
報道発表資料

令和４年 10 月 17 日 

大和ミュージアム・入船山記念館運営グループ 

「呉を描くコンテスト」係 

0823-25-3017

このことについて，別紙のとおり入賞作品が決定しましたので，資料提供します。 

併せて，表彰式及び巡回展について，次のとおり開催することをお知らせします。 

１ 概要 

（１） 名 称 呉を描くコンテスト２０２２

（２） 選考基準 ○呉をイメージできるイラストであること

○見た人が呉に親しみを持てる表現であること

○明るくわかりやすいイラストであること

（３） 主 催 大和ミュージアム・呉市立美術館・てつのくじら館・入船山記念館

（４） 後 援 呉市・呉市教育委員会

（５） 応募資格 呉市在住・在学の小学生～中学生 

（６） 募集期間 令和４年８月１日（月）～９月１１日（日）【必着】 

（７） 応募総数 130点 

２ 表彰式 日時：令和４年１０月２２日（土）１０：００～ 

場所：大和ミュージアム４階市民ギャラリー 

※表彰状の授与は，戸髙館長及び各団体の代表者が行います。

３ 巡回展 ○大和ミュージアム（４階市民ギャラリー）10/12（水）～10/23（日）

○入船山記念館（敷地内）10/26（水）～10/30（日）

○郷原まちづくりセンター（１階ホール）11/2（水）～11/5（土）

○豊まちづくりセンター（１階ホール）11/10（木）～11/20（日）

○てつのくじら館（３階自衛隊情報ｺｰﾅｰ横）11/23（水祝）～11/24（木） 

○呉市立美術館 11/26～翌年 1/29（日）別館ギャラリー

「呉を描くコンテスト２０２２」の入賞作品等について 



(別紙 1) 

呉を描くコンテスト 2022【入賞作品、巡回展スケジュールのご案内】 

 

 

 

 

 

 

  

【最優秀賞】岡田こごみ(小 6)『入船山記念館』 

【優秀賞】日下鈴來(中 3)『私の大切な故郷』 

【優秀賞】堀越優里(小 5)『美しき港町 呉』 

【優秀賞】中下雄翔(小 5)『れんがどおり探索』 



(別紙 2) 

 

  

【呉観光協会賞】浅野咲希(小 3)『みんなが通った円形校しゃ』 

【てつのくじら館賞】岡野華子(小 1)『鉄のくじら』 

【大和ミュージアム賞】松本琉斗(小 2)『ヤブだ！ウォー!!』 

【呉氏賞】髙畑結花(小 2)『呉氏のともだち』 

【呉市立美術館賞】道上京香(中 3)『くらはし遣唐使船まつり』 

【入船山記念館賞】新田千絢(中 2) 

『みんな大好き！呉に来てクレ！』 



(別紙 3) 

【表彰式】 

日時：2022年 10月 22 日（土）10：00～ 

場所：大和ミュージアム 4階 市民ギャラリー 

【作品の返却について】 

返却期間は 2023年 2月 1日(水)～3月 31日(金)です。 

作品は大和ミュージアムで返却しますので、ご来館いただき、スタッフにお声掛けください。 

【巡回展スケジュール】 

① 大和ミュージアム 10/12(水)～23(日) 9時～18時 4階市民ギャラリー ※1階サイネージ

でも作品をご覧いただけます。 

② 入船山記念館   10/26(水)～30(日) 9時～17時 入船山記念館敷地内 

③ 郷原まちづくりセンター 11/2(水)～5(土) 8時 30分～17時（※2日は 10時から ※5日は

16時まで）1階ホール 

④ 豊まちづくりセンター 11/10(木)～20(日) 8時 30分～19時（※20日は 14時まで）1階ホー

ル 

⑤ てつのくじら館 11/23(水祝）、24(木) 10時～18時 3階自衛隊情報コーナー横 

⑥ 呉市立美術館 11/26(土)～R5.1/29(日) 10時～17時 呉市立美術館別館ギャラリー 

 

   ※大和ミュージアム→全作品展示 

   ※入船山記念館、てつのくじら館→入賞作品展示 

   ※郷原まちづくりセンター、豊まちづくりセンター、呉市立美術館→入賞作品＋選定作品 

【問い合わせ先】 

大和ミュージアム「呉を描くコンテスト」係 

電話：0823-25-3017 

メール：pr@yamato-museum.com 



コンテスト

©こうの史代／コアミックス

呉を描く
2〇22くれ

えが

呉が舞台の漫画「この世界の片隅に」。主人公のすずさんは絵を描くことが大好きです。みんなも大好きな呉の街をえがいてね。

2019年受賞作品

呉市制120周年記念事業

大和ミュージアム賞優秀賞優秀賞

優秀賞

呉観光協会賞

呉市立美術館賞 呉氏賞

最優秀賞

大和ミュージアム館長賞てつのくじら館賞 入船山記念館賞



作品募集要項

問い合わせ先

※ 受賞作品（氏名・学年）は、大和ミュージアム・呉市立
美術館・てつのくじら館・入船山記念館等にて展示
される他、主催者等のウェブサイトに掲載するな
ど、呉の観光振興を目的に活用させていただく場合
があります。

※ 応募者の個人情報は、本コンテストの目的のみに使
用し、目的以外には使用しないものとします。

大和ミュージアム「呉を描くコンテスト」係
0823-25-3017
pr@yamato-museum.com

電話番号

e-mail

【応募資格】
 呉市在住・在学の小学生 ～ 中学生
【募集期間・締め切り】
 2022年8月1日(月) ～  9月11日(日) 【必着】
【選考基準】
 ◯ 呉をイメージできるイラストであること
 ◯ 見た人が呉に親しみを持てる表現であること
 ◯ 明るくわかりやすいイラストであること
【応募規定】
 ① 応募者自身が描いた未発表の作品に限ります。
 ② 応募は１人１点のみ。　
 ③ データでの応募、海外からの応募は不可。
 ④ 作品の大きさはＡ４サイズで縦・横は自由。
 ⑤ 表現方法と画材は自由です。（写真・コピーは不可、ＣＧプリントアウトは可）
 ⑥ タイトル・イラストには著作権等に抵触するものを描かないでください。
 ⑦ 作品の裏面に、左下の応募用紙（名札）を切り取って貼付けしてください。
【応募先】
 大和ミュージアムへ郵送又は持参してください。
 〒737-0029　呉市宝町5-20　大和ミュージアム「呉を描くコンテスト」係
【作品展示】
 期間：10月12日(水) ～ 10月23日(日)　9：00～18：00
 場所：大和ミュージアム４階 市民ギャラリー 他
【表彰式】
 日時：10月22日（土）10：00～（予定）
 場所：大和ミュージアム４階 市民ギャラリー
【作品の返却について】
 返却期間は2023年1月1日（日）～3月31日（金）です。
　　　大和ミュージアムにご来館いただき、スタッフにお声掛け下さい。
【主催】
 大和ミュージアム・呉市立美術館・てつのくじら館・入船山記念館
【後援】
 呉市 ／ 呉市教育委員会

応募用紙（名札）
※ 全てご記入ください。

ふりがな
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タイトル

学年 年

応募できるのは

　小学生と中学生

締め切りは

　9月11日（日）

夏休みに

　描いてね！

呉の好きな

ところ教えてね！

作品の

  名前も

   大切！

学校でまとめて応募を

予定される場合は事前に点数を

連絡してください。(各校50作品以内)

郵送時の折り曲げ禁止！
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受賞作品等は、呉市立美術館や

てつのくじら館等でも展示（予定）

じゅしょうさくひんとう くれしりつびじゅつかん
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詳しくは

大和ミュージアムの

webサイトを確認！
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（随時更新予定）
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