
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★★★★あなたのステキなあなたのステキなあなたのステキなあなたのステキな作品作品作品作品をおをおをおをお待待待待ちしていますちしていますちしていますちしています。。。。ふるってごふるってごふるってごふるってご応募応募応募応募くださいくださいくださいください。。。。★★★★    
    

タイトル文字・片岡 直子 

イラスト・やべ みつのり 

    

紙芝居文化推進協議会紙芝居文化推進協議会紙芝居文化推進協議会紙芝居文化推進協議会    

応募作品送付先 

紙芝居文化推進協議会 
080-5504-6168(10:00～16:00) 
URL：http://kamibunkyo.jimdo.com/ 
 

〒231-0016 横浜市中区真砂町 3-33 

セルテ 11 階 よこはま市民共同オフィス 

イラスト・長野ヒデ子 

    

●応募作品展示：２０１５年１１月２８日(土)･２９日(日) 
県立青少年センター多目的プラザ

 

●本審査:表彰式：２０１５年１１月２９日（日） 
県立青少年センター多目的プラザ

 

●過去入賞作品の展示：２０１５年１１月２９日（日） 
県立図書館本館１階会議室 

 
主催主催主催主催：：：：    紙芝居文化推進協議会紙芝居文化推進協議会紙芝居文化推進協議会紙芝居文化推進協議会    

    加盟会員加盟会員加盟会員加盟会員    教育画劇教育画劇教育画劇教育画劇    児童文化児童文化児童文化児童文化のののの会会会会｢｢｢｢ゆうゆうゆうゆうゆうゆうゆうゆう｣｣｣｣    童心社童心社童心社童心社    有隣堂有隣堂有隣堂有隣堂（（（（50505050 音順音順音順音順））））    

    などなどなどなど団体団体団体団体・・・・個人会員個人会員個人会員個人会員    

共催共催共催共催：：：：    神奈川県立青少年神奈川県立青少年神奈川県立青少年神奈川県立青少年センターセンターセンターセンター        神奈川県立図書館神奈川県立図書館神奈川県立図書館神奈川県立図書館    

後援後援後援後援：：：：    神奈川県図書館協会神奈川県図書館協会神奈川県図書館協会神奈川県図書館協会        神奈川新聞社神奈川新聞社神奈川新聞社神奈川新聞社        子子子子どものどものどものどもの文化研究所文化研究所文化研究所文化研究所        横浜市教育委員会横浜市教育委員会横浜市教育委員会横浜市教育委員会        

    川崎市教育委員会川崎市教育委員会川崎市教育委員会川崎市教育委員会        

協賛協賛協賛協賛：：：：    京浜急行電鉄京浜急行電鉄京浜急行電鉄京浜急行電鉄㈱㈱㈱㈱        ぺんてるぺんてるぺんてるぺんてる㈱㈱㈱㈱    

助成助成助成助成：：：：    横浜市地域文化横浜市地域文化横浜市地域文化横浜市地域文化サポートサポートサポートサポート事業事業事業事業・・・・ヨコハマアートサイトヨコハマアートサイトヨコハマアートサイトヨコハマアートサイト２０１５２０１５２０１５２０１５    

    

応募期間：２０１５年８月２４日（月）～９月１０日（木） 

    

第第第第 16 回 

    



作作作作ってみようってみようってみようってみよう！！！！紙芝居紙芝居紙芝居紙芝居    

紙芝居文化推進協議会では、第１６回「手づくり紙芝居コンクール」を開催します。 

日本で生まれた紙芝居は、いまや「Ｋａｍｉｓｈｉｂａｉ」として世界にはばたいています。 

海外からもたくさんの応募があります。 

自分で作る。友達といっしょに作る。家族で作る。 

どこにもない、たったひとつの宝物。それはあなたがつくる紙芝居 

 
審査員長： 長野 ヒデ子（画家 / 紙芝居・絵本作家） 
審 査 員： ときわ ひろみ（紙芝居作家） 
 宮崎 二美枝（紙芝居作家） 
 やべ みつのり（画家 / 紙芝居・絵本作家） 
 渡 辺  享 子 (画家 / 紙芝居・絵本作家）(50 音順） 
 教育画劇  童心社  有隣堂 の各団体代表者（50 音順) 紙芝居文化推進協議会会員より 

応 募 要 項 
１１１１ 作品規定作品規定作品規定作品規定 

･ 作品のテーマはオリジナルなものを原則とします。 
 再話（民話・昔話等をもとに創作したもの）も可としますが、 
原作名を必ず記入してください。 

･ 大きさは大きさは大きさは大きさは AAAA３判３判３判３判    (30(30(30(30 ㎝×㎝×㎝×㎝×42424242 ㎝）以内㎝）以内㎝）以内㎝）以内、、、、大型は不可。枚数は自由。 
実演可能な厚手の用紙実演可能な厚手の用紙実演可能な厚手の用紙実演可能な厚手の用紙で応募してください。 

･    実演時間は、１０分以内。実演時間は、１０分以内。実演時間は、１０分以内。実演時間は、１０分以内。 

･ ２００字以内で「あらすじ」を結末まで書き添付してください。２００字以内で「あらすじ」を結末まで書き添付してください。２００字以内で「あらすじ」を結末まで書き添付してください。２００字以内で「あらすじ」を結末まで書き添付してください。 
 ＊別紙「あらすじ用紙」の記入方法、注意事項をご覧ください。 

･ 他のコンク－ルへの応募作品も可とします。 

２２２２    応募資格応募資格応募資格応募資格 アマチュアに限ります。幼児から成人まで。海外からの応募も歓迎します。 

３３３３ 応募点数応募点数応募点数応募点数 ２点以内。個人制作でも、共同制作でもかまいません。 

４４４４ 応募部門応募部門応募部門応募部門 
● ジュニアの部： 小学生までを対象とします。 

● 一 般 の 部： 中学生以上を対象とします。 
  ＊親と子、大人と子どもの合作による作品は、｢一般の部｣へ応募してください。 

５５５５ 応募期間応募期間応募期間応募期間 ２０１５２０１５２０１５２０１５年８月２４日（月）～９月１０日（木）年８月２４日（月）～９月１０日（木）年８月２４日（月）～９月１０日（木）年８月２４日（月）～９月１０日（木） 
  （学校に提出して返却されない場合はご相談ください。）    

６６６６ 審査日程審査日程審査日程審査日程 
● 作品審査：９月２８日(月)～１０月２日(金)  
 脚本と絵による審査。審査員が入賞作品 15 点(優秀賞)を選考。 

●    本審査・表彰式：１１月２９日（日）本審査・表彰式：１１月２９日（日）本審査・表彰式：１１月２９日（日）本審査・表彰式：１１月２９日（日）    会場：青少年センター多目的プラザ会場：青少年センター多目的プラザ会場：青少年センター多目的プラザ会場：青少年センター多目的プラザ     
 本審査は、作品審査の入賞作品 15 点を、審査員と観客の前で作者に実演していただきます。 
 脚本・絵・実演などを総合的に審査し、各部門の大賞、観客賞などを決定し、表彰します。 

７７７７ 賞・賞品賞・賞品賞・賞品賞・賞品  入賞者に賞状、記念品、応募者全員に参加記念品 
● 上地ちづ子賞上地ちづ子賞上地ちづ子賞上地ちづ子賞（ジュニアの部大賞） １点 ジュニアの部優秀賞ジュニアの部優秀賞ジュニアの部優秀賞ジュニアの部優秀賞 ７点 
● 加太こうじ賞加太こうじ賞加太こうじ賞加太こうじ賞（一般の部大賞） １点 一一一一    般般般般    のののの    部部部部    優秀賞優秀賞優秀賞優秀賞 ６点 
● 各社各社各社各社賞賞賞賞･･･教育画劇賞 童心社賞 有隣堂賞（50 音順）各１点  
● 神奈川県立図書館長賞神奈川県立図書館長賞神奈川県立図書館長賞神奈川県立図書館長賞 １点（神奈川県を題材にした作品、神奈川県で演じたい作品に与えられます） 
●神奈川県立青少年センター館長賞神奈川県立青少年センター館長賞神奈川県立青少年センター館長賞神奈川県立青少年センター館長賞  １点 
● 観客賞･･･各部門観客賞･･･各部門観客賞･･･各部門観客賞･･･各部門１１１１点点点点   会場の観客による投票で決まります。 

舞台に入れて演じるとき、用紙は 

26.5 ㎝×38 ㎝、または 30 ㎝×42 ㎝が 

適しています 

※周囲約１㎝はかくれてしまうので 

気をつけて絵と脚本をかいてください。 

(背景の色はすみまでぬり､余白にしない) 

８８８８ 応募上の注意応募上の注意応募上の注意応募上の注意 
(1) 応募作品は「こわれもの」の指定で送付してください｡送付･返却にかかる費用は、応募者の負担です。 

(2) すべての応募者に作品審査終了後、審査結果を郵送でご連絡いたします。学校・絵画教室等の団体で学校・絵画教室等の団体で学校・絵画教室等の団体で学校・絵画教室等の団体で

応募の場合は代表の方宛てに郵送しますので、各作者へ速やかにご連絡をお願いします。応募の場合は代表の方宛てに郵送しますので、各作者へ速やかにご連絡をお願いします。応募の場合は代表の方宛てに郵送しますので、各作者へ速やかにご連絡をお願いします。応募の場合は代表の方宛てに郵送しますので、各作者へ速やかにご連絡をお願いします。 

(3)    20202020 作品以上の団体応募作品以上の団体応募作品以上の団体応募作品以上の団体応募の場合は、送付の時お電話でお知らせください。  

(4) 本審査会場には、どなたでも入場できます。会場までの交通費等は、応募者の負担です。 

(5) 応募作品は、１２月１日(火)以降、着払いによる「ゆう着払いによる「ゆう着払いによる「ゆう着払いによる「ゆうパック」パック」パック」パック」で返却します。で返却します。で返却します。で返却します。 
また、入賞作品についても、コンクール終了までお返しできません。 

◆ 応募作品送付先応募作品送付先応募作品送付先応募作品送付先：：：：  
〒231-0016 横浜市中区真砂町3－33 セルテ11階よこはま市民共同オフィス 紙芝居文化推進協議会紙芝居文化推進協議会紙芝居文化推進協議会紙芝居文化推進協議会 

＊おもてに「コンクール作品在中」と朱書きしてください。＊おもてに「コンクール作品在中」と朱書きしてください。＊おもてに「コンクール作品在中」と朱書きしてください。＊おもてに「コンクール作品在中」と朱書きしてください。    

◆ 問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先：：：：紙芝居文化推進協議会紙芝居文化推進協議会紙芝居文化推進協議会紙芝居文化推進協議会 ０８０－５５０４－６１６８（10：00～16：00 にお願いします） 
    

第 1６回手づくり紙芝居コンク－ル応募票 

ペンなどでご記入ください。１作品に１枚。（不足はコピーを）全項目を記入し作品の表に添付してください。 

                                    応募部門応募部門応募部門応募部門（（（（    Ｊ ジュニアの部  Ａ    一般の部    ））））    記号記号記号記号をををを○○○○でででで囲囲囲囲んでくださいんでくださいんでくださいんでください    

ふりがなふりがなふりがなふりがな    

大きさ 縦    ㎝ × 横    ㎝ 

作品名作品名作品名作品名    
枚数          枚 

ふふふふ    りりりり    がががが    なななな    

制作者名制作者名制作者名制作者名    
    

    

＊＊＊＊    合作合作合作合作・・・・共同制作共同制作共同制作共同制作はははは、、、、脚本脚本脚本脚本、、、、絵等絵等絵等絵等のののの分担分担分担分担をををを明記明記明記明記してしてしてして全員全員全員全員のののの氏名氏名氏名氏名をごをごをごをご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。    

書書書書ききれないときはききれないときはききれないときはききれないときは別紙別紙別紙別紙にににに書書書書いていていていて添付添付添付添付してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

制作者連絡先 

 

電話             （    ）    

    

＊＊＊＊    団体応募団体応募団体応募団体応募のののの場合場合場合場合もももも、、、、作者作者作者作者とととと直接連絡直接連絡直接連絡直接連絡のののの

取取取取れるれるれるれる連絡先連絡先連絡先連絡先をおをおをおをお知知知知らせくださいらせくださいらせくださいらせください。。。。    

作品返却先作品返却先作品返却先作品返却先    結果通知・連絡先結果通知・連絡先結果通知・連絡先結果通知・連絡先 

    

住所 〒 

    

    

    

    

宛名 

    

    

    

    

電話  （   ）     FAX （   ） 

※※※※    学校学校学校学校・・・・絵画教室等絵画教室等絵画教室等絵画教室等、、、、団体団体団体団体でででで応募応募応募応募のののの場合場合場合場合はははは、、、、このこのこのこの欄欄欄欄にもごにもごにもごにもご

記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。個人個人個人個人のののの場合場合場合場合はははは不要不要不要不要ですですですです。。。。    

学校名・団体名 

 

住所 〒 

 

 

指導者氏名 

 

  

電話  （   ）  FAX  （   ）    

児童児童児童児童・・・・中高生中高生中高生中高生のののの方方方方はははは、、、、学年学年学年学年とととと年齢年齢年齢年齢をををを記入記入記入記入してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

    

小学 中学 高校 ＊○で囲んで    年生    歳 

一般一般一般一般のののの方方方方はははは下記下記下記下記をををを○○○○でででで囲囲囲囲んでくださいんでくださいんでくださいんでください。。。。    

年代 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代以上 

紙芝居文化推進協議会の（会員・非会員） 

今回今回今回今回のののの応募作品応募作品応募作品応募作品がががが他他他他のコンクールでのコンクールでのコンクールでのコンクールで入賞入賞入賞入賞しているしているしているしている場合場合場合場合はははは、、、、    

コンクールのコンクールのコンクールのコンクールの名称名称名称名称とととと賞名賞名賞名賞名をををを記入記入記入記入してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

コンクール名称
（（（（                                                                                                                ））））    

賞名（（（（                                                                                        ））））    

再話再話再話再話によるによるによるによる制作制作制作制作のののの場合場合場合場合はははは、、、、原作名原作名原作名原作名をごをごをごをご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。    

原作名 

    

    

紙芝居制作経験年数紙芝居制作経験年数紙芝居制作経験年数紙芝居制作経験年数をををを参考参考参考参考までおまでおまでおまでお聞聞聞聞かせくださいかせくださいかせくださいかせください。。。。    A はじめて  B ２～５年   C ６～９年 D 10 年以上    

□ 作品ごとに「あらすじ用紙」に結末までを２００字以内で書き、コピーを添付してください。 

□ 作品は A３判（30 ㎝×42 ㎝）以内、実演可能な厚手の用紙で応募してください。 

きりとりせんきりとりせんきりとりせんきりとりせん    


