
  

令和４年度 夏休みの課題一覧表 

新座市立池田小学校 

夏休みは計画的に学習を進め、有意義にすごしてください。自由課題については、学年の先生の指示にした

がってください。自由課題にはる応募用紙は、池田小学校のホームページのトップ画面からダウンロードして

各自印刷してください。もし、印刷ができない場合は２学期に渡します。詳しいことは、担任の先生に聞いて

ください。                                                  

教科 

タイトル（主催） 

【担当の先生】 

〈応募用紙有無〉 

内容（テーマ・課題など） 備 考 

作文 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①青少年読書感想文

全国コンクール 

（全国学校図書館協

議会 毎日新聞社） 

【八田＋今井＋国語

部】〈無〉 

① 自由図書 

自由に選んだ図書。フィクション・ノンフィクショ

ンを問わない。 

② 課題図書 

１・２年生 

「つくしちゃんとおねえちゃん」 

「ばあばにえがおをとどけてあげる」 

「すうがくでせかいをみるの」 

「おすしやさんにいらっしゃい！：生きものが食べも

のになるまで」 

３・４年生 

「みんなのためいき図鑑」 

「チョコレートタッチ」 

「１１１本の木」 

「この世界からサイがいなくなってしまう：アフリカ 

でサイを守る人たち」 

５・６年生 

「りんごの木を植えて」 

「風の神送れよ」 

「ぼくの弱虫をなおすには」 

「捨てないパン屋の挑戦：しあわせのレシピ」 

・１・２年生 

  原稿用紙２枚（８００字以内） 

・３～６年生 

  原稿用紙３枚（１２００字以内） 

 

※要項などは、読書感想文コンクー

ルホームページに詳しく載って

います。 

https://www.dokusyokansoub

un.jp/index.html 

②全国小学生作文コ

ンクール「わたしたち

のまちのおまわりさ

ん」（全国少年警察ボランティ

ア協会 読売新聞社）【堀】

〈無〉 

「おまわりさんとのふれあい」「おまわりさんへの意見

や感想」「こんなおまわりさんがいたらいいな」「お

まわりさんへの手紙」など、警察活動について、自

由な発想で書いたもの。 

 

https://yab.yomiuri.co.jp/adv/omawarisan/ 

・１～３年生 原稿用紙２枚以内 

 ４～６年生  原稿用紙３枚以内 

・表紙に題、名前、都道府県名、自

宅住所・電話番号、学校名・学年、

学校住所・電話番号を書く。 

・作品は返却されません。 

 

③「県民の日」記念作

文コンクール 

（埼玉県教育委員会） 

【田原】〈有〉 

 

テーマ みんなに伝えたい埼玉県の魅力（題は自由） 

 私たちの住んでいる埼玉県は、新幹線や高速道路が

造られ、交通が便利な一方、山や川などの豊かな自然

がたくさん残っています。また、その土地ならではの

食べ物や昔から続いているお祭りなど、自慢できるも

のがたくさんあります。 

 みなさんのまわりにも誰かに伝えたくなるような素

敵な場所やおいしい食べ物、参加して楽しかったお祭

りや自慢できる素敵な人はいませんか。 

 皆さんが考える埼玉県の魅力について自由に作文を

書いてください。 

・４～６年生  原稿用紙３枚以内 

・題、学年、組、氏名を書く。 

・作品は返却されません。 

④こども作文コンク

ール「ありがとう」感

テーマ①身近なはたらく人へ、ありがとう 

（例）はたらいている家族へ 学校や習い事の先生へ 

①か②を選んで原稿用紙３枚以内

にまとめてください。 

https://www.dokusyokansoubun.jp/index.html
https://www.dokusyokansoubun.jp/index.html
https://yab.yomiuri.co.jp/adv/omawarisan/


作文 

 

謝の心を、未来へつな

ぐ（読売新聞社） 

【石田】〈有〉 

病院の先生や看護師さんへ、交通指導員さん、など感

謝の気持ちを作文にしよう。 

テーマ②あこがれの仕事、かなえたい夢 

（例）看護師さんになって病気の人を助けたい。 

スポーツ選手になって金メダルをとりたい 

 

https://www.anshin-

zaidan.or.jp/about/csr/sakubun/ 

・1行目題名（上から３字空け） 

・2行目学校名・学年・氏名（下か 

ら１字空け） 

・3行目から本文（上から１字空け） 

・応募用紙をホチキス留め。 

⑤「ごはん・お米とわ

たし」作文コンクール 

（埼玉県農業協同組合） 

【小島】〈有〉 

・毎日のごはんでおいしかったことや家族とのコミュ

ニケーション、お米、ごはん食に関しての思い出や

考えたことなどを素直な気持ちで自由に表現してく

ださい。タイトルも自由。 

 

https://ja-niigata.or.jp/event/rice_concours/ 

 

 

・１～３年 原稿用紙１．５枚以上 

２枚以内 

・４～６年 原稿用紙２．５枚以上 

３枚以内 

・1行目題名（上から３字空け） 

2行目学校名・学年・氏名（下か

ら１字空け） 

・3行目から本文（上から１字空け） 

※各ページ番号をふり、開いて右上

をホチキス留め。 

・作品は返却されません。 

⑥「いつもありがと

う」作文コンクール 

（シナネンホールデ

ィングス） 

【川村】〈有〉 

いつもお世話になっている家族に対して、普段言葉で

はなかなかいえない感謝の気持ちを作文に書いて応募

してください。 

 

https://sinanengroup.co.jp/sakubun/ 

原稿用紙１～３枚 

1行目題名（上から３字空け） 

2 行目学校名・学年・氏名およびふ

りがな 

最終ページの裏に応募用紙をはっ

てください。 

⑦映画感想文コンク

ール 2022 

（キネマ句報社） 

【山﨑】〈無〉 

映画館や DVD・ブルーレイ、配信、テレビ放送など鑑

賞方法は問いません。お気に入りの映画を見て、その

感想文を送ってください。 

市販の原稿用紙かオリジナル原稿用紙をダウンロード

してご利用ください。 

【映画感想文コンクール２０２２】で検索 

https://www.kinejun.com/eigakansoubun/20

22/   

１２年生の部・４００字以内 

３４年生の部・８００字以内 

５６年生の部・８００字以内 

応募用紙をクリップでとめてくだ 

さい。 

書写 ⑧ＪＡ共済書道コン

クール  

（ＪＡ共済連埼玉） 

【宍戸・今井】〈無〉 

 

https://social.ja-

kyosai.or.jp/conte

st/ 

 

 

 条幅の部 半紙の部 

１年 い ろ り み ち 

２年 な か ま ほ た る 

３年 竹 と ん ぼ ひ ま わ り 

４年 雪 わ り 草 友 達 

５年 緑 の 草 原 喜 び の 歌 

６年 認 め 合 う 心 発 芽 の 時 

 

一 

年 

 

池 

田 

花 

子 

 

 

  

 

 

池 二 

田 年 

花 

子                     

 

・左下の見本のように、名前

は ○年 池田花子と 

書くこと。〇年生まで書くと

応募できません。 

・１・２年は学年・氏名は漢数字、

漢字、ひらがな、いずれでもよい

が、３年以上は、学年は漢数字、

氏名は漢字とする。 

・条幅は画仙紙半切・かい書。 

（たて約 136㎝×よこ約 35㎝） 

 

https://www.anshin-zaidan.or.jp/about/csr/sakubun/
https://www.anshin-zaidan.or.jp/about/csr/sakubun/
https://ja-niigata.or.jp/event/rice_concours/
https://sinanengroup.co.jp/sakubun/
https://www.kinejun.com/eigakansoubun/2022/
https://www.kinejun.com/eigakansoubun/2022/
https://social.ja-kyosai.or.jp/contest/
https://social.ja-kyosai.or.jp/contest/
https://social.ja-kyosai.or.jp/contest/


⑨「下水道の日」作品

コンクール 

（埼玉県下水道公社） 

【稲田】〈無〉 

https://www.jswa.

jp/sewage/contest

/ 

 

１～３年       ４～６年 ・半紙（327㎝×243㎝）縦長 

 楷書か行書。 

 

家庭 ⑩発明創意くふう展 

（朝霞班産業教育振

興会）【森田】〈無〉 

 

科学的な思考と独創力に重点をおいたもの。 

・市販商品に類似したものでなく創意工夫された作

品。 

・耐久性があり、実用に耐えられる作品。 

・全体的に完成された作品。 

・共同作品でもよい。 

・大きさは、縦横高さ各 60㎝以内、

重さは 20㎏以内。 

・説明書を書く場合は B2 判以内で

１作品につき１枚。 

・校内審査あり。 

理科 ⑪理科自由研究・科学

展（朝霞支部科学教育

振興会）【齋藤・清水】

〈無〉 

 

 

 

・理科の授業の発展や、普段疑問に思っていること、

不思議に思っていることなどを観察・実験して詳し

く研究する。 

・授業を広げて、本を読んで、科学館・博物館へ行っ

て、生活の中の疑問など、テーマは自由です。 

ま 

と 

め 

か 

た 

の 

例 

○作品は、写真や絵、グラフなどを

活用して模造紙やノート、レポー

ト用紙などにまとめてください。 

○写真、図表等の資料については、

破損しやすいもの、腐敗するも

の、においのあるもの、危険物等

は受け取れません。 

○一人で取り組んでも、共同研究で

もかまいません。 

 

 

 

図工 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫明るい選挙啓発ポ

スター 

（新座市選挙管理委員会） 

【後藤】〈無〉 

明るい選挙を呼びかけることを内容に自由に表現して

ください。 

詳しくは「明るい選挙啓発ポスター」で検索してくだ

さい。 

・四つ切りまたは八つ切り画用紙 

・描画材料は自由。 

・裏面右下に埼玉県新座市立池田小

学校○年 氏名（ふりがな）を書

く。作品は返却されません。 

⑬新座市「人権ポスタ

ー」（新座市人権教育

推進協議会）【石井】

〈無〉 

日常生活経験や学習に基づき、差別の解消や人権 

意識の向上を図る内容のもの。 

・ポスターは、B4（八つ切）又は B3

（四つ切）の画用紙。裏に学校名、

学年、名前を明記する。 

⑭ゆうちょアイデア

貯金箱コンクール 

（ゆうちょ銀行） 

【田代】〈無〉 

テーマは自由。 

子どもたちのオリジナリティ 

あふれるアイデアを重視。 

https://www.idea-chokinbako.jp/ 

・材料は自由。（持ち運びできる物） 

・１辺が 25 ㎝以内の大きさ(厳守) 

・有名人の写真、キャラクターは 

使用不可。 

・工作キット、真似は不可。 

・保護者の過度な補助は不可。 

・校内審査有り。 

⑮３R 促進ポスター

コンクール【関根】 

（環境省及び３Ｒ活

動促進フォーラム） 

〈有〉 

３R(廃棄物のリデュース・リユース・リサイクル)を促

進するため、ゴミの発生抑制 [Reduce][Reuse] 

[Recycle]の考え方をテーマとしたポスターを募集し

ます。 

https://3r-

forum.jp/activity/poster/index.html 

・四つ切り（３８㎝×５４㎝） 

・裏面に応募票を貼付。 

・英語のつづり間違いや誤字をしな 

いように留意してください・ 

⑯全国小中学校児童・

生徒環境絵画コンク

ール（全国小中学校環

境教育研究会）【池戸】 

〈有〉 

テーマ「みんなでつくろう持続可能な社会」「みんなで 

守ろう豊かな自然」に沿った絵画かポスターいずれか 

を選んでかいてください。 

https://kankyokyoiku.jp/activity/658/ 

・四つ切り 

・裏面に応募票を貼付。 

⑰「ごはん・お米とわ

たし」図画コンクール 

毎日のごはんでおいしかったことや家族とのコミュニ 

ケーション、お米、ごはん食に関しての思い出や考え 

・四つ切りの画用紙まで画材は制限

なし。） 

下 

水 
 

ど 

う 

○
年 

氏
名 

下
水
道

の
役
割 

 

○
年 

氏
名 

テーマ         学年・組・名前 

１ 研究の動機・きっかけ 

２ 予想 

３ 研究の方法 

４ 研究の結果 

５ わかったこと 

６ 研究のまとめ 

https://www.jswa.jp/sewage/contest/
https://www.jswa.jp/sewage/contest/
https://www.jswa.jp/sewage/contest/
https://www.idea-chokinbako.jp/
https://3r-forum.jp/activity/poster/index.html
https://3r-forum.jp/activity/poster/index.html
https://kankyokyoiku.jp/activity/658/


№4 

 

 

 

 

 

 

図工 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（埼玉県農業協同組

合）【外山】〈有〉 

 

 

たことなどを素直な気持ちで自由に表現してくださ 

い。タイトルも自由。 

https://ja-niigata.or.jp/event/rice_concours/ 

 

 

 

・文字を入れてはいけません。 

・おむすびやお米に顔や手足があ 

るものや、おとぎ話や童話をモチ

ーフにしたものは対象外。 

・ごはん及びお米を主題としていな

いもの 

・裏面に応募票を貼付。          

⑱WE LOVE トン

ボ絵画コンクール 

（朝日新聞社） 

【片貝】〈有〉 

「トンボ」または「トンボのいる風景」の絵画。スケ

ッチ、イラスト、CG画でも可能。水彩、クレヨン、

コンテ、鉛筆、油彩など画材・表現方法は自由。 

https://www.tombow.gr.jp/sdgs/kaiga/ 

・A3あるいは四つ切り 

・裏面に応募票を貼付。 

⑲荒川図画コンクー

ル（荒川図画コンクー

ル実行委員会） 

【佐藤沙】〈有〉 

荒川流域（本川及び支川、荒川第一調節池及び彩湖を 

含む）の川やダムの風景 

https://www.ktr.mlit.go.jp/arajo/arajo_index

103.html 

・四つ切り画用紙横がき。 

・裏面に応募票を貼付。 

⑳児童絵画コンクー

ル（埼玉県トラック協

会）【山川】〈有〉 

ぼく・わたしが思う「安全」で「安心」な「環境にや 

さしい」トラック～こんなトラックあったらいいな～ 

https://www.saitokyo.or.jp/concour-form/ 

・四つ切り画用紙 横がき。 

・クレヨン・パステル・水彩絵の具

など用具は自由 

・裏面に応募票を貼付。 

㉑夢の電車イラスト

コンテスト(埼玉県産

業教育振興会) 

【橋本】〈有〉 

「ぼく、わたしが乗りたい夢の電車」 

詳しくは「埼玉県産業教育フェア」で検索してく

ださい。 

https://www2.spec.ed.jp/krk/sanfair/%E5%A

4%A2%E3%81%AE%E9%9B%BB%E8%BB

%8A%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B

9%E3%83%88%E3%82%B3%E3%83%B3%E

3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88 

・A４サイズの大きさで、ケント紙 

のような厚手の用紙を横置きで 

描いてください。 

・イラストは必ず着色してくださ

い。画材は問いません。 

・応募用紙に必要事項を記入して電

車のイラストに裏面に貼付して

ください。 

㉒未来に残そう青い

海海上保安庁図画コ

ンクール（海上保安

庁）【朝日】〈有〉 

https://www.kaih

o.mlit.go.jp/info/t

opics/post-

776.html 

「未来に残そう青い海」イメージしてください。 

【作品テーマ】 

●きれいな海で楽しく遊んでいる人の様子 

●きれいな海で働いている人々の様子 

●きれいな海を走る船の様子 

●海をきれいにしている人々の様子 

●海の生き物たちがいきいきしている様子 

●未来に残したい海 

 

・はがき〈100mm×148mm〉サイ 

ズ。絵はたて、よこ、どちらでも

可。色鉛筆、ボールペンなど。 

・応募票は表面から見て下部右側が

見えるように貼付してください。 

・応募用紙に必要事項記入して貼

付。  

家庭 

 

 

㉓“早寝・早起き・朝

ごはん”推進事業 

ぼくのわたしの朝ご

はん レシピコンク

ール〈新座市ＰＴＡ・

保護者会連合会〉 

【濱田】〈有〉 

夏休み期間を利用してご家族と一緒に「我が家の自慢

の朝ごはん」を作り、材料・調理法を紹介してくださ

い。台紙の大きさ以外に規定はありませんが、以下の

ことがらを必ず盛り込むこと。 

①朝ごはんの名前 例：パワー全開もりもりごはん 

②材料 ③調理方法 ④調理時間 ⑤実際に調理して

いるのが分かる写真 ⑥出来上がった朝食の写真 

・八つ切りの画用紙〈色は自由〉を

台紙とする。 

≪注意≫  ※作品は始業式に担任の先生に出してください。 

※原稿用紙は B4版たて書き・４００字詰めのものを使用してください。 

※作文には１枚目の余白の右側に、どのコンクールに出すかを鉛筆で書いてください。 

※応募票〈有〉の作品は池田小学校のホームページからダウンロードしてください。 

 池田小HPのトップページの【夏休みの課題】をクリックすると、各応募票をダウンロードで

きるように設定します。７／２１までにアップします。 

※作品は、返却されないものもありますのであらかじめ御承知おきください。   

※夏休みの作品の表彰は学校からの応募に限ります。  

https://ja-niigata.or.jp/event/rice_concours/
https://www.tombow.gr.jp/sdgs/kaiga/
https://www.ktr.mlit.go.jp/arajo/arajo_index103.html
https://www.ktr.mlit.go.jp/arajo/arajo_index103.html
https://www.saitokyo.or.jp/concour-form/
https://www2.spec.ed.jp/krk/sanfair/%E5%A4%A2%E3%81%AE%E9%9B%BB%E8%BB%8A%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88
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