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2017第13回大阪こども

『本の帯創作コンクール』について

学校長

図書担当先生　様

 大阪府学校図書館協議会　会長　生田　晴良

 大阪市学校図書館協議会　会長　藤本　慶昭

 全国学校図書館協議会　　　　　　　　　　

 学校図書館活動推進委員　松田　裕子

　標題の「本の帯創作コンクール」は大阪読書推進会（会長・宮川健郎 一般財団法人 大阪国際児

童文学振興財団 理事長）と朝日新聞大阪本社の共催で実施され、本年で第13回目を迎えます。

　また、大阪府、大阪市、堺市を始めとして府内全ての市町村又は教育委員会が後援してくださっ

ています。応募作品は毎年１万点前後の参加をいただいています。

　このコンクールは、新刊書の下部に巻いてある既成の「本の帯」とは違い、子どもたちの感性に

よる独自のキャッチコピーや、絵を描いた「帯」の出来栄えを競うものです。

　作品の評価は、他の人がその本を読んでみたくなるような作品であることが基準となります。創

作の対象として「課題図書」の部門を設けています。

　選書につきましては、第１回より大阪府、大阪市の学校図書館協議会で行ってまいりました。

　本年度も子どもたちに読んでいただき、「帯」を製作しましたら素敵な作品が出来るだろうとの

思いで選定いたしました。

　作品の締め切りは９月４日で、11月11日（土）に大阪府知事賞はじめ各市長賞、朝日新聞社賞

他、沢山の賞の受賞者を大阪市北区の朝日新聞社中之島会館にお招きして表彰式を行います。また

優秀作の中から９点の作品を選び、児童の描いた「帯」を製品化して課題図書に装丁したものを書

店の店頭で販売することになります。

　校長先生を始め図書担当の先生には、私たちが選書したコンクールの課題図書（別紙参照）を学

校図書館に是非揃えて戴きたくお願い申し上げます。そして、子どもたちができるだけ沢山の作品

を「本の帯創作コンクール」に応募していただければ幸いに存じます。

　今後ともご協力のほどよろしくお願いいたします。



　大阪こども「本の帯創作コンクール」は平成17年より実施しており、本年第13回目を迎えようと

しています。毎年多くの学校よりご賛同いただき、応募作品数は例年約10,000点に上っています。

　このコンクールは、子どもたちが本を読んで感じたことを「帯」という作品に表現するものです。

「帯」は文章だけでなく絵やデザインなども自由に制作できますので、読書感想文が苦手な子ども

たちでも気軽に取り組むことができ、読書をより楽しいものに感じていただけるのではないかと考

えています。

　大阪読書推進会では、子どもたちの読書意欲が少しでも高まり、本・活字に興味・関心を持って

もらえるよう活動をしていますので、今年もより多くの皆様にご応募いただきますようお願いいた

します。

平成29年5月吉日

大阪読書推進会
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作品募集についてのお願い作品募集についてのお願い

■名　称 2017　第13回　大阪こども「本の帯創作コンクール」

■主　催 大阪読書推進会　朝日新聞大阪本社

■後　援  大阪国際児童文学振興財団　大阪府・府教育委員会　大阪市・市教育委員会

堺市・市教育委員会　岸和田市　豊中市教育委員会　池田市　吹田市　泉大津市　高槻市

貝塚市　守口市　泉佐野市　枚方市　茨木市　八尾市教育委員会　富田林市　寝屋川市

河内長野市　松原市　大東市　和泉市教育委員会　箕面市　羽曳野市　柏原市　門真市

摂津市　藤井寺市　高石市　泉南市　東大阪市　四條畷市　交野市　阪南市　大阪狭山市

島本町　豊能町　能勢町　忠岡町　熊取町　田尻町　岬町　太子町　河南町　千早赤阪村

（順不同）　日本書店商業組合連合会

■協　賛  あすなろ書房　アリス館　金の星社　くもん出版　小峰書店　小学館　新日本出版社

鈴木出版　汐文社　童心社　徳間書店　BL出版　ほるぷ出版　理論社

■協　力 大阪府書店商業組合加盟書店



2017　第13回

お びび こ んん

大阪大阪こどもこども「本「本のの帯創作帯創作コンクールコンクール」」

募　集　要　項

【応募資格】 小学校及び特別支援学校小学部それに準ずる学校に在籍する児童に限る

【部　　門】

Ⓐ　課題図書部門

　　・低学年（１・２年生）の部

　　・中学年（３・４年生）の部

　　・高学年（５・６年生）の部

Ⓑ　自由図書部門

　　・小学生全学年

【対象図書】

Ⓐ　課題図書部門

　　・ 大阪府学校図書館協議会、大阪市学校図書館協議会選定の2017第13回大阪

こども「本の帯創作コンクール」課題図書

　　 　課題図書は、事前に大阪府と大阪市の学校図書館協議会の先生方にお読み

いただいた上で準備選考をし、４月４日の最終選考会で両協議会会長先生、

全国図書協議会活動推進委員の先生他に選考していただき決まりました。

Ⓑ　自由図書部門

　　・現在流通している児童図書（ただしコミック・辞典・事典・図鑑類を除く）

【応募方法】

学校からの応募

学校・学年単位で取りまとめ、所定の応募票および一覧明細書に必要事項を記入

の上、作品を事務局まで送付してください。尚、一覧明細書は課題図書と自由図

書ごとに用紙を分けて記入してください。

個人での応募 　帯の裏面に学校名・住所・氏名・電話番号を必ず記入してください

絵と同じ表面に、氏名票を貼り直接事務局へ送付してください。

入賞・展示の対象となった場合は学校を通してご連絡いたしますので、ご了承く

ださい。

※いずれの場合も応募作品は原則として返却できませんのでご了承ください。

【応募条件】

１．応募作品はオリジナルの未発表作品に限る

２．複数名による合作は不可

３．対象図書が異なる場合の複数点数応募は可

４．学校からの応募・個人での応募の重複は可

【応募締切日】 平成29年９月４日消印有効　※締切厳守



【審　　査】
大阪読書推進会会長　宮川　健郎（大阪国際児童文学振興財団理事長）

他有識者

【発　　表】 平成29年11月　（朝日新聞紙上で発表）

【表　　彰】

ア）大阪府知事賞　　朝日新聞社賞　　大阪国際児童文学振興財団賞

　　大阪出版協会賞　　大阪府書店商業組合賞

　　課題図書部門の低・中・高学年の中から１点ずつと自由図書部門から１点

イ）大阪市長賞　府内自治体の市町村長賞

　　（大阪市内在学または在住の児童、各市町村に在学または在住の児童）

　　課題図書部門の低・中・高学年の中から１点ずつと自由図書部門から１点

ウ）課題図書出版社賞

　　１社当たり１作品 計14作品

エ）朝日新聞総局長賞

　　都道府県ごとに１点（大阪府を除く）

【表 彰 式】

平成29年11月11日（土）

会場　中之島会館

　　　（大阪市北区中之島3丁目2-4 中之島フェスティバルタワー・ウェスト4階）

【展 示 会】

表彰式当日同会場にて、上記入賞作品をはじめ惜しくも入賞に届かなかった作品

の展示を予定しています。（都合上、展示作品リストは製作できないことをご了

承ください）

【製 品 化】

課題図書部門の大阪府知事賞・朝日新聞社賞・大阪国際児童文学振興財団賞の作

品が実際の帯として製品化され書店店頭で販売されます。

※ 応募作品の著作権は大阪読書推進会に帰属します。（作品はポスター等運動の

広報活動に利用される場合があります）

　　　　　 ＊ 注 意 事 項 ＊ 　　　　　

≪製作について≫

● 作品の応募用紙は課題図書に付属している帯の裏面、または私製の帯を使用し製作する

● 帯の縦サイズは本の三分の一を超えないこと、折込み部分の長さは本の横の長さの半分くらい、折込み部

分を除いた場所に製作すること

● 紙の材質は自由、ただし模造紙やコピー用紙などの薄い紙は使用不可とします（色彩がはっきり出る材質

を使用のこと）

● 表現方法（絵・文・イラスト・キャッチコピー等）及び使用用具（絵具・クレパス・墨・色鉛筆・パステ

ル・パソコン等）に制限はない

● 帯の左側の折込み部分には必ず氏名票（別項参照）を貼り、出版社名・書名・市町村名・学校名・学年・

氏名を記入すること

【問い合わせ先】

大阪読書推進会事務局

〒530-0047　大阪市北区西天満4-10-7　大阪府書店商業組合内

TEL 06-6361-5577　　FAX 06-6361-3220



帯の裏に学校名・住所・氏名・電話番号を記入してください



ご担当の先生へ

～作品応募についてのお願い!!～～作品応募についてのお願い!!～

大阪こども「本の帯創作コンクール」

以上、ご確認ありがとうございました。

みなさんのすばらしい作品と出会える日を楽しみにお待ちしております！

 大阪読書推進会

この度は大阪こども「本の帯創作コンクール」にご参加いただき、ありがとうございます。

応募に際しまして下記の項目を最終確認のうえ、お送りくださるようお願いいたします。

【作品について】

□　読んだ本は、募集要項に記載してある対象図書ですか？

　　＊課題図書部門で、対象学年外での応募は自由図書部門での審査となります。

□　合作ではないですか？

　　＊いずれの作品も合作は不可です。

【氏名票について】

□　氏名票は貼り忘れてませんか？

　　＊氏名票を貼っていないものは無効となります。

□　氏名票は絵と同じ表面で、左側の折り込み部分に貼っていますか？

　　＊作品裏側の面に貼ったものは無効となります。

□　氏名票の記入漏れ、判読不能なものはありませんか？

【応募票と一覧明細書について】

□　応募票と一覧明細書に記入しましたか？

　　＊一覧明細書の用紙は、コピーしてお使い下さい。

　　＊必ず先生がご記入下さい。

　　＊作品は明細書ごとにまとめて下さい。

□　一覧明細書は部門ごとに作成しましたか？

　　＊明細書枚数も部門ごとに記入して下さい。

□　学校名・学年・氏名・書名・作品数・明細書枚数・総数は間違いありませんか？

チェックシートチェックシート



大阪こども「本の帯創作コンクール」応募票

学年 作品数
作品数小計
（低・中・高）

明細書枚数

低学年の部

（１・２年生）

１

２

中学年の部
（３・４年生）

３

４

高学年の部

（５・６年生）

５

６

合　計
① ②

学年 作品数 明細書枚数

１

２

３

４

５

６

合計
③ ④

連絡先　大阪読書推進会事務局（大阪府書店商業組合内）

TEL　06-6361-5577　　FAX　06-6361-3220

※応募票と一覧明細書は必ず作品に添付してお送り下さい。

学 校 名 　　　　　　　　立 小学校
TEL

FAX

住　　所

〒

担当者

＊課題図書部門 ＊自由図書部門

＊応募作品総数

内　訳 作品数 明細書枚数

課題図書部門
① ②

自由図書部門
③ ④

総　数
①＋③ ②＋④



大阪こども「本の帯創作コンクール」一覧明細書

※いずれかに□✓をし、明細書は部門ごとに分けて作成して下さい。

別紙

学年 氏　　　名 書　　　名

１

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

部門
課題図書
低学年の部

課題図書
中学年の部

課題図書
高学年の部

自由図書

※用紙はコピーしてお使い下さい。

枚目 枚中


