マルモッタン

賞：Amazon ギフトコード1万円分

対象：資格不問

高 知 県 にある
庭」マルモッタ
ンは、印象派の
画家クロード・
モネ の 庭 を本

担当者より
モネの 作品には日本人
が共 感できる要 素が多い
はず。感じたままのモネの
要素を自由に作品にして
ください。

「世界で1 冊だけ」
の、
キミの絵本
絵本 1 万冊を公開する､ 射水市大島絵
本館が主催のコンクール｡「おとなの自

分にはさか立ちしたってつくれない､ い
す」と､ 審査員の松成真理子氏。

メージしたアート作品を募集する。

締切：2021 年

11/ 30

対象：高校生以下

前回最優秀賞作品

まの自分にだけつくれる絵本がありま

格的に再現した庭園だ。今回、モネの作品をイ

●内容／写真・絵画・立体部門で募集。テーマは「モ
ネに捧げるオマージュ」
。●規定／メール、SNS で
応募。未成年者は保護者の同意が必要。

主催：射水市絵本文化振興財団

●内容／手づくり絵本を募集｡ テーマ自由｡ ●規定
／郵送で応募。作品は本文 10 ページ以上｡ 製本
方法､ 画材､ 技法自由｡ 応募は 1 人 1 点。合作可。

「きみだけの世界を」

北川村「モネの

おおしま国際手づくり絵本
コンクール 2021 ジュニアの部
賞：図書カード 5 万円分、参加賞あり

日本にもモネの庭がある！
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芸 術 活動に励む高校 生
が全国に多くいることと思
います。そんな未来の芸術
家たちに期待しています。

毎年多彩な作品が集まり、近年は絵画作品に限
らずクラリネットの演奏や映像ドキュメンタリーな
どもダ・ヴィンチ大賞に選ばれている。部門には
建築、キャラクター、アートサイエンスなどもある。

●内容／アート作品を募集。全 12 部門。

担当者より

締切：2021 年

9/5（必着）

アイデア

IDEA
ウンノハウスのヒラメキハウス「夢の家」アイデア募集
主催：ウンノハウス

対象：中学生以下

賞 : トイザらス商品券 3 万円分、参加賞あり

あんな家もいいな、こんな家もいいな♪
もし願いが叶うなら、どんな家に住んでみた
い？ 絵で表現するのはもちろん、粘土や
木で作品を作って写真で撮るのも◎。
担当者より

／郵送で応募。作品は A3 判程度の用紙を使用。応募は 1 人 1 点。

第10 回 チー1グランプリ

9/30（消印）

第 42 回 U-22プログラミング・
コンテスト 2021

主催：チーズ普及協議会

賞：JCB ギフトカード 5万円分

締切：2021 年

対象：資格不問

主催：U-22 プログラミング・コンテスト実行委員会

賞：50万円

チーズでアレンジ、おいしさ UP！

対象：22歳以下

夢中は無敵！迷いはいらない！

日本の食生活にもっとチーズを普及
させようと開催される本コンテスト。

プログラミング好き

地元ならではの食材でオリジナリテ

必見！ 最高賞を受

ィあふれるレシピを作ろう。

賞すると、賞金だけ
でなく未 踏 事 業の
推薦などステップア

審査ポイントは 4 つ！

ヒント

●内容／コンピュータプログラミングで、AI、セ
キュリティ、学習＆教育、コミュニケーション、ゲー
ムなどを実行可能にした作品を募 集。● 規 定／
WEB で応募。15 歳未満は保護者の同意が必要。

締切：2021 年

9 /15（消印）

賞：記念品・参加賞あり

対象：小・中

全国高校生建築提案コンテスト 2021
主催：秋田県立大学

賞：図書カード 3 万円分

対象：高校生

第9回 しいたけ超簡単レシピコンテスト
主催：全国サンマッシュ生産協議会

賞：旅行券 5万円分

難しそうという先入観を
捨てて、好きなもの、作り
たいものを全力で 作って
みてください！

く次代の IT エンジニアを目指そう！

かがやけ未来！発明アイデアコンテスト
主催：日本弁理士会関東会

担当者より

ップの道も用意されている。 新しい未来を開

①チーズのおいしさを活かしている ②地域色のあるレシピ
である ③家庭で手軽に作れる ④おいしそうな見た目

●内容／チーズとご当地食材を使用するか、チー
ズを使用し郷土料理をアレンジした料理のレシピ
を募集。●規定／ WEB、
郵送で応募。応募数自由。

特 設 サイトで

●内容／子どもたちが住んでみたいと思う「夢の家」を募集。●規定

もっと見つかる！

家全体のことはもちろん、面白いト
イレとか家の中の秘密基地とか、楽
しい壁などパーツでも OK です！

対象：資格不問

『あったらいいな』を大募集！

テーマは「どうぞの建築」

ご飯がすすむ、簡単美味しい
「しいたけ丼」のレシピを！

締切：2021 年

8/31

締切：2021 年

9 /12（消印）
締切：2021 年

10 /29（消印）
締切：2021 年

9 /30（必着）
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新語 他
･

OTHER
第6 回 大辞泉が選ぶ新語大賞 2021
主催：小学館 大辞泉編集部

賞：Amazon ギフト券 1 万円分、毎月30名に同 500円分

対象：資格不問

言葉は今を生きている。あなたの新語を辞書に載せよう！
昨年以来、多くの新語が私たちの変わりゆく生活を伝えてきた。

これまでの受賞作品

日々紡がれる言葉を記録し取り入れている『大辞泉』
。あなたが

第5回

見つけた新しい言葉や、言葉の新しい使われ方をこの辞典に載
せよう。

特 設 サイトで

もっと見つかる！

ヒント

昨年の大賞は「三密」
、次点は「コロナ禍」
。投稿数ベスト 10
も 1 位「経年美化」と 7 位「ぴえん」以外、すべて新型コロ
ナ関連語だった。採用となったコロナ関連以外の言葉は「ス
ルースキル」
「神回」
「きめハラ」など。

●内容／『大辞泉』に未収録の新語を募集。
●規定／ WEB、Twitter で応募。応募数自由。

締切：2021 年

11/14

第 4 回 フェローズフィルム
フェスティバル 学生部門

担当者より

対象：資格不問

遊び心とアイデアで勝負！
横山隆一といえば、昭

開催される、
学生のための短編映画祭。4 分

国放送の予定。

次点【にわかファン】

賞：50万円

才能あふれるクリエイターの発掘を目指して

秀賞作品は BS デジタル放送の番組にて全

次点【闇営業】

主催：高知市／横山隆一記念まんが館

無限のアイデアを 4 分間に。

した 8 作品は本映画祭で上映される。最優

大賞【イートイン脱税】

次点【コロナ禍】

今年を切り取る「新語」をぜひ。若者言葉も OK！
学生ならではの視点もお待ちしています。応募前に、
web 辞書などで未収録か確認を！

対象：日本国内の学生

間の短い映像作品を募集。一次審査を通過

大賞【三密】

横山隆一記念まんが館 第17回
まんがの日記念 ４コマまんが大賞

主催：フェローズ FFF 事務局

賞：50万円

第4回

担当者より
起 承 転 結のあるストーリ
ーと、大人には思いつかな
いような学 生らしいアイ

和を代表する 4 コマま

担当者より

んが『フクちゃん』の作

4 コマまんがはまんがの
基本と言われ、初心者でも
描きやすいはず。たくさんの
学生さんの応 募を待って

者。
「起承転結」のリズ
ムを使って、テンポのい
い４コマまんがに挑戦

デアを期待します。

しよう！
● 内 容／ショートフィルムを募 集。
ジャンル不問。●規定／ WEB で応
募。作品の長さは 4 分～ 4 分 15 秒。
フォーマットは .mov か .mp4｡

締切：2021 年

●内容／4 コマまんがを募集。テー
マは自由。● 規 定／郵送で応 募。
CG 作品不可。

9 / 30

令和3 年度 山火事予防ポスター用標語募集
主催：日本森林林業振興会

賞：記念品

対象：中・高

角川文庫 POPコンクール大賞
主催：KADOKAWA

賞：好きな角川文庫 30 冊

対象：小・中・高

第9 回 一点突破漫画賞
主催：ゼノン編集部

007

賞：50万円

対象：資格不問

ます！

締切：2021 年

9/ 7（必着）

その呼びかけが、 森 林
を山火事から守る。

その面白さを POP にし
てみよう！

君の漫画の面白い“一点”
だけを審査！

締切：2021 年

10 /2（消印）
締切：2021 年

9 /30（消印）
締切：2021 年

9 /1（消印）

まだまだある !

コンテスト名

締切

賞品

6

11

川柳

第 7 弾 不二家 スマイル川柳

2022/1/24

不二家のお菓子詰め合わせ 1,000 円相当

作文

第 13 回 日本語大賞

2021/9/30

賞金 8 万円（高校生）5 万円（中学生）

小説

むさしの学生小説コンクール

2021/9/30

短編集を新潮社より刊行

漢字

第 9 回 今、あなたに贈りたい漢字コンテスト

2021/9/24

図書カードなど 5 万円相当

デザイン

高校生ファッション画コンテスト 2021

2021/10/1

QUO カード 3 万円分ほか

デザイン

『英単語ターゲット』表紙デザイン大賞

2021/8/31

賞金 10 万円

アート

日学・黒板アート甲子園 2021

2021/9 /3

QUO カード 2 万円分ほか、参加賞あり

写真

第 24 回 ペット写真コンテスト

2021/8/31

記念品ほか

写真

第16 回 アイデム写真コンテスト「はたらくすがた」

2021/9/10

図書カード 5 万円分、参加賞あり

写真

風景写真祭2022「第17回 美しい風景写真100人展」 2021/9/10

チェキ instax mini11 ほか

動画

「# ガリガリ君ダンス」投稿キャンペーン

2021/12/31

ガリガリ君アイス 1 年分

大喜利

「＃北海道新幹線大喜利」キャンペーン

2021/8/31

記念トロフィーほか

第 13 回 高校生 小論文・スピーチコンテスト

2021/9/10

賞金 3 万円・記念品

第 12 回いっしょに読もう！ 新聞コンクール

2021/9/8

図書カード 3 万円分

小論文・スピーチ
ノンセクション

※ 月 日時点での情報です。詳細は主催者の HPをご覧ください。

ジャンル

夏休み向けコンテスト

特設
サイトは
こちら！

