
第８回 こどもエコ・コンクール入賞作品のご紹介

昨年の入賞作品が
見られます

応募者全員に参加記念品を差し上げます。

募集期間

令和元年７月21日（日）～令和元年９月６日（金）必着

高松小学校６年１組 飯尾 惇仁さん
We love NERIMA 今からここから

石神井東中学校１年２組 酒井 森ノ介さん
みんなでSTOP温暖化‼

作品募集のご案内と応募用紙

　夏休みに、ねりまの小学3年生から中学2年生までを対象に、絵のコンクールを開催します。
４つのテーマを参考に、身近な所から未来の地球まで、みなさんが考える環境やエコに関する絵
を描いて応募してください。ねりまをもっとエコなまちにする、そんな絵を描いてみませんか。

こども
エコ・
コンクール

環境について考えよう。描いてみよう。

第９回

ねり☆エコマスコットキャラクター
ねりねこ☆彡・ねりこんｖｖ

練馬区地球温暖化対策地域協議会（　　　　 ）
〒176-0012 練馬区豊玉北 5-29-8 練馬センタービル 5階 （公財）練馬区環境まちづくり公社内 
電話　03-3993-8011（代表） ※平日 8:30～17:15   
メール　nerima-eco@nerieco.com　ホームページ  http://www.nerieco.com 

主催/問合せ先　

主 催

練馬区地球温暖化対策地域協議会（　　　　）

石神井東小学校3年  矢崎 泰冶さん
にじ色　練馬

早宮小学校5年 水野 優月さん
 ゴミが命をおそう 早宮小学校6年 田中 美羽さん

緑あふれる練馬の未来

早宮小学校6年 中野 優さん
人の世界と動物の世界

早宮小学校3年 哘 柚莉夏さん
れいぼうなしですずんでエコ

開進第一小学校5年 吉見 杏陽さん
みんなの地球

高松小学校6年 高橋 果歩さん
STOP！地球温暖化！

北町中学校2年 深田 望白さん
少しの心がけで．．．

石神井東中学校1年 米持 真衣さん
今の地球を壊させるな！

石神井西中学校2年 長谷川 直人さん
STOP 温暖化

旭丘中学校1年 原口 倖乃介さん
この町を世代を越えてつないでいく

大泉北中学校1年 相馬 珠世さん
息苦しい動物たち

南が丘中学校2年 滝澤 裕麻さん
今すぐできるエコライフ！！

旭丘中学校1年 鳥原 翔馬さん
地球を快適に
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第8回 こどもエコ・コンクール　最優秀賞作品

応募用紙
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この下に絵を描いてね！
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次のテーマを参考に、地球環境に関するものであれば自由です。

　10年後の練馬はどんな所？
　今、みなさんが暮らしている練馬が、自分たちが
大人になる頃にどうなっているのか想像してみま
しょう。新しい技術が開発されて省エネになる？
区民みんなの努力で自然が増えている？それとも…。
こども達が想像する「未来の練馬」がテーマです。

　私たちの身近な自然
　23区の中でも、練馬区は自然が多い所です。
学校や公園、おうちの庭、近所の畑などでみられ
る「身近な自然」がテーマです。

きりとり線

　温暖化から美しい地球を守ろう
　最近は日常生活の中で地球温暖化を感じることが
多くあります。「暑い日が増えた」、「花の咲く時期が
変わった」、「見たこともなかった木や虫が増えた」
などの現象が起こっています。温暖化から美しい地
球を守るための「地球温暖化対策」がテーマです。

　くらしの中でできるエコ
　「環境にやさしい取り組み」を表現するもので、
洗顔や歯磨き中は水を流しっぱなしにしない、
エコバッグや水筒を持って出かける、使わない
部屋の電気は消すなど、こども達が普段の生活の
中で取り組んでいるエコ活動がテーマです。

地球環境に
ついて調べたり、
話を聞いたりして、
テーマを決めるの
もいいね！

① 画用紙を用意する

小学生部門 練馬区内に在住または在学する小学３年生から６年生
中学生部門 練馬区内に在住または在学する中学１年生および２年生

画用紙の大きさはＡ５判サイズ（148mm×210mm）です。
作品募集案内から応募用紙を切り取るか、またはＡ５判サイズの画用紙を用意してください。

② 絵を描く
絵の構図の縦・横は問いません。画材は絵の具・クレヨン・マジックなど自由です。絵画風、
イラスト風、デザイン風など自由に描いてください。
※入賞作品はパネル化されるため、絵は濃くはっきりと描きましょう。
※作品の応募は一人 1 点までとします。応募作品の返却はしません。
※応募作品の著作権は、ねり☆エコに帰属します。

③ 応募する
画用紙の裏面に学校名、学年・クラス、名前・ふりがな、作品名を記入してください。
〇 学校経由で応募する場合
 学校単位で取りまとめて、９月６日（金）［必着］までに交換便で下記へ送付してください。
 【送付先】 練馬区環境課　地球温暖化対策係

〇 個人で応募する場合
 折らずに入る封筒に入れ、９月６日（金）［必着］までに下記へ郵送してください。
 【郵送先】 〒176-0012 東京都練馬区豊玉北５-29-８ 練馬センタービル５階
  （公財）練馬区環境まちづくり公社内　ねり☆エコ事務局

環境について考えよう。描いてみよう。
第９回 こどもエコ・コンクール 募集概要

応募資格

テーマ

応募方法

「基礎的描画力」「テーマとの適合性」「発想力」を総合的に判断して、一次審査はねり☆エコ
会員により、二次審査は島田紘一呂氏（練馬区美術家協会会長）、真子みほ氏（練馬区立美術
館学芸員）、横倉尚（ねり☆エコ会長）により行います。

選定方法・審査員

小学生部門：最優秀賞１名、優秀賞２名、入選５名
中学生部門：最優秀賞１名、優秀賞２名、入選５名

・入賞者に賞状・作品のフォトパネル・記念品を贈呈します。
・応募者全員に参加記念品を贈呈します。
・入賞者の学校に作品のフォトパネルを贈呈します。
※入賞作品は、学校名、学年・クラス、名前など、ねり☆エコによるイベントでの展示やホームページへの掲載を通じ、
 広報および環境への普及啓発活動の一環として使用いたします。

各賞

入賞者には学校を通じてお知らせします。また、ねり☆エコが主催する「ねりまエコスタイル
フェア（10月20日 練馬まつり同時開催）」にて、入賞作品の展示と発表を行います。
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学　校　名

学年・クラス

名　　前

年　　　　　　　　　　組

作　品　名

事務局記入欄（ここには記入しないでください）

太枠内の項目を記入のうえ、ミシン目に沿って切り離してご応募ください。
絵は、濃くはっきりと描きましょう。

ふ り が な

一次 二次 作 品 番 号
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応募用紙
この裏に絵を描いてね！
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