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文部科学省後援

９回 みらさぽ 絵画・作文コンクール

第

①家族の絆 ②冒険・挑戦・チャレンジ
どちらかのテーマに合った絵画か作文を応募しよう！

応募
締切

※

作文… 20２1年10月22日
（金）
必着
絵画… 20２1年10月29日
（金）
必着
※原本郵送とPDFデータでの締め切りは異なります

【文部科学大臣賞
（2名）】

審査結果は、

北海道家族旅行2泊3日ご招待

みらさぽ公式LINEアカウント
にて1月中に発表いたします！

※受賞者確定後に日程調整

（1組最大5名迄）
※受賞者本人とその保護者
（大人2名）
、兄弟姉妹
（2名）
を想定

【未来サポート賞
（2名）】

その他、
イベント情報等も
発信していきますので、是非
ご登録ください！

東京ディズニーリゾートを含む
2泊3日 の 東京親子旅行ご招待

（両部門あわせて2組4名）

【佳作
（10名）
】電子ギフト券3000円分

※新型コロナウイルス感染拡大等の理由で副賞の旅行は変更になる場合がございます

主催：一般社団法人 DAC未来サポート文化事業団
協賛：越智通勝
後援：DACグループ／文部科学省／東京都教育委員会／北海道教
育委員会／佐賀県教育委員会／台東区教育委員会／中央区
教育委員会／板橋区教育委員会／北海道仁木町／仁木町教
育委員会／余市町教育委員会／小樽市教育委員会／湯沢町
教育委員会／大町市教育委員会／南会津町教育委員会／日
光市教育委員会／佐野市教育委員会／桜川市教育委員会／
小田原市教育委員会／千葉市教育委員会／町田市教育委員
会／小金井市教育委員会／八王子市教育委員会／多摩市教
育委員会／狛江市教育委員会／岐阜市教育委員会／京都市
教育委員会／丸亀市教育委員会／玄海町教育委員会／ 九重
町教育委員会／霧島市教育委員会
【第8回未来サポート賞】長崎県の中学一年生（受賞当時）大曲望結さんの作品

※ご不明な点がある場合は、 info@miraisupport.or.jp までメール
にてお問い合わせください。
（土・日・祝は事務局がお休みのため、
ご返信が遅くなる場合がございます。予めご了承ください）

オンライン作文教室8月6日開
催予定！
詳細は決定次第、SNS＆ホー
ムページにて告知！
htt
ps://miraisupport.or.jp

/

みらさぽ×親子の日
さぽ×親子の日

Instagramフォトコンテスト
同時開催！
（応募〆切は8月末予定）

Instagram上で「ぼくとわたしのチャレンジ」
をテーマにフォトコンテストを行います！
審査員は「親子の日」提唱者で写真家ブルー
ス・オズボーン氏。優秀作品には豪華賞品を
プレゼント！
応募方法等は詳細が決定次第SNSやホーム
ページで発表いたします。ご注目ください！

＃みらさぽ で検索
or
ネームタグ
（↓）読込

①家族の絆

テーマ

お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、兄弟姉妹、いとこ、ペット…
家族の絆について感じたこと、考えたことを絵画・作文にしてみよう！

応募
要項
※右記の「応募の手順」
をご確 認の上、必 要 事
項を記入してください
※絵画部門と作文部門
で締切が異なります

②冒険・挑戦・チャレンジ

①②いずれかのテーマから選択（両方応募も可能）

② 応募フォームに必要事項を入力し
てください。入力し終えると応募番号
が付与されます。

国内在住の小学生と中学生

※小学校低学年（1・2年）、中学年（3・4年）、高学年（5・6年）、
中学校（１〜3年）に分けて審査

今年は原本郵送による応募に加えPDFデータによる応募も選択いただけます。
（PDFデータ応募でも予選通過時は原本郵送必須）

（1）一人につき複数作品提出可 （2）未発表のものに限る
絵画部門

・応募者本人が描いたもの ・紙質不問（画用紙が望ましい）
原本
・紙色は白に限定 ・8切判（271mm×391mm相当 縦長・横長不問） 郵送 10月26日必着
もしくはB4サイズに描かれたもの
PDF
（それ以外のサイズでの応募は無効）
データ 10月29日必着
・筆記具不問（絵の具、クレヨン、色鉛筆、鉛筆など）
着

作文部門

石川 和則

（DAC未来サポート文化事業団 代表理事／ DACグループ代表）

太田 みどり

（エイジフリーキャリア研究所 代表）

森健

原本
郵送

10月19日必着

PDF
データ

10月22日必着

③付与された応募番号や必要事項を該当する下図の通りに記入のうえ、作品を送付ください。
※作文と絵画、原本郵送提出とPDFデータ提出でそれぞれ締め切りが変わります。お気を付けください
※入力情報を誤って登録し、応募番号を発行した場合は、再度正しい情報で応募番号を取り直し、新しい番号を作品に記入してください。
誤った番号についての連絡は不要です。
※「学校・団体での応募」と「個人での応募」によって記入事項が異なります(下図★参照)
※団体の注意事項
・応募番号の発行は、代表者のみ発行してください。 例：先生が代表して提出する場合、個人各家庭での応募番号の発行は不要
※絵画・作文ともに応募番号がないものは無効となります。

応募作品への必要事項記入例
①応募番号②応募者のお名前③作品タイトル④テーマ(「冒険・挑戦・チャレンジ」もしくは「家族の絆」のいずれか)⑤作品説明※任意(どんなときにこ
の作品をつくったか、どんな思いでつくったかなど)を作品に記入してください

〈絵画〉

裏面
②
③
④
⑤

吉田 和夫

応募
方法

上野

（※絵画は、折らずにお送りください）

ホームページの応募要項を確認のうえ応募フォームに必要項目
を入力し送信すると応募番号が付与されます。その応募番号を
作品に記入の上、ご応募ください。
https://miraisupport.or.jp/project/form/

KA0000-0000

みらい

かけがえのない家族

「家族の絆」

個人応募 →①のみ必須、②〜⑤は任意

学校・団体応募 →①〜④は必須、⑤は任意

原本郵送応募
PDF応募

作文

④

「家族の絆」

表面

・上図と同じく原本に必要事項を記入したうえで、必ず「表面、裏
面の順にスキャンし、1ファイル」でメール応募。

・上図と同じく原本に必要事項を記入したうえで、必ず「表面1ペ
ージからスキャンし、1ファイル」でメール応募。

応募番号取得時に登録したメールアドレスから、
・タイトル「第9回みらさぽ絵画作文コンクール作品送付」
・本文に①応募番号(団体も全員分必要です）②応募番号取得時に登録し
たお名前(個人は応募者名、団体は代表者名）を記入し、
info@miraisupport.or.jpまでお送りください。

問い合わせ先

① 応募番号は全ページ右上に

000
SA0000-0
SA0000-0000
SA0000-0000

下
※②タイトル、学校名、③お名前は本文中、書き出しに必ず記入すること
④の記入位置は1枚目の欄外どこでも構いません
※推奨テンプレート(オリジナル原稿用紙)をご活用ください。
ホームページからダウンロードできます。利用は任意です。

PDF応募の注意事項

上記記載の上、作品の送付先までご郵送ください。

絵画

上

〈作文〉

妹が生まれて初めて顔をみたときに感
じた家族の絆についてかきました

②〜⑤は記入位置はどこでも構いません

（台東区議会議員）

〒110-0015
東京都台東区東上野4-8-1 TIXTOWER UENO 15F
DAC未来サポート文化事業団 みらさぽ 絵画・作文コンクール係

①応募番号は右上に

下

本目 さよ

（元電通ヨーロッパ社長／元電通執行役員）

作品の
送付先

上

（教育デザイン研究所 代表理事・所長／ 元玉川大学客員教授）

①応募作品は、返却いたしません。②審査結果は、DAC未来サポート文化事業団公式LINEアカウント
（表面QRコードより友だち追加いただけます）内で1月中に氏名とタイトルを発表します。加えて、入賞
者の所属校に2022年1月以降に通知します。また、入賞者の氏名、学校名、学年並びに入賞作品の一部
については、DAC未来サポート文化事業団ホームページや資料、各後援団体ホームページ等に掲載する
とともに、報道機関等への情報提供を予定しています。

Ⓒ

② タ イ ト ル ・学 校 名
③ お名前

※ホチキス止めは不可

その他

Ⓓ Ⓐ
Ⓑ

※「学校・団体」と「個人」では
応募フォームが異なります

・応募者本人が書いた作文
・400字詰め原稿用紙に日本語で3枚〜5枚に書かれたもの
・本文書き出しは、タイトル・学校名・名前から始めること
・原稿用紙は作品ごとにゼムクリップでまとめること

審査員

※応募フォームからの応募が難しい方は「問い合わせ先」へご連絡ください

① パソコンまたはスマートフォンやタブレット等で応募フォームにアクセス（QRコードや
URL参照）し、Ⓐ「応募要項」Ⓑ「個人情報の取り扱いについて」Ⓒ「肖像権の取り扱いに
ついて」をご確認の上、Ⓓ「学校・団体での応募」か「個人での応募」を選択します。

勇気を出して挑戦したこと、
ぼく・わたしなりの冒険やチャレンジ（大きくても小さくても）を絵画・作文にしてみよう！

応募
資格

応募の手順

●スキャナーにてスキャンしたデータのみ有効。写真は不可。●画質は応

募者の責任でご応募ください。
（絵画はB4サイズ相当の原本応募作品と並
べて審査予定）●予選通過後、原本をご郵送いただきますので、大切に保

管ください。
（原本紛失の場合、予選通過は無効となります）●PDF応募者

で予選を通過された方は12月末日までに応募番号取得時のメールアドレ
ス宛にメールにてご連絡差し上げます。●こちらからのメール受付完了の連

絡はいたしませんので、応募者の責任において十分ご留意の上、ご応募ください。
●添付の作品ファイルが25GB以上になる場合は、オンラインストレージな

どにまとめてメール内にダウンロードURLを記入し、送付ください。ファイ
ル転送の外部サービスのメールアドレスより送付される場合は、受け付け
られない場合があります。

DAC未来サポート文化事業団 みらさぽ 絵画・作文コンクール窓口
TEL：03-6860-3951（平日9：00〜17：30）
E -mail：in f o @mirais uppo rt .o r.jp

※本募集要項は当団体のホームページからもダウンロードできます https://miraisupport.or.jp/project/mirasapocon.html

