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ぼく・わたしたちの八王子　子ども絵画コンテスト

※イラスト作成　八王子市子ども会シニアリーダー連絡会 会長　金子春菜

審査講評
 市制 100 周年記念事業　子ども絵画コンテスト　審査委員会

委員　持田　晃　（八王子市立中学校長会 代表）

委員　徳永　和弘　（八王子市公立小学校長会 代表）

　今回審査を担当させていただき、まず感じたのは参加された作品一点一点に八王子に対する愛着がよく表現されてい
たことです。子どもたちのやわらかな感性で捉えられ、描かれた八王子の自然や伝統、そして様々な行事や未来の姿は、
あらためて私たち大人に八王子の豊かさや可能性を気付かせてくれるものでした。今回、入賞とならなかった作品の中
にも素晴らしい作品が多くありました。
　個人の部で入賞された作品は、どれも色彩や形、そして構図が見事に主題を表現していました。小学校低・中学年の
表現のよさや楽しさ、小学校高学年や中学生の表現のテクニックも高く評価できるものでした。また、団体の部では参
加数こそ少なかったですが、仲間と楽しく取り組んだことが想像できる温かみのある作品を多く見ることができました。
　最後に、参加された皆さんが新しい作品を描き、またどこかで見せていただけることを期待し、簡単ですが講評とさ
せていただきます。

　市制１００周年記念事業として、「八王子への思い」を子どもたちに絵画を通して、表現していただきました。テーマは、
“ 未来に残したい八王子 ” や “ ２０年後の八王子 ” とし、様々な思いが込められた多くの作品の応募がありました。
　作品には、子どもたちが感じる八王子の自然や伝統文化、そして未来への思いが込められ、まさしく八王子の美しさ
を “ 継承 ” していってほしいという願いが伝わってきました。
　研ぎ澄まされた感性で、身の回りを見回すと、こんなにも多くの心に残る情景が描けるものかと感じさせられました。
ひとつひとつの作品は、色彩も構成も個性的であり、主題が明確に描けています。それ故に、見るものに感慨と懐かし
さを与えてくれます。
　子どもたち一人一人の思いを大人がしっかりと継承していかなければならないと、作品を見ていて感じました。多く
の感性に触れることができ、子どもたちに感謝申し上げます。
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募集要項
【テーマ】

１　未来にのこしたい八王子の好きなところ
（例）八王子市内のまちの様子や自然の風景、友達や家族、地域の人たちとの関わりや交流、地域のお祭りや伝統行事、
        自分が住むまちのいいところなど
２　ぼく・わたしがえがく 20 年後の八王子

（例）八王子がこうなってほしい、こんなまちにしていきたい、こんな八王子だったら住み続けたいと思う「20 年後の八王子」の様子
【募集期間】

平成 28 年 4 月 20 日（水）～ 8 月 31 日（水）
※市内公立小学校・中学校の在校生は学校の指定日までに学校へ提出

【部門・応募資格】
１　個人の部・八王子市内在住または在学の小学生・中学生
２　団体の部・中学生以下の子どもを含めた、八王子市内在住者・在勤者・在学者によるグループ

【募集作品】
１　作品サイズ

(1) 個人の部　画用紙八つ切（27㎝× 39㎝）サイズ
(2) 団体の部　Ａ1（59.4㎝× 84.1㎝）サイズ

２　その他
・画風は自由
・画材は、水彩絵の具、クレヨン、色鉛筆など自由
・作品は一人 1 点とし、未発表の作品で、必ず自分で描いたもの。但し、個人の部の応募者が団体の部で応募す

ることは可とします。
・未就学児を中心としたグループ作品では貼り絵なども可とします。

【応募方法】
個人の部、団体の部ともに共通
応募作品に、郵便番号、住所、電話番号・氏名（フリガナも記入）、性別、学校名、学年、絵のタイトル、作品のコ
メント（60 文字程度）を記入した応募用紙を裏面に添付して、応募先まで直接持参または郵送でお送り下さい。なお、
郵送の場合は、作品を折らないようにお送り下さい。
※市内公立小学校・中学校の学級活動・部活動などによるグループ参加の場合は学校へ提出

【各賞】
１　個人の部

・市長賞（最優秀賞）、教育長賞、子供会会長賞、審査員特別賞、優秀賞 8 点　
オリジナル賞 7 点、佳作 20 点　努力賞数点

２　団体の部
・市長賞（最優秀賞）、教育長賞、審査員特別賞、佳作３点

【著作権等について】
入賞作品の著作権はご本人に帰属しますが、使用権は八王子市に帰属します。
入賞作品について、出版物、ホームページ、イベント、宣伝などで二次利用する場合があります。別の目的で使用す
る場合は、応募者の了承を得た上で使用します。

【表彰式】
日時：平成 28 年 10 月 10 日（祝・月）10 時 30 分より 
会場：エスフォルタアリーナ八王子 サブアリーナ　

【主催】   八王子市・八王子市教育委員会・八王子市子供会育成団体連絡協議会

【後援】   八王子市公立小学校長会・八王子市立中学校長会

【絵画の送り先・問合せ】
〒 192-8501　八王子市元本郷町 3-24-1
八王子市子ども家庭部児童青少年課（市役所本庁舎 4 階） 　　電話：042-620-7435　FAX：042-627-7776　
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応募状況

個人の部 　4,928 作品（小学生 4,521 作品、中学生 407 作品）
団体の部　 35 作品（小学生 30 作品（136 名）、中学生 5 作品（23 名））
合　　計　 4,963 作品（5,087 名）

市制 100 周年記念事業　子ども絵画コンテスト審査委員会 委員

委員長　常盤　方子
　　　　八王子市子供会育成団体連絡協議会　会長
委　員　立川　冨美代
　　　　八王子市青少年育成団体連絡協議会　会長
委　員　和田　賢一
　　　　八王子市青少年対策地区委員会連絡会　会長
委　員　深沢　靖彦
　　　　八王子市商店会連合会　会長

委　員　中島　悠美
　　　　東京学芸大学 美術専攻（児童館ボランティア）
委　員　塩川　りほ
　　　　八王子 BBS 会　副会長
委　員　徳永　和弘
　　　　八王子市公立小学校長会　代表
委　員　持田　晃
　　　　八王子市立中学校長会　代表

経　過
　平成 28 年４月１・15 日

◉　広報はちおうじ ４.1 号  掲載
◉　広報はちおうじ ４.15 号（市制 100 周年記念事業特集号）掲載

　４月初旬
◉　募集要項配布

 各小・中学校、私立中学校、市施設などに募集要項を配布
　４月 20 日～８月 31 日

◉　募集期間
　６月 24 日

◉　第１回 市制 100 周年記念事業 子ども絵画コンテスト審査委員会
 各賞及び選考方法の検討

　７月 26 日
◉　第２回 市制 100 周年記念事業 子ども絵画コンテスト審査委員会

 各賞及び選考方法の決定
　９月初旬

◉　第１次審査
 学校審査等により、個人の部 4,928 作品から 416 作品を選定

　９月 20 日
◉　第３回 市制 100 周年記念事業  子ども絵画コンテスト審査委員会

個人の部：４回の審査委員会審査により、416 作品から佳作 20 作品及び優秀賞８作品、
オリジナル賞 7 作品、特別賞候補５作品を選定
団体の部：２回の審査委員審査により、佳作 3 作品、オリジナル賞・特別賞候補５作品を選定

　９月 21 日
◉　市長・教育長審査

　９月 23 日
◉　第４回 市制 100 周年記念事業 子ども絵画コンテスト審査委員会

個人の部：特別賞５賞の選定。オリジナル賞の賞名を決定
団体の部：オリジナル賞及び特別賞３賞の選定。オリジナル賞の賞名を決定

   10 月 10 日
◉　表彰式

市制 100 周年記念事業「子どもフェスティバル」（会場：エスフォルタアリーナ八王子）にて、
優秀賞以上 46 名（個人の部 20 作品、団体の部５作品）の表彰式を実施
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審査の様子

表彰式の様子

ぼく・わたしたちの八王子　子ども絵画コンテスト
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展覧会・巡回展
　平成 28 年 10 月 10 日

◉　子ども絵画コンテスト展覧会（エスフォルタアリーナ八王子）
入賞 424 作品を展示

　平成 29 年 1 月 16 日～22 日
◉　第 1 回巡回展（八王子駅南口総合事務所）、入賞 424 作品を展示

　５月１日～ 12 日
◉　第２回巡回展（八王子市役所本庁舎 1 階ロビー）、上位入賞 48 作品を展示

　５月 26 日～６月１日
◉　第３回巡回展（南大沢文化会館ロビー）、上位入賞 48 作品を展示

　７月 17 日
◉　第４回巡回展（いちょうホール）、上位入賞 48 作品を展示

第 67 回　社会を明るくする運動「みんなに届け！私たちのメッセージ」同時開催
　８月３日～６日

◉　第５回巡回展（八王子駅南口総合事務所）、上位入賞 48 作品を展示
　10 月１日

◉　第６回巡回展（オリンパスホール八王子）、特別賞 8 作品を展示
市制 100 周年記念式典　同時開催

　11 月 23 日
◉　第７回巡回展（オリンパスホール八王子）、上位入賞 48 作品を展示

市制 100 周年記念事業「みんなで えがこう 八王子の未来」同時開催

展覧会・巡回展の様子

ぼく・わたしたちの八王子　子ども絵画コンテスト


