
朝霞第六小学校 

令和 4年度夏休み自由研究課題        7月 28日現在 

7/26に★のところに変更がありました。 
 

⭐夏休みは普段学べないことや体験できないことにチャレンジするのにとても良い休みです。学年で決められた 

内容にチャレンジするのはもちろん、それ以外にも色々チャレンジしてみましょう。 

 

Aグループ【３年生以上は必ず取り組むもの】 

・第 73 回北足立地区科学教育振興展覧会【理科展】（8/29〆） https://www.sairiken.com/blank-10 

※要項・研究の手引きはフォルダ内で別に記載 

・第 42 回青少年読書感想文全国コンクール（9/14〆） https://www.dokusyokansoubun.jp/youkou.html 

※埼玉県の締切日が分かり次第お知らせいたします。 

・令和 4年度朝霞班発明創意工夫展（9/5〆） 

※開催要項に関してはフォルダ内で別に記載 

 

Bグループ【学校に提出し応募するもの】 

★第 25 回『木のあるくらし』作文コンクール（9/6〆） https://www.mokujukyo.or.jp/lifewithwood/concour/ 

・第 74 回明るい選啓発ポスター（9/9〆） http://www.akaruisenkyo.or.jp/060project/06502poster/ 

・第 59 回全国児童才能開発コンテスト https://www.sainou.or.jp/contest/index.html 

作文部門（9/30〆）図画部門（10/31〆）化学部門（11/15〆） 

・第 16 回ビルメンテナンス子ども絵画コンクール（9/16〆） 

★https://www.j-bma.or.jp/concours_top/bosyuyoko/  

・令和 4年度薬物乱用防止啓発ポスターコンクール（9/8〆） 

 https://saiyaku.or.jp/image2022/R4bosyuu/poster_2022.html 

・令和 4年度『家庭の日』ポスターコンクール（9/9〆） 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0307/kenminkaigitop/kateinohi/h26.html 

・3R促進ポスターコンクール（9/9〆）https://3r-forum.jp/activity/poster/index.html 

・第 47 回「ごはん・お米とわたし」作文・図画コンクール（9/12〆） 

https://www.ja-saitama.jp/activity/rice_compe.php 

・令和 4年度 JA 共済書道コンクール（9/8〆）https://social.ja-kyosai.or.jp/contest/index.html 

・令和 4年度防火ポスター図案（8/30〆）http://shouboujin.or.jp/img/r4/r4poster.pdf ※応募用紙は別 

・夢の電車イラストコンテスト（9/16〆）https://www2.spec.ed.jp/krk/sanfair/wysiwyg/file/download/1/408 

 

Cグループ【ご家庭で応募するもの】  

※締切日時が早いものや遅いものがあります。ご確認の上取り組んでください。取り組まれたものは成果物と 

 応募用紙等を iPadで記録に残しておいてください。 

★第 72 回作文コンクール（9/6〆）https://jigyou.yomiuri.co.jp/sakubun/#outline 

・第 42 回こくみん共済 coop 小学生作品コンクール（1/13〆） 

https://www.zenrosai.coop/lp/73/sakuhinkanto/oubo-49/ 

・第 9 回子ども作文コンクール（9/16〆）https://info.yomiuri.co.jp/contest/edu/5227.html 
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・第 16 回『夢をかなえる』作文コンクール（10/31〆） 

 https://www.jafp.or.jp/personal_finance/yume/index/ 

・第 2 回読書推せん文コンクール（9/16〆）https://www.hakuhodofoundation.or.jp/okiniiri/ 

・第 12 回「ぼくとわたしのリサイクル」作文コンクール（8/31〆） チラシ配布済み 

https://www.suntory.co.jp/group/sbs/sustainability/contest/ 

・第 16 回「いつもありがとう」作文コンクール（9/9〆）https://sinanengroup.co.jp/sakubun/ 

・第 31 回わたしのまちのおまわりさん 全校小学生作文コンクール（9/9〆） 

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

・令和 4年度交通安全ファミリー作文コンクール（9/9〆）https://www.jtsa.or.jp/topics/T-332.html 

・第 14 回ありがとうの手紙コンテスト（10/15〆）  

https://www.family.co.jp/sustainability/children/thanks_letter.html 

・第 6 回『下水道の日』作品コンクール（9/9〆） 

 https://www.pref.saitama.lg.jp/c1501/koho/concours62.html 

・第 72 回埼玉県統計グラフコンクール（9/5〆） 

 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0206/graph-con/72/72kaiboshuu.html 

・第 38 回『私たちの自然を守ろう』コンクール（9/30〆） 

 http://www.eco-saitama.or.jp/contest22/index.html 

・「青いスピン」作品募集（8/31〆） https://www.tokyo-shoseki.co.jp/spf/bluespin/ 

・青い鳥文庫小説賞（9/30〆） http://aoitori.kodansha.co.jp/series/literature_award6/ 

・第 10 回 今、あなたに贈りたい漢字コンテスト（9/22〆） https://www.kanken.or.jp/kanjicontest2022/ 

・2022 年『全国学校図書館 POP コンテスト』（11/30〆） 

 https://www.poplar.co.jp/schoolLibrary/pop-contest/ 

・大辞泉が選ぶ新語大賞 2022（11/13〆）  https://daijisen.jp/shingo/ 

・第 18 回環境フォトコンテスト（9/30〆） https://www.idemitsu.com/jp/enjoy/kids/photo/ 

・第 6 回生命を見つめるフォト&エッセー（10/5〆） https://jigyou.yomiuri.co.jp/photo-essay/ 

・第 17 回「科学の芽」賞（9/17〆） https://www.tsukuba.ac.jp/community/students-kagakunome/oubo/ 

・第 47 回ゆうちょアイデア貯金箱コンクール（9/20〆） 

 https://www.idea-chokinbako.jp/s3/pdf/47th_A4_chirashi.pdf 

・第 16 回『私とみんてつ小学生新聞コンクール』（9/30〆） 

 https://www.mintetsu.or.jp/newspaper_contest/ 

・デジタルえほんアワード 2022（8/19〆）  http://www.digitalehonaward.net/ 

・GAKKEN ニューブロック作品コンテスト（8/31〆） https://newblock.jp/campaign/newblock2022/ 

・リサイクル工作コンクール（9/15〆） https://www.chuden-edu.or.jp/oubo/oubo3/oubo3.html 

・メダカ博士コンテスト（9/30〆） https://www.kyorin-net.co.jp/medakacon2022/ 

・わたしの自然観察路コンクール（9/30〆） http://kansatsuro.jeef.or.jp/ 

・ぼうさい探検隊マップコンクール（11/4〆） https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/reduction/bousai_sp/ 

・第 13 回 いっしょに読もう！新聞コンクール（9/7〆） https://nie.jp/month/contest_newspaper/2022/ 

・ジュニア・シッピング・ジャーナリスト賞（11/13〆）https://www.kaijipr.or.jp/jsj/   

・令和 4年度学校健康づくり啓発ポスターコンクール（10/31〆） 

https://www.gakkohoken.jp/news/archives/114 

・荒川図図画コンクール（9/15〆） https://www.ktr.mlit.go.jp/arajo/arajo_index103.html 

・第 63 回自然科学コンクール（10/31〆）https://www.shizecon.net/entry/index.html 
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・全国小中学生紙リサイクルコンテスト 2022（12/9〆） https://www.value-press.com/pressrelease/296751 

・第 18 回『家やまちの絵本』コンクール 

https://www.judanren.or.jp/activity/event/ehon/picture_book_18_2207.pdf 

・第 17 回埼玉住み心地の良いまち大賞（10/31〆） https://www.sahn.jp/?p=3313 

・第 2 回「土地月間」ポスターコンテスト（8/16〆） 

https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo02_hh_000001_00039.html 

・第 26 回「俳句の里」山梨県笛吹市全国小学生・中学生俳句会（9/5〆） 

https://www.city.fuefuki.yamanashi.jp/shogaigakushu/kosodate/shogaigakushu/dai26kaihaikukai.html 

・重量 1/6 ワンダーランド展アイディアコンテスト（メニュー作り 8/31〆、宇宙服作り 10/31〆）  

https://www.a-quad.jp/exhibition/116/event_sp.html 

・第 21 回ドコモ未来ミュージアム（9/11〆） 

絵画部門→http://www.docomo-mirai.com/kaiga.php 

デジタル絵画部門→http://www.docomo-mirai.com/digital.php 

・樫尾俊雄発明アイディアコンテスト（9/30〆） https://hatsumeicontest.jp/contest/ 

・海と日本プロジェクト「うみぽす」海の PRコンテスト 2020（9/30〆）  https://umipos.com/ 

・第 19 回児童絵画作品コンクール（9/5〆）https://www.saitokyo.or.jp/concour-form/ 

・第 23 回未来に残そう青い海・会場保安庁図画コンクール（9/9〆） 

https://www.kaiho.mlit.go.jp/04kanku/information/mikawa/003601.html 

・令和 4年度交通安全ポスターコンクール（9/30〆）https://social.ja-kyosai.or.jp/contest/index.html 

・令和 5年度使用交通安全年間スローガン（9/30〆）https://www.jtsa.or.jp/topics/T-331.html 

・第 38 回防災ポスターコンクール（10/31〆） https://www.bousai.go.jp/kyoiku/poster/38poscon.html 

・第 37 回WE LOVEトンボ絵画コンクール（9/16〆）https://www.tombow.gr.jp/sdgs/kaiga/ 

・Unity ユースクリエイターカップ 2022（8/31〆）  https://uycc.unity3d.jp/ 

・Minecraftカップ 2022 全国大会（9/11〆） https://minecraftcup.com/ 

・第 3 回 SDGs全国子どもポスターコンクール（9/15〆）https://www.cu-kunitachi.or.jp/sdgs-poster/ 

・花王国際こども環境絵画コンテスト（9/6〆） 

https://www.kao.com/jp/corporate/sustainability/society/painting-contest/entries/ 

・令和 4年度環境美化ポスター（9/2〆）→募集要項は PDF を参照。 

・「灯台絵画コンテスト 2022」作品募集のお知らせ（9/7〆） 

https://www.tokokai.org/picture/pic00/ 

・第 14 回中村キース・ヘリング美術館国際児童絵画コンクール（9/17〆） 

https://www.nakamura-haring.com/blog/4902/ 

・おおしま国際手づくり絵本コンクール 2022（9/4〆）  http://www.ehonkan.or.jp/recruit/contest_kids.html 

・U-22 プログラミング・コンテスト 2022（8/25〆）  https://u22procon.com/ 

・第 10 回日経「星新一賞」（9/30〆） 」https://hoshiaward.nikkei.co.jp/ 

・2022 川カシャ！（9/16〆）https://www.ktr.mlit.go.jp/river/chiiki/river_chiiki00000098.html 

・第 1 回「ありがとう」は万能薬。絵葉書デザインコンテスト（9/19〆） 

https://www.fmosaka.net/_ct/17551968 

・令和 4年度北方領土に関する全国スピーチコンテスト（10/17〆）https://hoppou-speechr4.net 

・「楽しく作れる！楽しく学べる！パソコン×自由研究コンテスト 2022」 

https://kids.gakken.co.jp/jiyuu/contest2022/ 

・ジュニアエコタイムス（1/16〆）https://www.rena-books.com/ecotimes-entry 
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★令和 4年度「県民の日」記念作文コンクール（9/7〆） 

★https://www.pref.saitama.lg.jp/a0301/kenminnohi/kenmin-sakubun.html 

★令和 4年度「心の輪を広げる体験作文」「障害者週間のポスター」（9/2〆）※応募用紙は別ファイルにて 

★https://www8.cao.go.jp/shougai/kou-kei/boshu_r04.html 

★令和 4年度第 443 回埼玉県児童・生徒木工工作コンクール（9/16〆）※要項等 PDFにて 

・夏休み親子陶芸教室→チラシ配布済み 

 

 

その他 

・彩の国工場一覧から見学報告（8/29）※特に応募はありません。自由にまとめて学校に提出します。 

工場見学を希望する場合は、必ず事前に電話等で申込先に連絡をしてください。 

工場見学は、基本的に工場の稼動時間内での受入となります。また、業務の都合などで見学受入ができない

場合もあります。 

見学が可能な人数や見学時間など、工場によっては見学の受入に制限を設けている場合があります。 

https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/25611/r4_ichiran.pdf 
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