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調べよう

投票について図書館で調べたり、

身近な大人に意見を

やルール、

聞いてみよう !

しら

せんきょ  れきし

選挙の歴史
とうひょう

き

としょかん  しら

みぢか  おとな  いけん

考えよう
じぶん  おとな

自分が大人になったとき、
しゃかい

どんな社会になっ

かんが

てほしいか、
かんが

考えてみよう !

応募しよう
あか   せんきょ   よ
r明るい選挙」を呼びかける

ポスターを作つて

応募しよう !

つ く

おうば

おう   tぎ

せんきょ

選挙のめいすいくん

▼

募集
期間 5月 9日 (月)～ 9月9日 (金)

′《ンフレットの

ダウンロードと

過去の入賞作品は

こちらから>>>
※締切日は市区町村によつて異なることがありますので、詳しくは最寄りの選挙管理委員会にお尋ねください。



ぞ盲義泳すぃく評

のデ ザ ト脚 ちど
｀
が査べ桂口な !

l:え く、ぜ った LI′ サヽサ |

ただしくん

f魂

事|;ィちゃん

う~ん

善

とぅしょぅかナょヽ?

決ょsナか Lヽl′か`S、 タァ教汰にしE表 しょうか ?
お母さ港そうしよう !!

すなお   ひょうげん

革

みぢか

お父さん

乃んナかヽの意見を間[1て 何かを決めることって学校や家庭で ,モトよくあるよね、乃んナかヽが大入に

なって参力Dてする「選挙Jも同じこと。
こんきょ          0                               ひと          セtと,ょうしゃ え6

「選挙Jlよ、LIよ住んで[1る よちをよりよくしてくン1る大三カんナかヽの代表着を選ぶんだ。

「選挙Jで 1よ 、本当にみんなの代表にふさわしいか、よく見て自分で判断し、
とうひょう              たいせつ

すすんで投票することがとても大切なことです。

お金やプレゼントをもらつたから、その人に投票したとしても、
しぷん     とヽし   つた

『自分Jの意思を伝えたことにはなりません。
せヽ しヽ  かんじん  も             とうひょう  さんか

みんなが政治に関心を持つて、すすんで投票に参加し、

ルールに違反することなく選挙が行われることを「明るい選挙」といいます。
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ポスターは自分の考えたことや情報を伝えるための表現です。
しぶん   ひょう1すん                   ゆた     つた                         み   ひと    きも

自分が表現したいイメージが豊かに伝わるように、ポスターを見る人の気持ちになって

絵や文字の工夫をすることが大切です。 文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官 平田朝―

しょう  がっ   こう

てい がく ねん

小 学 校  法ぇることと齢 病発ちを鞘 することをはつきりと参けるのではなく、
ね が

低学年
′
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選挙に対する思いや願いのイメージを身近なことや日常の経験などから

|―   苧 専露*)1素
直に表現すること力状 切です。

このポスターは、黄色い投票箱

を日んで、周りの人が笑顔で

投票用紙を持っている姿が

楽 しく表現されています。

このように、日常の経験や夢

などをもとに描くことで、お出

かけして楽しい時と同じよう

に、明るい未来を思い描いて

笑顔で選挙に向かつて欲しい

気持ちが伝わつてきます。
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このポスターは、真ん中の子

さまざま ねんれい  ひと

が掲げている投票用紙が光っ

ていて、周囲には若者からお

年寄りまで様々な年齢の人た

ちが描かれています。このよ

うに、投票する人々を考えて
さまざま  ねんれいそう

描 くことで、様々な年齢層の

人たちが、投票に行き、明るい

未来へつながつて欲 しいとい

う気持ちんヾ伝わつてきます。

滋賀県蒲生郡日野町立必佐小学校 ]年生

下野 晴基さん

東京都中野区立白桜小学校 3年生

川村 奏菜さん

ポイント

ポスター作成の

0 にちじょう    けいけん    ゆめ                えが

日常の経験や夢などをもとに描く 0 投票する人々を考えて描く



わ校勝学嚇小
年学吉ロ

′日、

こう がく ねん

「人に伝えるJと いうことを身近な経験や社会に目を向けて

自分なりに考えたり、想像を広げたりしたことなどから

す r明るい選挙Jのイメージをふくらませて表現することが大切です。

沖縄県中頭郡読谷村立古堅南小学校 5年生

安次嶺 こころさん

このポスターは、夢が詰まった

投票用紙が光つていて、若者

からお年寄りまでの様々な人

の笑顔が表されている明るい

作品になっています。このよう

に、投票の場面から想像して

描くことで、楽しい気持ちとと

もに一票のもたらす明るい未

来を望む作者の気持ちが伝

わってきます。

石

投票の場面から考えて描く

こ

ひ

埼玉県川□市立飯塚小学校6年生 鈴木 舞桜さん

このポスターは、カラフルでやさしい色使いが印象的であり、砂時計

を投票箱と未来の世界に見立てて描かれた作品です。未来に向け

て想像を広げて描くことで、見る人に明るい未来の素晴らしさを

想像させることにつながっています。

みらい     む       そうぞう    ひろ      えが

未来に向けて想像を広げて描く
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一す主未ゞ強
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とうひょう    Iまめん

ちゅう  1,ヽっ   こう

中学校
自分が伝えたいことを見る人の立場に立って、

1高等学校 ゴ
何をどのように伝えるかを考えて、絵や文字を工夫して描くことが大切です。

こぅ   とぅ
0が

っ   こぅ

このポスターは、斜め左上の

青空の広がる未来と右下の無

彩色の空の現在といつた同じ

風景を大きく2つ の世界に描

き分けて対照的に表現されて

いる作品です。このように、文

字と描かれた世界を関連付け

て考えることで、相手に伝えた

い内容を印象的に伝えること

につながります。

このポスターは、描かれた人
＼

▼

ヽア

建

の動きだけでなく、背景を工夫

することで、スピード感を感じ

ガ  させてくれる作品になつてい

. ます。このように、手前に向かっ

東京都台東区立忍岡中学校3年生

西原 あかりさん

一

秋田県立秋田南高等学校 1年生

舘洞 百音さん

‐  てくる一瞬の動きや遠近感を

独創的な視点から描くことで、

相手に印象的に伝えることが

できます。

独創的な視点で描く文字と絵を関連付けて描く

ヒント
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けいさぃさくひん         れいう  ねんどもんぶ かがくだいした そぅむだいしんしょう しゅしょうさくひん      がくおん  じゅしょうとう し
※掲載作品はすべてf令和3年度文部科学大臣・総務大臣賞」受賞作品です。(学年は受賞当時)



令和4年度明るい選挙啓発ポスター 作品募集 (第74回)要項

…

私たちが豊かで幸せな生活をおくるには、立派な政治が行われなければなりません。その政治は選挙によつて

選ばれた人たちによつて行われます。だから選挙が明るく正しく行われなければなりません。そこで、全国の児童、

生徒の皆さんに、明るい選挙を呼びかける[日象的なポスターをかいていただきたいのです。

E2】艇載脳 0内容

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。

② 応募資格

」ヽ学校児童、中学校・高等学校の生徒

O募集期間

令和4年 5月 9日 (月 )から令和4年 9月 9日 (金 )まで

0締切日と提出先 ※市屋口J村によって異なることがありますので、詳しくは最寄りの選挙管理委員会にお尋ねください。

令和4年 9月 9日 (金 )までにあなたの住んでいる市区町村または通学している学校のある市区町村の選挙

管理委員会に提出してください。

O画材

描画材料は自由(紙や布など、絵の具材料だけに限りません)

0大きさの基準

画用紙の四ツ切(542mmx382m附 )、 八ツ切 (382mm× 271mm)も しくはそれに準じる大きさ

0応募上のご注意

(1)作品のうら右下に、都道府県名、学校名、学年、氏名(ふりがな)を必ず記入してください。

(2)応募作品は、原則として返却しません。

(3)入賞作品の版権は主催者に属し、作品は自由に利用させていただきます。

(4)入賞者の学校名、学年及び氏名を公表させていただきます。

d団巨瓢DO第 1次審査
各市区町村選挙管理委員会において、小。中・高別に選びます。

② 第2次審査 (地方審査)

各都道府県選挙管理委員会において、小。中・高別に応募数に応じ、所定の点数を選んだうえ、第 3次審査

(中央審査)へ提出します。

O第3次審査 (中央審査)

第2次審査で選ばれた作品について、下記審査員により入賞作品を決定します。

文部科学省。総務省・公益財団法人明るい選挙推進協会・都道府県選挙管理委員会連合会の各代表審査員

C臣亜翌■,0小。中・高別に次の賞を贈ります。
(1)文部科学大臣・総務大臣(連名)の賞状と公益財団法人明るい選挙推進協会会長・都道府県選挙管理委員会

連合会会長 (連名)からの副賞

●小学校 :各学年 1名  ●中学校 :各学年2名  。高等学校 :各学年2名

(2)公益財団法人明るい選挙推進協会会長・都道府県選挙管理委員会連合会会長 (連名)の賞状と副賞

●小学校。中学校。高等学校 :各学年若千名

② 第3次審査 (中央審査)に提出された方全員に、公益財団法人明るい選挙推進協会会長から記念品を贈ります。

-11月
初旬の予定

主催 :公益財団法人明るい選挙推進協会 都道府県選挙管理委員会連合会 都道府県選挙管理委員会 市区町村選挙管理委員会

後援 :文部科学省 総務省 都道府県教育委員会 市区町村教育委員会
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お問い合わせ。ボスターの提出先は

市区町村の選挙管理委員会に

お願いします。

常1言す


