令和４年 ４月３０日
児童 生徒・保 護者のみ なさま
ロンドン 補習授業校
校 長 中村 清忠

「第４３回 海外子女文芸作品コンクール」作品募集のお知らせ
新 緑や花々 の美しい 季節とな りました 。
さ て、 今年 も海 外子 女教 育振 興財 団主 催の標 記コ ンク ール の作 品を 募集 しま す。 海外で 学ぶ
み なさ んの貴 重 な体 験を発 表す るよ い機 会で すの で、 一人１ 点 は応 募でき るよ うに 頑張 ってく
ださ い。
な お作 品は 、ロ ンド ン補 習授 業校 でま とめて 送付 しま す。 担任 の先 生に 提出 して くださ い。

記
１ 応募資格
・ロ ンド ン補 習授 業校 に在 籍し 、日本 の 義務教 育相当年 齢の児童 ・生徒
（2007年4月 2日～ 2016年4月1日に生 まれた者 ）
※ ただ し、 昨年 度の うち に書 いた 作品を 応募 する 場合 には 、そ の作 品を 書い たとき の学
年を 記入しま す。
２ テーマ、募集部 門など
① テ ー マ
海外生 活を題材 にしたもの であれば 、自由で す。
② 募集部 門（点数 ）
募集は 、作文・ 詩・短歌 ・俳句の ４部門。
一人で 何部門で も応募で きますが 、一人あた りの応募 できる点 数は以下 の通り。
作文
詩
短歌
俳句

… １人１点 ／小学生 …２，０ ００字以内 （４００ 字詰原稿 用紙５枚 以内）
中学生… ３，２００ 字以内 （４００字 詰原稿用 紙８枚以 内）
… １人１点 ／小・中 学生とも １，２００ 字以内（ ４００字 詰原稿用 紙３枚以 内）
… １人３点 以内（専 用の応募 票を使用）
… １人３点 以内（専 用の応募 票を使用）

３ 応募締め切り 令 和４ 年 ６月 １ １日 （ 土） 担 任ま で
※締 め 切り 厳 守
４ 応募方法
作文
詩
・原 稿用紙（ サイズは問 わない） にタテ書 きで書く 。表面の みを使用す る。
・作 文と詩を いっしょに 書かない （作文と 詩は別に 応募する）。
・応 募票を作 品の右肩に ホチキス でとめる 。
短歌
俳句
・応募票 に、作品 と必要事 項を記入 する。
※ 応募 票は 、各 部門 別に あり ます 。各 校舎に 置き ます ので 、必 要な 枚数 をお 取り くださ い。
※ 本校 ＨＰ から も、 原稿 用紙 や応 募票 がダウ ンロ ード でき ます 。ま た、 資料 とし て「よ い文
章を書く ための１ ５カ条」
「原稿 用紙の 使い方」などを 公開して います。ご活 用くださ い。
５ 応募上の注意
① 応 募作 品は 、応 募者 本人 の創 作・ 自筆・ 未発 表で ある こと （過 去の 応募 作品 や、他 のコ
ンクー ル・出版 物などで 発表され た作品を書 き直した ものでは いけない）。
② 応募作 品は、返 却されな いので、 必要に応じ てコピー をとって おくこと 。
③ 入選作 品の著作 権・出版 権は、主 催者に帰属 する。
６ 審査基準
① 海 外生 活で の新 鮮な 感動 ・実 感や 経験を 踏ま えた もの で、 適切 な表 現が なさ れた作 品で
あるこ と。
② 年齢（ 学齢）に ふさわし い作品で あること。
７ 結果発表
月刊『 海外子女 教育』誌 上２０２ ２年（令和 ３年）１ １月号に て発表予 定。

