
対象
たいしょう

しょうがくせい ちゅうがくせい

小学生 ・ 中学生

応募締め切り
おうぼ し き

2023 年

1 月 13 日 （金） 必着

ねん

がつ にち きん ひっちゃく

選考委員
せんこういいん

最相 葉月
ノンフィクションライター

さいしょう はづき

たなか しん
画家 ・ 絵本作家

がか えほんさっか

主催 明石おさかな普及協議会 協賛 明石市漁業組合連合会

協力 兵庫県漁業協同組合連合会、明石市立図書館、株式会社ペンコム、株式会社ライツ社

か こうざかた けんがくかい

書き方講座 ・ 見学会

夏休みの間に、 書き方講座と卸売市場や
漁協の見学会を実施します。

か こうざかた

けんがくかい

おろしうりしじょう

ぎょきょう じっし

なつやす あいだ

※詳細はホームページでご確認ください。
しょうさい かくにん

第
１
回

第
１
回

明石文化国際創生財団文化芸術振興助成事業明石文化国際創生財団文化芸術振興助成事業 URL ： httpｓ://akashi-osakana.org/bungakuURL ： httpｓ://akashi-osakana.org/bungaku

募集募集
応募無料



〒６７３-００４４　明石市藤江２０２９-１
明石おさかな普及協議会
「こども海の文学賞」 係

原稿の
送り先

げんこう

おく さき

郵送 :

e-mail:bungaku@akashi-osakana.org

問い合
わせ先

と あ

さき

TEL:078-921-3100

FAX:078-921-3099
e-mail:bungaku@akashi-osakana.org

（月・火・金：9時～15時、 土：9時～12時）

応募方法
おうぼほうほう

ページ番号
ばんごう

作品
さくひん １

表紙
ひょうし

●①題 （作品） 名、②作者名 （本名またはペンネーム）、③学校名、④学年、⑤枚数、⑥住所、⑦保護者氏名、

⑧電話番号、⑨国名 （海外応募者のみ） を記載した表紙を作成してください。 （ホームページからファイル

をダウンロードできます。）

●郵送で応募される場合は、 右の図のように作品本文のページ右上にページ番号を記入し、 表紙⇒本文の

順に並べて紐で綴じてください。 （表紙はページ数に含みません。）

応募の準備
だい さくひん めい さくしゃめい ほんみょう がっこうめい がくねん まいすう

ひょうし

じゅうしょ ほごしゃしめい

でんわばんごう くにめい かいがいおうぼしゃ きさい さくせい

ばんごうみぎうえさくひんほんぶんゆうそう おうぼ みぎ ず

ひょうし すう ふく

ほんぶん

じゅん なら ひも と

ひょうしきにゅう

おうぼ じゅんび

ばあい

※作品の枚数が審査に影響することはありません。

※パソコンなどで原稿を書く場合は 「ページ設定」 で、①用紙 A4サイズの横向き、②縦書き、③文字数を

20字、④行数を 20行に設定してください。 ホームページからファイルをダウンロードできます。

さくひん まいすう しんさ えいきょう

げんこう か ばあい せってい ようし よこむ

せってい

もじすう

ぎょうすうじ ぎょう

たてが

小学生の部は、 400字詰め　縦書き原稿用紙　２～ 20枚以内

中学生の部は、 400字詰め　縦書き原稿用紙　３～ 40枚以内

しょうがくせい ぶ じ づ たてが げんこうようし まいいない

ちゅうがくせい ぶ じ づ たてが げんこうようし まいいない

作品の本文について
さくひん ほんぶん

作品の送付について
さくひん そうふ

郵送、 または、 e-mail で 「原稿の送り先」 へ送付してください。
ゆうそう げんこう おく さき そうふ

表彰式
ひょうしょうしき ２０２３年３月２５日 （土） に明石市で行います。

ねん がつ にち あかしし おこなど

※遠方の方はリモートでの参加も可能です。
えんぽう かた さんか かのう

受賞作品発表
じゅしょうさくひんはっぴょう ２０２３年３月下旬に特設ホームページにて発表

します。

はっぴょうねん がつ げじゅん とくせつ

受賞作品は、 作品名、 作者名 （ペンネーム可）、 国名 （海外応募者のみ）、 都道府

県名、 学校名、 学年を表示して作品集を作成します。
さくせいさくひんしゅうひょうじがくねんがっこうめいけんめい

じゅしょうさくひん さくひんめい さくしゃめい か くにめい かいがいおうぼしゃ とどうふ

※応募作品の著作権は原則として応募者に帰属します。 ただし、 主催者は、 こども海の文学賞の主旨を逸
脱しない範囲で編集 ・発行する刊行物 ・印刷物 （WEBサイト、 SNS での公開を含む） 等に、 入賞作

品及び応募作品を使用又は掲載する権利を有し、 受賞者及び応募者はその利用を承諾したものとします。

おうぼさくひん ちょさくけん げんそく きぞく しゅさいしゃ うみ いつぶんがくしょう しゅしおうぼしゃ

にゅうしょうさくとうふくこうかいへんしゅう ・ はっこうはんいだつ かんこうぶつ ・ いんさつぶつ

ひんおよ おうぼさくひん しよう また けいさい けんり ゆう じゅしょうしゃおよ おうぼしゃ りよう しょうだく

応募締め切り
おうぼ きし

２０２３年１月１３日 （金） 必着
ねん がつ にち きん ひっちゃく

賞
しょう

最優秀賞 各部門１作品　表彰状と副賞 （図書カード２万円分と明石鯛）
かくぶんもんさいゆうしゅうしょう さくひん ひょうしょうじょう ふくしょう としょ まんえんぶん あかしだい

優秀賞 複数作品　表彰状と副賞 （図書カード１万円分と明石産品）
ゆうしゅうしょう ふくすうさくひん ひょうしょいじょう ふくしょう としょ まんえんぶん あかしさんぴん

小学生の部 ・ 中学生の部ごとに表彰します。
しょうがくせい ちゅうがくせいぶ ぶ ひょうしょう

※その他、 上記２賞以外に特別賞などが設けられることがあります。

※該当する作品がない場合は、 「受賞作品なし」 となることがあります。

た じょうき しょういがい とくべつしょう もう

がいとう さくひん ばあい じゅしょうさくひん

選考のポイント
せんこう 文章に独創的な表現が使われているか、 着眼

点がおもしろいか、 説得力があるか　など

どくそうてき ひょうげん ちゃくがん

せっとくりょく

ぶんしょう つか

てん

おうぼないよう

応募内容
※ノンフィクションとは、 「観察記録」、 「レポート」、 「体験記」 など、 自分で見たり、

聞いたり、 感じたりしたことを調べて ・考えて ・分かったうえで、 作り事を加えずに自

分の言葉、 文章で表現することです。

※海に関連した 「魚」、 「料理」、 「遊び」、 「旅行 （船旅）」、 「風景」、 「スポーツ」

などでも可

かんさつきろく たいけんき じぶん

わかんがしらかんき つく ごと

ことばぶん

くわ

ぶんしょう ひょうげん

み

じ

うみ さかな りょうり あそかんれん りょこう ふなたび ふうけい

か

「海」 をテーマとしたノンフィクション作品を募集
します。

うみ さくひん ぼしゅう

応募の決まりを守って、 みんなで楽しい文学賞にしましょう。
おうぼ き まも たの ぶんがくしょう

応募の決まりを守って、 みんなで楽しい文学賞にしましょう。
おうぼ き まも たの ぶんがくしょう

（応募の決まりを守っていない作品は、 受付けることができない場合があります。）
おうぼ き まも さくひん うけつ ばあい

（応募の決まりを守っていない作品は、 受付けることができない場合があります。）
おうぼ き まも さくひん うけつ ばあい

応募のきまり
おうぼ

□応募は１人１作品のみです。

□応募者以外の人が手を加えた作品は応募できませ

ん。

□読みやすく、 大きな字で書きましょう。

□日本語で書かれた未発表、 未受賞のオリジナル作

品に限ります。

□パソコン原稿を印刷する場合は、 枠線をつけず、

両面印刷はしないでください。

□作品の内容は他の人が傷つくようなことが無いよう

に注意してください。

□他人の文章を勝手に使ってはいけません。 （「書き

方講座」 で学ぼう）

□事務局が受付けた後の作品の返却 ・訂正などはで

きません。

□作品の到着 ・未着のお知らせはいたしませんし、

お答えもできません。

※作品の到着 （未着） を確認されたい方は、レター

パックなどの配達状況が確認できる方法で応募

してください。 また、 配達や機器などのトラブル

のため未着となったときの責任を事務局は一切負

えません。

□作品を直接持参されても受付けることはできません。

□選考に関する問い合わせには一切お答えできませ

ん。

□応募された方の個人情報はこの文学賞のみで使用

します。

おうぼ さくひんひとり

おうぼしゃいがい おうぼひと て くわ さくひん

よ おお じ か

にほんご みはっぴょうか みじゅしょう さく

ひん かぎ

げんこう いんさつ

りょうめんいんさつ

わくせんばあい

さくひん ないよう た ひと きず な

ちゅうい

たにん ぶんしょう かって つか か

かたこうざ まな

じむきょく うけつ あと さくひん へんきゃく ・ ていせい

さくひん とうちゃく し

こた

みちゃく

さくひん とうちゃく かくにん かた

はいたつじょうきょう かくにん ほうほう おうぼ

はいたつ きき

みちゃく せきにん じむきょく いっさいお

みちゃく

さくひん ちょくせつじさん うけつ

せんこう かん と あ いっさい こた

おうぼ かた こじんじょうほう ぶんがくしょう しよう

URL ： https://akashi-osakana.org/bungaku

「応募のきまり」 の詳しい内容は、

右の QR コード、 または、 下記の

URL で必ず確認してください。

おうぼ くわ ないよう

みぎ

かくにんかなら

かき

募集要項
ぼしゅうようこう第

１
回

第
１
回


