
神戸親和女子大学 2020作文コンクール実施要項 

2020年 5月 

１ 趣旨 

  “先生になるなら親和”のもと我が国の教育分野等、多方面で活躍する人材を

育成す神戸親和女子大学は、新型コロナウイルス感染症の影響で在宅学習する本

学学生・留学生の学びの充実、高校生の進路意識の向上及び小学生の主体的な学

習態度の養成を期して作文コンクールを実施することとし、もって本学の伝統的

教育力のさらなる向上を図るとともに、教育の発展に資する。 

 

２ 作文コンクールの内容 

 （１）作文コンクールは、Ⅰ 学内生・留学生の部、Ⅱ 高校生の部、Ⅲ 小学

生の部の 3部構成で実施する。 

Ⅰ 学内生・留学生の部 

    学内生・留学生の部は、大学生としての学びの充実を図るため、本学教員

の推薦する図書による読書感想文コンクールとする。 

① コンクール対象は本学課題図書（※）とするが、自身の在籍する学科の

図書に限定せず応募することができる。 

※別添「本学課題図書一覧」のとおり。 

② 字数（本文）は、学内生は 800～1000 字、留学生は 800 字程度とする。 

③ 表彰等：学内生と留学生を別に審査する。 

〈学内生〉  最優秀賞１名（パソコン代１０万円） 

           優良賞 ３名（図書代３万円） 

           佳作  10名（図書代１万円） 

    〈留学生〉  最優秀賞１名（パソコン代１０万円） 

           優良賞 １名（図書代３万円） 

           佳作  ３名（図書代１万円） 

                            

   Ⅱ 高校生の部 

    高校生の部（男女を問わない）は、高校生が幼保教育や児童教育に興味関

心をもち、教育に対する自身の進路意識を高めることを目的とした自由作文

とし、次のテーマ１，２のいずれか一方に応募できるものとする。 

① テーマ１・・・「この絵本お薦めです」といえる幼児に読んでほしい絵  

本について、楽しさや面白さなどを表現する。 

      テーマ２・・・「やっぱり、先生っていいね」といえる先生の良さや、

将来なりたい気持ち、将来の夢を表現する。 

① 字数（本文）は、いずれのテーマも 800字程度とする。 

② 表彰等：テーマ１と２を合わせ高校生の部として審査する。 

〈高校生〉  最優秀賞１名（パソコン代１０万円） 

           優良賞 ２名（図書代３万円） 

           佳作  ７名（図書代１万円） 

                       



 

   Ⅲ 小学生の部 

    小学生の部（男女を問わない）は、児童の主体的な学習態度を養うため、

小学校での学びに関する自由作文とする。また、3・4 年生の部と 5・6 年生

の部に分けて募集する。 

① テーマは、小学校での「算数」（3～6 年生）又は「英語」（5・6 年生）

の学習を通して、面白さや楽しさなどの様々な気づきや学習に対する

自分の思いを表現する。 

② 字数（本文）は、3・4年生の部は、600字程度、 

5・6年生の部は、600～800字とする。 

③ 表彰等  〈3・4年生の部〉 優良賞 6名（図書代 2万円） 

     〈5・6年生の部〉 優良賞 8名（図書代 2万円） 

 

（２）募集期間等 

① 応募の締め切り 2020年 7月 31日（金）（郵送は消印有効） 

② 表彰      2020年 9月初旬（予定） 

③ 発表等     本学ホームページ等に掲載予定。 

作品は、本学ホームページや広報誌に掲載予定 

 

（３）応募方法 

① 作文等は Word による作成したものをメール送信、または手書きで作成

した作品の郵送とする。作品にはタイトルをつける。 

② Word による作成の場合、用紙Ａ４、縦または横書き、11 ポイントが望

ましい。 

③ 手書きの場合、原稿用紙、またはＡ４用紙の使用が望ましい。 

④ 応募の際に次の事項の記載（作品の後か別紙で）を忘れないこと。 

・現住所（郵便番号） 

・名前（大学生は学籍番号、小学生・高校生は学校名、学年を記載） 

・保護者名（小学生の場合） 

・電話番号（大学から連絡のできる保護者等の携帯電話番号） 

・メールアドレス（できれば） 

⑤ 作品の送信または郵送先は、次の（４）照会先（本学アドミッションセ

ンター）の「作文コンクール担当」とする。 

 

（４）照会先 

神戸親和女子大学アドミッションセンター 作文コンクール担当 

〒651-1111 神戸市北区鈴蘭台北町 7－13－1 

℡ 078－591-5229 

E-mail  nyushi@kobe-shinwa.ac.jp 

 

 

 



（別添）本学課題図書一覧 

 書籍名 著 者 出版社 参 考 

1 夜と霧 ｳﾞｨｸﾄｰﾙ E.ﾌﾗﾝｸﾙ みすず書房 1721円 

2 20代にしておきたい 17のこと 本田 健 だいわ文庫 660円 

3 パーフェクト・ブルー 宮部みゆき 創元推理文庫 814円 

4 1リットルの涙 木藤亜也 エフエー出版 1165円 

5 「ありがとう」の魔法力 佳川奈未 PHP文庫 524円 

6 舟を編む 三浦しおん 光文社 1650円 

7 旅をする木 星野道夫 文芸春秋 660円 

8 新編 教えるということ 大村はま ちくま学芸文

庫 

880円 

9 ケーキの切れない非行少年た

ち 

宮口幸治 新潮新書 792円 

10 ぼくはイエローでホワイトで、

ちょっとブルー 

ﾌﾞﾚﾃﾞｨみかこ 新潮社 1336円 

11 本・子ども・絵本 中川李枝子 

山脇百合子 

文春文庫 748円 

12 キッチン 吉本ばなな 角川文庫 440円 

13 ネガティブ・マインド―なぜ

「うつ」になる、どう予防する 

坂本真士 中公新書 819円 

14 うわさとは何か、ネットで変容

する最も古いメディア 

松田美佐 中公新書 840円 

15 離婚で壊れるこどもたち 棚瀬一代 光文社新書 946円 

16 神の子どもたちはみな踊る 村上春樹 新潮文庫 539円 

17 植物図鑑 有川 浩 幻冬舎 754円 

18 感染症の世界史 石 弘之 角川ｿﾌｨｱ文庫 1080円 

19 空が青いから白をえらんだの

です   奈良少年刑務所詩集 

寮美千子 新潮社文庫 605円 

20 福祉が壊れる（新書） 杉山博昭 幻冬舎ﾙﾈｯｻﾝｽ

新社 

880円 

21 福祉は誰のために―ソーシャ

ルワークの未来図 

石川久展 

高端正幸 

ヘルス出版 1200円 

22 人生で大切なたったひとつの

こと 

ｼﾞｮｰｼﾞ･ｿｰﾝﾀﾞｰ

ｽﾞ 

海竜社 1100円 

23 コロナ時代の僕ら ﾊﾟｵﾛ･ｼﾞｮﾙﾀﾞｰﾉ 早川書房 1430円 

24 西の魔女が死んだ 梨木香歩 新潮文庫 572円 

25 はみだしの人類学 ともに生

きる方法 

松村圭一郎 NHK出版 737円 

26 わかりあえないことから 平田オリザ 講談社現代新

書 

924円 

27 詩と出会う 詩と生きる 若松英輔 NHK出版 1870円 

 


