
那覇市 環境部 環境政策課

ミライのためにイマ選ぼう!
COOL CHOICE！

４コマまんがコンテスト４コマまんがコンテスト

那覇市では地球温暖化対策のため、暮らしの
中で行う「COOL CHOICE（＝賢い選択）」を
テーマとした4コマまんがを募集します。

2019年10/4 11/15（金）～ （金）応募期間
【応募資格】

島袋直子先生による「4コマまんが描き方」ワークショップ開催！！

【会場】沖縄県立図書館
那覇市泉崎1-20 -1（カフーナA街区ビル）

プロの漫画家、島袋先生のわかりやすい指導で、
みんなで楽しく作品づくりに挑戦！
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参加費無料

ワークショップ
参加申し込みはこちら

ご応募はこちら

（小学生対象）

（中学・高校・専門学校・大学生対象）
マンガ編集者。日本漫画家
協会沖縄ブロック長。沖縄
初のWebコミック「コミッ
クチャンプルー」編集長。

島袋 直子

【部門】
■小学生キッズ部門
■一般学生部門（中学・高等学校・専門学校・大学生）

那覇市内に在住または通学している小・中学校・
高等学校の児童、生徒 および専門学校・大学生

10月16日（水）13：30～16：30

10月26日（土）13：30～16：30

検索クールチョイス那覇　4コマ

要事前申込



ミライのためにイマ選ぼう! COOL CHOICE！4コマまんがコンテスト 応募について

作品
テーマ

応募資格

応募方法

応募期間

応募用紙

作品の描き方

表　彰

審査結果の発表 表 彰 式

注 意 事 項

「地球温暖化対策について、自分にできることを考えてみよう！」
ちきゅう おんだんか  たいさく じぶん かんが

ちきゅう おんだんか

那覇市内に在住または通学している小・中学校・高等学校の児童、生徒
および専門学校・大学生

応募部門 ■キッズ部門（小学生）　■一般学生部門（中学・高等学校・専門学校・大学生）

①専用の応募用紙に記載し、運営事務局宛てに郵送して下さい。または応募用ホームページからご応募下さい。
②ご応募は、自作・未発表の作品で一人1作品までとします。

令和元年10月4日（金）～11月15日（金）

令和元年 12月2日（月） 令和元年 12月22日（日）
優秀作品は、表彰式会場の牧志駅前 ほしぞら公民館で
展示予定です。

＊ご応募頂いた作品は返却できない場合がござまいすので、あらかじめご了承下さい。 
＊作品を展示する際にラミネート加工を行う場合があります。
＊応募作品の著作権は制作者に帰属しますが、那覇市により非営利目的で公表使用することを承諾するものとします。 
＊応募用紙裏面の『個人情報の取扱いについて』に同意頂けない場合は、展示の対象にはなりませんのであらかじめご了承下さい。
＊応募作品の内容が応募規程を満たさない場合は、審査の対象とされない場合があります。

【主催】 那覇市 環境部 環境政策課
【問合せ先】

【作品郵送先】

専用の応募用紙をご使用下さい。

審査基準 作画の技術より、作品のアイディアや独自性を重視し、自由な発想で楽しく取り組む姿を評価基準とします。

・絵具、色鉛筆クレヨンなど何でもご使用下さい。 
・文字はペンか２Ｂ以上の鉛筆で濃く、はっきりと描いて下さい。
・絵と文章は応募用紙からはみ出さないように描いて下さい。 

那覇市長賞（１作品）、小学生キッズ部門 優秀賞（３作品）、一般学生部門 優秀賞（３作品）、合計 7作品
＊副賞：受賞者の皆様には副賞を予定しています。

応募用ホームページ、
くわしい描き方は
こちらへアクセス！

地球温暖化ってなぁに？

地球は太陽の光で温められています。温められた地球から熱が宇宙に出ていこうとします
が、その熱の一部を、地球をつつんでいる大気の中にある温室効果ガスが吸収しているので
地球は寒くなりすぎず、人間やそのほかの生物にとって住みやすい温度になっています。
でも、自動車や機械を動かしたり電気を作るために石油や石炭、天然ガスを燃やすと二酸化
炭素という温室効果ガスが大気中に増えてしまい、地球をあたたかくしすぎてしまいます。
地球があたたかくなりすぎると、南極の氷がとけたりして海の水が増え小さな島は沈んでし
まうかもしれません。
地球温暖化をできるだけ止めるには、誰もいない部屋の電気やテレビのつけっぱなしなど
エネルギーのむだづかいに気を付けましょう。ごみをいっぱい出すと燃やすために二酸化炭
素もいっぱい出ます。リサイクルできるようにごみは分別しましょう。植物は二酸化炭素を吸
収してくれるので緑を大切にしましょう。その他にもできることがないか考えてみましょう。
みんなで温室効果ガスが出ない方法をえらぶことを「クールチョイス」といいます。
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〈運営事務局〉 株式会社 近代美術
TEL.098-889-4110（総務部）［10：00～17：00（月～金）土日祝祭日のぞく］
〒901-1111 沖縄県島尻郡南風原町字兼城２０６ 
株式会社 近代美術 「クールチョイス4コマまんがコンテスト」係
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※白黒・カラー、画材は自由。できるだけ濃く描いて下さい。応募用紙はコピー可。

【かきかたの例】

かきかたアドバイス

【かきかたのくふう】

名 前

ふりがな

住所

学年学校名

ミライのためにイマ選ぼう! COOL CHOICE！4コマまんがコンテスト 応募用紙

那覇市 環境部 環境政策課

おはなしの
はじまり

おはなしが
どうやったら
すすむ？

おはなしに
変化を
つけよう

おはなしの
おわり

何をしたほうが
いいかな？

せりふだけ
かんがえて
みるのもOK!

おしまいの
オチをつける

みんなに見せてみて！
どうかいたら
つたわるか
聞いてみよう！

何をしたら？
をあつめる

おもいついたこと何でも
かきだしてみる
・自分が体験したことや感じたこと

・すきなイラストや動物、
 マルや点でかいてみる
・ハートや星・かぞくやともだち

・お家の中？ 外？
・学校？ 宇宙？

・「はじまり」と
 「おわり」を
 かいてみよう

キャラクターを
考える

場所を
考える

ストーリーを
作る

この先
どうなるの？



ミライのためにイマ選ぼう! COOL CHOICE！

※未成年者応募についての注意事項：この面は保護者の方が責任を持ってご確認下さい

先生・保護者の方々へ

個人情報等の取扱いについて

4コマまんがコンテスト 応募用紙

「クールチョイス！4コマまんがコンテスト」は地球温暖化対策について、子どもたちが家庭で
話し合ったことや自分で考えた内容を4コマまんがとして自由に表現し、ご応募頂くコンテスト
です。本コンテストを通して小学校や学生の頃から家庭で一緒に考えることで地球温暖化対
策に対する興味・関心はいっそう高められ、子どもたちの環境を大切にする態度、環境に配慮
した生活や責任ある行動を効果的に育むことを主旨としています。この機会にご家庭で地球温
暖化対策について話し合って頂ければ幸いです。

（１）応募情報（応募者の名前・学校名・学年・作品）は、作品審査、Web公開、冊子等への掲載、環境イベント等へ
の展示に利用致します。

（2）下記の記入欄の情報（名前・住所・電話番号）は、受賞者とその保護者へ表彰式の招待状の郵送・電話などによ
る情報提供のみに利用致します。

※記入項目はすべて必須であり、記入がない場合には、Web公開や会場展示の対象としない場合がありますので、
　あらかじめご了承下さい。

本市は「なはしクールチョイス！4コマまんがコンテスト」実施にあたり、業務を（株）近代美術に委託しており、個人
情報保護に関し厳しく管理しております。なお、応募者本人やその保護者の方から、作品展示停止や開示対象個人
情報の利用停止のお申し出があった場合には、すみやかにその展示を停止し個人情報の利用も停止致します。その
他開示対象個人情報の開示などのご依頼についても対応致します。

※下記の個人情報利用に同意頂けた作品は、「クールチョイス！4コマまんがコンテスト」ホームページでの公開
　および那覇市で活用させて頂く場合があります。

上記の個人情報の利用について、下記の同意欄のどちらかに○を記入して下さい。

同意します

同意しません

上記の内容に ふりがな

学校名

※記入漏れがある場合、ご連絡できない
場合がありますので必ずご記入下さい

※上記欄は保護者の方が責任を持ってご記入下さい

「応募について」に記載されているお問い合わせ先にご連絡願います。

年 組
応募者欄

名 前

電話番号

保護者欄
※未成年者
応募のみ記入

上記の内容に

名 前

住 所

記入欄

※同意して頂けない場合は、
審査の対象となりません

お問い合わせ
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