プレスリリース
平成29年6月21日
独立行政法人国立科学博物館

「第34回植物画コンクール」の実施
及び「第33回植物画コンクール入選作品展」の開催について
独立行政法人国立科学博物館（館長：林 良博）では、毎年、自然への理解を深める
学習支援活動事業の一環として、植物画コンクールを行っており、今年も別添作品募集要
項にて第34回を実施いたします。
また、第33回植物画コンクール入選作品展を、平成29年7月1日（土）〜7月17日（月・
祝）まで、日本館1階企画展示室で開催いたします。
【第34回植物画コンクール概要】
主

催：独立行政法人国立科学博物館

後

援：全国科学博物館協議会

募 集 部 門：「小学生の部」、「中学生・高校生の部」、「一般の部」の3部門
作品規格と条件：Ｂ４判または八つ切サイズで1人1点、未発表のオリジナル作品
受 付 期 間：平成 29 年 8 月 1 日（火）〜9 月 30 日（土）（必着）
【第33回植物画コンクール入選作品展概要】
会

期：平成 29 年 7 月 1 日（土）〜7 月 17 日（月・祝）

会

場：国立科学博物館 日本館1階 企画展示室

本件についての問合せ
独立行政法人 国立科学博物館
経営管理部研究推進・管理課研究活動広報担当：福島 昇
担当研究員：國府方 吾郎（植物研究部 多様性解析・保全グループ）
〒305-0005 茨城県つくば市天久保 4-1-1
TEL:029-851-5159

FAX:029-853-8998

E-mail: t-shuzai@kahaku.go.jp
国立科学博物館ＨＰ

http://www.kahaku.go.jp/

国立科学博物館筑波実験植物園ＨＰ http://www.tbg.kahaku.go.jp/
植物画コンクールＨＰ

http://www.tbg.kahaku.go.jp/education/contest/

平成2 9 年度

◆表彰・展示
①表彰
文部科学大臣賞、国立科学博物館長賞、筑波実験植物園長賞、
クリスタベル・キング賞、佳作の入選
平成30年3月下旬に国立科学博物館（上野本館）において表彰式を行い、賞状と副賞を贈呈します。
準佳作の入選者には、賞状を郵送します。

植物画コンクール

募集要項

②学校の特別表彰
学校単位で応募され、多くの作品が入選となった場合、学校に対して、特別奨励賞として表彰をすることがあります。
③展示
入選作品は，次の場所での展示を予定しています。
国立科学博物館筑波実験植物園［茨城県つくば市］ 平成30年2月10日
（土）〜2月25日
（日）
国立科学博物館（上野本館）
［東京都台東区上野公園］平成30年6月下旬〜7月中旬頃
国立科学博物館附属自然教育園［東京都港区白金台］平成30年7月下旬〜8月下旬頃

企画展「フローラ・ヤポニカ展」開催記念

受 付 期 間
2017 年8月 1日（火）〜
9月30日（土）必着

④その他
全国各地の植物園などで入選作品が展示されることがあります。
筑波実験植物園のホームページで、入選作品を公開しています。

※応募期間が例年と異なっておりますのでご注意ください

第33回 小学生の部 文部科学大臣賞
オクラ
細田 大登
（茨城県 つくば市立洞峰学園二の宮小学校１年）

第33回までの植物画コンクール入選作品絵はがきを(財）全国科学博物館振興財団（国立科学博物館上野本館/
筑波実験植物園/自然教育園ミュージアムショップ）
で販売しております。

《裏面の応募票に記入し、天地がわかるように作品裏面右下に貼り付けてください》
□ 作品規格
用紙サイズはB4版（25.7 cm×36.4cm)または、八つ切り(27.1cm×39.2cm)
用紙の厚さは5mm以内です。
□ 応募作品は、折ったり丸めたりせずにお送りください。
□ 作品返却をご希望の方は、応募票の「作品の返却」欄に「返却希望」
とご記入のうえ、返送用
切手または宅配便の着払いラベル（記入したもの）を貼り付けた封筒を同封してください。
□ 植物名を必ず記入してください。
□その他詳細については募集要項を再度ご確認ください。

応募票は四すみをのり付けして作品裏面に貼り付けてください。

作品の入る大きさの封筒をご用意ください。

第33回 中学生・高校生の部 文部科学大臣賞
ゲッカビジン
太田 優理子
（宮城県 仙台市立仙台青陵中等教育学校１年）

第33回 一般の部 文部科学大臣賞
ワサビ
宇留賀 美雪（長野県）

植物画について
植物の形や色が正確に描かれていて、美しく生き生きとした芸術性のある絵を植物画といいます。特に花や葉の大きさや形、つき
方などを注意深く観察し、その植物の特徴を正確に表現することが必要です。
植物画は誰でも描くことができます。美しいと感じ、すばらしいと感動した植物があれば、それをよく観察して、ありのままに素
直に写しとっていけばよいのです。華やかな花をつけた植物だけでなく、道端の草花や花の咲かないシダやコケ、あるいはキノコ
などにも、美しさやすばらしさを見つけてください。植物画を描くうちに、新たな発見があるかもしれません。よい作品ができた
ら、ぜひこのコンクールに応募してください。

第34回植物画コンクール 募集要項
企画展「フローラ・ヤポニカ展」開催記念

植物画を描くことによって、植物のすがたを正しく観察し、植物をより深く理解するとともに、植物に対する愛情を深め、人と植物のつながりにも高い関心
を持っていただくことを目的としています。

《受付期間》 平成29年8月1日(火)〜9月30日(土)(必着)
※応募期間が例年と異なっておりますのでご注意ください

また、今回のコンクールは、国立科学博物館上野本館で行う企画展「フローラ・ヤポニカ展」
（平成29年9月12日から12月3日）の開催を記念して、
イギリス・
王立キュー植物園の主席画家であるクリスタベル・キング氏を特別審査員としてお招きし、特別賞として
「クリスタべル・キング賞」を設けることとします。

◆応募規定
１ 募集部門

・次の3部門に分けて募集します。 小学生の部／中学生・高校生の部／一般の部

◎ 小学生の部および中学生・高校生の部については、個人での応募も受け付けますが、学校で取りまとめて応募される場合は、
30 （30

分の作品 を限度とします。

と必ず記入してください。記入のない場合は、返却
◎ 応募作品の返却を希望する場合は応募票の「作品の返却」欄に「返却希望」

２ 作品規格と条件

・用紙サイズは
（2
cm 36 cm)または、八
り 2 1cm× 9 2cm)です。用紙の厚さは5mm以内です。
・未
の
ジ
り
図鑑などの植物画を模写したものは応募できません。
・植物以外のもの（植木鉢、サイン、落款など）を描いたり、背景に着色する必要はありません。
・画材は自由ですが、クレヨンなど他の作品を汚すおそれのある画材の使用はご遠慮ください。
・入選作品名については、植物分類学の観点からよりふさわしい作品名に改訂する場合があります。

をいたしませんのでご了承ください。なお、

の

無は

内

してくださいますようお願い申し上げます。

◎ 学校の方針として個人情報を記入できない場合は、空欄のままで構いませんが、入選された場合は、入選者の住所・電話番号
を学校にお伺いいたします。
◎ 担当の先生のお名前を封筒にご記入ください。

３ 応募方法

送
ては、作
っ
、丸め
いでく さい
・作品の応募は、1人1点に限ります。
・応募票の太枠内に必要事項を記入し、応募票を作品裏面の右下に、四すみをのり付けして貼り付けてください。
・応募票は、コピーしたものや、応募票にならって手書きしたものを使っても差し支えありません。
・応募票は、筑波実験植物園のホームページからもダウンロードできます。
（ http://www.tbg.kahaku.go.jp/）

４ 作品の返却

・応募時に返却を希望していない作品については返却しません。
・応募時に返却を希望する場合は、
1) 応募票の「作品の返却」欄に、必ず「返却希望」
と記入してください。
2) 切手を貼付し、宛名（住所・氏名）を明記した返却用封筒（作品が入る大き）を応募時に必ず同封してください。
3) 返却時期
①入選した作品
入選した作品（以下「入選作品」
という。）は、各地で展示するなど、国立科学博物館の学習支援活動等に活用さ
せていただきますので、返却時期は平成32年4月以降になります。
②入選しなかった作品
返却の時期は平成30年3月頃の予定です。

9月30日（土）必着
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◆審査
次の審査員が、観察力、表現の正確さ、芸術的な美しさなどを基準として審査を行い、入選作品を選定します。
審査員
西野 範夫
西村
邑田
遠藤

（元上越教育大学学校教育学部教授）

俊雄
仁
一支

（植物画家）
（東京大学大学院理学系研究科教授）
（つくば市立大曽根小学校教諭）

岩科 司

（国立科学博物館名誉研究員）

樋口 正信

（国立科学博物館筑波実験植物園長）

特別審査員
クリスタベル・キング （イギリス・王立キュー植物園主席画家）

◆入選
文部科学大臣賞

（各部門1点）

国立科学博物館長賞

（各部門1点）

筑波実験植物園長賞

（各部門1点）

（200字まで）

特別賞 クリスタベル・キング賞 （各部門1点）
佳
準

佳

作

（小学生の部15点/中学生・高校生の部12点/一般の部5点）

作

（小学生の部30点/中学生・高校生の部25点/一般の部10点）

※入選通知は平成29年12月下旬に、入選者および入選者の所属学校長へ通知します。また、筑波実験植物園のホームページにて入選作品の発表を行います。

作品の返却

※応募作品の返却を希望する方は、右枠に「返却希望」
とご記入の上、
返送用封筒を同封してください。
※封筒には返却用切手を貼り、宛名を明記してください。
※右の欄に記入がないものは返却しません。

第

植 物 画コンクール
入選作品展

小学生の部 文部科学大臣賞
オクラ
細田 大登
（茨城県 つくば市立洞峰学園二の宮小学校１年）

回
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中学生・高校生の部 文部科学大臣賞
ゲッカビジン
太田 優理子
（宮城県 仙台市立仙台青陵中等教育学校１年）

2017年 7月 1日( 土 ) － 7月17日(月・祝)
国立科学博物館
日本館1階 企画展示室(東京・上野公園)
〈開館時間〉9時～17時（金曜日・土曜日は 21時まで）
※入館は各閉館時刻の30分前まで
※今後の諸事情により、上記の開館日・開館時間等については変更する場合がございますので、ホームページなどでご確認ください。

〈休 館 日〉7月3日(月)・10日(月)
〈入 館 料〉一般・大学生 620円(団体310円) ※団体は20名以上
高校生以下・65歳以上は無料
障害者手帳等をお持ちの方及びそれらの方々1名につき介護者1名無料
〈主
催〉国立科学博物館（事務局：筑波実験植物園）
〈後
援〉全国科学博物館協議会
一般の部 文部科学大臣賞
ワサビ
宇留賀 美雪（長野県）

第33回

植物画コンクール
入選作品展
国立科学博物館では自然への理解を図る学習支援活
動事業のひとつとして、毎年、植物画コンクールを
行っています。第33回では、全国2,454点の応募作品
から106点の作品が文部科学大臣賞、国立科学博物館
長賞、筑波実験植物園長賞、佳作、準佳作の各賞に
選ばれました。本企画展では、これらの作品を部門
別に展示しています。

小学生の部 国立科学博物館長賞
ブドウ‘ナガノパープル’
大島 彩世（愛知県 名古屋市立西山小学校６年）

中学生・高校生の部 筑波実験植物園長賞
フウセンカズラ
岡 夏希（東京都 豊島岡女子学園中学校３年）

小学生の部 筑波実験植物園長賞
エウフォルビア（パイナップルコーン）
関野 愛努（神奈川県 秦野市立鶴巻小学校５年）

一般の部 国立科学博物館長賞
ブドウ‘藤稔’
鴨下 秀子（東京都）

中学生・高校生の部 国立科学博物館長賞
ボリジ
谷口 萌香（北海道 安平町立追分中学校２年）

一般の部 筑波実験植物園長賞
タンキリマメ
金海 すゑ子（兵庫県）

東京国立博物館

日本館1階 企画展示室(東京・上野公園)

日本学士院

国立科学博物館

上野恩賜公園

公園口

公園案内所

ＪＲ 上野駅

国立西洋美術館
↓至
上野動物園

〒110-8718 東京都台東区上野公園7-20
TEL : ハローダイヤル : 03-5777-8600
アクセス : JR「上野駅」公園口より徒歩5分
東京メトロ銀座線・日比谷線「上野駅」より徒歩10分
京成線「京成上野駅」より徒歩10分
http://www.kahaku.go.jp/

上野公園
第一駐車場（有料）

入口⇒

国立科学博物館

東京文化会館

■展示予定「第33回 植物画コンクール入選作品展-受賞作品-」 国立科学博物館附属自然教育園 2017年7月29日（土）～ 8月30日（水）
※文部科学大臣賞、国立科学博物館長賞、筑波実験植物園長賞の９点を展示します。

お知らせ
第34回植物画コンクール応募期間：2017 年8 月1 日～9 月30 日

※応募期間が例年と異なっておりますのでご注意ください

