各種団体の作品募集一覧

タイトル

ジャンル

6/29義務教育課まとめ

対象

主催

〆切

公益法人三菱UFJ環境財

みどりの絵コンクール

絵画

団・日本ユネスコ協会連 小

9/14まで

盟

「ありがとう」感謝の心を，未
来へつなぐ
図書館を使った調べる学習コン
クール

作文
図書館を使って
調べ，まとめた
作品

読売新聞社・一般財団法
人あんしん財団
公益財団法人図書館振興
財団

小

小・中

9/17まで

10/4まで

提出先

問合せ先

公益財団法人 三菱ＵＦＪ環境財団

公益財団法人 三菱ＵＦＪ環

https://www.muef.or.jp/

〒105-0014 東京都港区芝2-4-3 三菱

境財団

muef/kankyo-kyoiku-

UFJ銀行芝ビル内

TEL ：03-5730-0337

こども作文コンクール「「ありがとう」感謝の心を、

こども作文コンクール 事務

jigyo/midoriinoehttps://www.anshin-

未来へつなぐ。」事務局AZ係

局

zaidan.or.jp/about/csr/s

ビルディング7F

TEL：03‐5577‐3074

akubun/

公益財団法人図書館振興財団

公益財団法人図書館振興財団

https://concours.toshok

〒101‐0054

東京都千代⽥区神⽥錦町1‐8‐11 錦町

〒112-0012 東京都文京区大塚3-5-9 小石 コンクール応募係
川ビル別館５階

TEL：03-3943-4743

全国小中学生俳句会

「俳句の里」山梨県笛吹

俳句

市全国小中学生俳句会実 小・中

9/３まで

行委員会

〒406-0031笛吹市石和町市部809-1（笛

笛吹市教育委員会生涯学習課

吹市役所市民窓口館）

俳句係

E-mail：haikuR3@city.fuefuki.lg.jp

TEL：055-261-3339

「一筆啓上賞」日本一短い手紙 手紙

障がい福祉ふれあい作文コンクール 作文

団

小・中

10/21まで

一筆啓上賞「こころ」係

一筆啓上賞「こころ」係

〒910-0298 福井県坂井市丸岡町

TEL：0776-67-5100

絵画

害者福祉協会

（一般社団）茨城県心身障害者福祉協会 （一般社団）茨城県心身障害

小・中

9/17まで

〒310-0851 水戸市千波町1918 県総合福 者福祉協会
祉会館 1 階

TEL：029-244-7461

公益社団法人発明協会

小・中

11/30まで

「木のあるくらし」作文コン

茨城県発明協会

館9階

TEL：029-224-5317
一般社団法人 日本木造住宅

作文

クール

一般社団法人日本木造住
宅産業協会

一般社団法人日本木造住宅産業協会 「作文コ

小

9/6まで

ンクール」事務局
〒354-0045 埼玉県入間郡三芳町上富1141-10

公益社団法人 日本動物福祉協会「第６２

第62回
動物愛護の作文コンテスト

作文

公益社団法人日本動物福
祉協会

小・中

9/10まで

回動物愛護の作文コンテスト」係

絵画

一般社団法人茨城県建
設業協会

茨城県建設業協会

小・中

9/9まで

産業協会「作文コンクール」
事務局

http://www.aigo.or.jp/s
akubun/

業務課

〒310-0062 水戸市大町3-1-22

ules/pico/index.php?con
tent_id=318
https://www.mokujukyo.
or.jp/lifewithwood/conc

TEL：03-5114-3015

our/

「第６２回動物愛護の作文コ

https://www.jaws.or.jp/

ンテスト」係

〒141-0022東京都品川区東五反⽥
2-6-5 フロインデ２階

小中学生の図画

fumi.jp/ippitsu.html#bos

http://kids.jiii.or.jp/mod

〒310-0801 水戸市桜川2-2-35 茨城県産業会
いばらき中小企業グローバル推進機構内

第24回

ushu/kosodate/shogaig

yuu

公益財団法人日本知的障

茨城県発明協会

未来の科学の夢絵画展

.yamanashi.jp/shogaigak
akushu/dai24kaihaikuka
https://maruoka-

※個人応募は、郵送またはメールで

公益財団法人丸岡文化財

an.or.jp/youkou/
https://www.city.fuefuki

笛吹市教育委員会生涯学習課俳句係

第25回「俳句の里」山梨県笛吹市

要綱掲載URL

TEL：03-6455-7733

activity01/activity04/

茨城県建設業協会

http://ibaken.or.jp/news

TEL：029-221-5126

/20200707a/

IPA セキュリティセンター

https://www.ipa.go.jp/s

「コンクール事務局」

ecurity/event/hyogo/20

TEL：03-5978-7508

21/index.html

IPA セキュリティセンター「コンクール事務

ひろげよう情報モラル・セキュリ
ティコンクール

標語・ポス
ター・漫画・
書写

独立行政法人

情報処

理推進機構

局」

小・中

9/17まで

〒113-0021 東京都文京区本駒込2-28-8
文京グリーンコートセンターオフィス18階
※原則学校応募です。事務局に問い合わせてく
ださい。

未来に残そう青い海
海上保安庁図画コンクール

海上保安庁第三管区海上保安本部

絵画
（ハガキサイ

海上保安庁

小・中

9/8まで

ズ）

「未来に残そう

青い海

海上保安庁第三管区海 https://www.kaiho.mlit.g

海上保安庁

図画コンクール」担当
〒231-8818横浜市中区北仲通5の57
大日本印刷株式会社内「JICA国際協力中

JICA国際協力中学生・高校生
エッセイコンテスト2021

エッセイ

独立行政法人国際協力
機構筑波センター

学生・高校生エッセイコンテスト2021事

中

9/11まで

務局」
〒463-8543 愛知県名古屋市守山区瀬古
3丁目902番地
（公財）こども教育支援財団 東京事務局

2021年度環境教育ポスターコン
クール

ポスター

公益財団法人 こども教
育支援財団

小・中

9/30まで

「第13回ポスターコンクール係」
〒162-0041 東京都新宿区早稲⽥鶴巻町
538 リンクス早稲⽥2階

絵画

ス（読売茨城タウン

小

9/7まで

ニュース社）

作文コンテスト

作文

aiyoukankyou.html

JICA国際協力中学生・高校生

https://www.jica.go.jp/h

エッセイコンテスト全国運営
事務局
TEL：0265-98-0445

援財団東京事務局
TEL：03-6205-6761

茨城県推進委員会

9/16まで

〒310-0805 水戸市中央2-7-37 狩野ビル

TEL：029-221-6720

茨城県推進委員

水戸法務総合庁舎

賞」エッセー（作文）

用組合中央協会

第38回植物画コンクール

文）

絵画

全国信 個人（小・

独立行政法人科学博物
館

中）

小・中

9/3まで

10/31まで

水戸保護観察所

企

企画調整課

TEL：029-221-3970

クール

標語・写真

（一社）日本治山治水
協会

小・中

9/30まで

汐留メディアタワー８F

物語賞」応募事務局

E-mail：tasukeai@shinyokumiai.or.jp

TEL：03-3567-2452

ンクール

茨城県牛乳普及協会

小・中

9/30まで

https://www.shinyokumi
ai.or.jp/overview/about/
pr.html#award

国立科学博物館筑波実験植物園植物画コ 国立科学博物館筑波実験植物

http://www.tbg.kahaku.

ンクール係

園植物画コンクール係

go.jp/education/contest

〒305-0005 つくば市天久保4-1-1

TEL：029-851-5159

/index.html

標語・写真 （一社）日本治山治水協会

コンクール係

標語・写真コンクール係

〒100-0014 東京都千代⽥区永⽥町2-4- TEL：03-3581-2288

〒310-0022 水戸市梅香1-2-54

ポスター

全国信用組合

中央協会「小さな助け合いの

3 永⽥町ビル4階
茨城県牛乳普及協会

茨城県牛乳消費拡大ポスターコ

ogo1/kouseihogoshinko
u/hogo03_00013.html

〒105-7208 東京都港区東新橋1-7-1

（一社）日本治山治水協会

山地災害防止標語及び写真コン

townnews.com/37-

http://www.moj.go.jp/h
水戸保護観察所

〒310-0061 水戸市北見町１－１

「小さな助け合いの物語賞」応募事務局 一般社団法人

一般社団法人

career_path/poster/aply

natunoe/

画調整課内

第12回「小さな助け合いの物語 エッセー（作

zaidan.net/ourbusiness/

https://yomiuri読売茨城タウンニュース社

会事務局

小・中

say/collect/index.html

info.html

3F

社会を明るくする運動

iroba/program/apply/es
http://www.kodomo-

公益財団法人 こども教育支

絵コンテスト」

社会を明るくする運動

第71回“社会を明るくする運動”

o.jp/mission/kankyou/k

TEL:045-211-1118

よみうりタウンニュース「チビっ子夏の

よみうりタウンニュー
チビっ子夏の絵コンテスト

上保安本部

茨城県畜産会館内
※学校名を必ず記入

https://shinrinkagaku.jp
/photo/

FAX：03-3581-1410

茨城県牛乳普及協会
TEL：029-227-4740

なし

