後援

第21回

個人 の部ご案内

読売新聞社
古典の日推進委員会

～心に残る“声の贈り物”～

幼児からの『音読コンクール』〈申込書と参加券〉
お子様の音読を録音してご応募頂く『音読コンクール』。
お子様にとっては成長の励みとなり、ご家族にとっては
お子様の成長記録となる録音作品は、未来への”声の贈り物”です。
音読で本に親しみながら、脳の活性化も。
ご自宅でじっくり取り組めますので、どうぞふるってご応募下さい。
主催︓幼年国語教育会
指導︓国語力 才能開発研究会
後援︓読売新聞社／古典の日推進委員会／株式会社 登龍館

申 込 受 付 期 間 令和２年 8月1日（土）～9月11日（金）（当日消印有効）
録音作品受付期間 令和２年 9月1日（火）～9月30日（水）（当日消印有効）
学年ごとに優秀賞・優良賞・佳良賞・努力賞

賞

優秀賞の中から最優秀賞・読売新聞社賞・幼年国語教育会奨励賞・幼年国語教育会特別賞
＊優秀賞以上の受賞者は12月発行の「幼年国語教育会だより」で、
幼年国語教育会特別賞以上の受賞者は12月1日更新の登龍館ホームページで発表予定。
参加費

1,500円（消費税込み）

部門

第1部門（年少未満）

平成29年4月2日以降にお生まれのお子様

第2部門（年少・年中・年長）平成26年4月2日から29年4月1日までにお生まれのお子様
第3部門（小学1・2・3年生）平成23年4月2日から26年4月1日までにお生まれのお子様
課題作品 部門別に選択課題Aと選択課題Bから、1作品ずつ（合計2作品）選びます。

『音読コンクール』個人の部 課題作品
課題
部門

選 択 課 題 A
絵

選 択 課 題 Ｂ （ ※ ）

本

登龍館発行の絵本
・花園文庫
・ぴのきおスクール
使用絵本

①諺・俳句（数字は読む句数）
年少未満5 年少10
年中長15 小学生20
第2部門
②百人一首（数字は読む首数）
年少・中・長
年少未満3 年少5
＊上記より、1冊選択
年中長8 小学生10
「国 語 読 本」
③寿限無
・山梨（五月） ・セロ弾きのゴーシュ ④雨ニモマケズ
（9ページの最後まで） ⑤金剛石
・蜘蛛の糸（一）
⑥初恋
第3部門
・ごん狐（一） ・自然と人生抄
⑦小諸なる古城のほとり
小学
⑧少年に与う
1・2・3年生 ・杜子春（一） （大海の出日）
・一房の葡萄 ・自然と人生抄
⑨報徳訓
⑩学問ノススメ
（44ページの （相模灘の落日）
2行目まで）・赤い蝋燭と人魚（一） ⑪かぐや姫のおひたち
⑫枕草子（春は曙）
・赤い蝋燭
第1部門
年少未満

童謡集

「音読集第一集」
「諺・俳句・百人一首（かるた集）」

・仲良し文庫
・出会い文庫
・二葉文庫

＊上記より、1作品選択

⑬「愛誦童謡集
ぴょんぴょこ兎」
の中から1編選択
「音読集第二集」
⑭竹取物語（ふじの煙）
⑮枕草子（うつくしきもの）
⑯方丈記（ゆく河の流れ）
⑰平家物語（祇園精舎）
⑱徒然草（高名の木登り）
⑲太平記（俊基東下り）
⑳奥の細道（冒頭）

＊①は、諺か俳句のどちらか一方でもよい

※選択課題Ｂは、第1・2部門なら①～⑳、第3部門なら①～⑫、⑭～⑳の中から1作品をお選び下さい。
★これらの作品は、リバーホエールＨＰ（https://www.riverwhale.com）からご購入頂けます。
★応募されたメディアの返却と審査結果のお知らせは、12月中旬の予定です。
★応募された音読の音源は、イベントやＨＰなどで使用する場合がございます。
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『音読コンクール』
第21回 個人の部参加申込書

所

（ぴのきおスクール担任）

属

先生

（園・教室名）

ふりがな

氏

生年月日

名

学年（年齢） （2歳・3歳）

（年少・年中・年長）

保護者氏名
住所

平成

年

（小1・小2・小3）
電話

月

日

（小学生の方は学校名もご記入下さい）

（

小学校
）

〒

＊本申込書にご記入頂きました情報は、今後の書類送付・連絡等の目的で使用させて頂きます。
キリトリセン

◆申込の方法…参加費について
上記の参加申込書に必要事項を記入し、9月11日（金）までにお申し込み下さい。
《ぴのきおスクール在籍の方》

参加申込書を教室担当講師にご提出下さい。
参加費は11月27日（金）に授業料とともに引き落としとなります。

《園や他教室からのご参加の方》参加申込書に参加費を添えて所属先へお申し込み下さい。
《園や教室に所属していない方》参加申込書と参加費を現金書留にてP4お申し込み先までご郵送下さい。

◆応募の方法
1）作品を選びます。
『音読コンクール』個人の部課題作品（P1参照）の中から、部門別に選択課題Aと選択課題Bから、
1作品ずつ（合計2作品）選びます。
※選択課題Bは、第1・2部門なら①～⑳、第3部門なら①～⑫、⑭～⑳の中から1作品をお選び下さい。
★課題作品は、リバーホエールHP（https://www.riverwhale.com）からご購入頂けます。

2）録音します。
CD、DVD（ブルーレイは不可）、カセットテープ（片面のみ）のいずれかのメディアに、
以下の順番で10分以内に吹き込んで下さい。（③課題Aと④課題Bの間は、一旦切っても構いません）
①学年（未就園児は年齢）
②氏名

＜吹き込みの例＞
「年長、花園花子です。課題A、山婆の錦。

③選択課題A（作品名と本文）

昔、山婆が住んでいる恐ろしい山がありました。…（後略）。

④選択課題B（作品名と本文）

課題B、金剛石。金剛石もみがかずば、…（後略）。

⑤録音年月日

令和○年○月○日。」

※DVD（ブルーレイは不可）は音声のみを審査致します。
※CDは12cmのCD-R、DVDは12cmのDVD-Rをご使用下さい。
※音読コンクールは、あくまでも応募者1名を審査するものです。課題作品以外（学年、氏名、録音年月日等）も、
なるべく応募者自身で吹き込んで下さい。但し、一人で読めないお子様は、保護者の方と一緒に録音して下さい。
※それぞれの選択課題（作品名と本文）は途中で切らずに、通常モード（通常速度）で録音して下さい。

3）再生できるか確認します。
録音されたメディアが、CD、カセットテープの場合は、オーディオで実際に再生できるかご確認下さい。
DVDは必ずファイナライズ処理を行って下さい。
※万一に備えて、元データを別に保存して下さい。

4）参加券をケースに添付します。

参加券に必要事項を記入して太線で切り取り、参加券の添付の仕方を参照し、ケースに添付して下さい。
※録音されたメディア本体にも「氏名・学年（未就園児は年齢）」を記入して下さい。
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5）メディアを提出または郵送します。
録音されたメディア（参加券を添付したケースに入れる）を、提出またはご郵送下さい。
《ぴのきおスクール在籍の方》教室担当講師にご提出下さい。
《上記以外の方》P4各地区郵送先の『音読コンクール』事務局までご郵送下さい。
いずれも締め切り厳守でお願い致します。

締め切りは9月30日（水）（消印有効）です。

◆注意事項
＊参加券の無いものは無効ですので、ご注意下さい。
＊締め切り日を過ぎて到着したものは、原則として受け付けできません。
＊録音の順番や課題作品が規定と異なった場合は、無効になることもありますので、お気を付け下さい。
＊カセットテープは事故防止のため、必ずツメを折って下さい。折っていないものにつきましては、
事務局で折らせて頂くこともありますのでご了承下さい。

◆審査に当たって
正しく読めているか、スラスラ読めているか、なども審査致しますが、明るく生き生き読めているか、楽しい
雰囲気が伝わってくるか、絵本や文章の意味が聞き手によく伝わるように読めているか、なども審査致します。

提出前にもう一度ご確認下さい。
□課題A、課題Bの2作品を録音していますか︖

□メディアのケースに参加券を貼りましたか︖

□カセットテープの片面のみに録音していますか︖

□参加券に必要事項は記入してありますか︖

□オーディオで再生できるか確認しましたか︖

□メディア本体にも「氏名・学年（未就園児は
年齢）」を記入しましたか︖

□DVDはファイナライズ処理をしましたか︖
□カセットテープのツメは折りましたか︖

◆参加券の添付の仕方◆

第21回 個人の部用

平成

年

月

（

日（

2歳・3歳・年少・年中・年長・小1・小2・小3
選択課題A

録音年月日

）

歳）
ぴのきおスクール担任

所属（園・教室名）

作品名

（1・2・3）

電話

氏名
生年月日

ケース

部門

『音読コンクール』参加券

学校名

小学校

※○○市立、□□町立からご記入下さい。

選択課題B

年

月

日

録音したメディアに○を付けて下さい。（CD・DVD・カセットテープ）
＊参加券にご記入頂きました情報は、今後の書類送付・連絡等の目的で使用させて頂きます。
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山折り︵カセットテープの場合︶
←

・カセットテープの場合
点線の部分を山折りにして、ケース
の中に折り込んで下さい。

心に残る“声の贈り物”

山折り
←

・CD、DVDの場合
ケースの表にセロハンテープでしっ
かりと貼り付けて下さい。

録音されたメディア（ＣＤ、ＤＶＤ、カセットテープ）は、所定の手続きに従い、
ぴのきおスクール在籍者は教室担当講師にご提出下さい。
ぴのきおスクールに在籍されていない方は、下記の各地区郵送先『音読コンクール』事務局までご郵送下さい。
お住いの都道府県により郵送先が異なります。

各地区お申し込み・郵送先
・登龍館 埼玉営業所 北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・栃木・群馬・埼玉・新潟・長野にお住まいの方
〒330-0852 さいたま市大宮区大成町3-530-1-3F TEL048-782-7871
・登龍館 千葉営業所
〒273-0032

福島・茨城・千葉にお住まいの方

千葉県船橋市葛飾町2-343-3F

TEL047-434-8116

・登龍館 横浜営業所 東京・神奈川・山梨にお住まいの方
〒224-0032 横浜市都筑区茅ケ崎中央 23-11-5F TEL045-949-6220
・登龍館 名古屋営業所 岐阜・静岡・愛知・三重・富山・石川にお住まいの方
〒464-0850 名古屋市千種区今池 4-12-10 TEL052-731-3171
・登龍館 大阪本社 福井・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山・岡山・香川・徳島・愛媛・高知にお住まいの方
〒543-0001 大阪市天王寺区上本町 6-3-31-1301 TEL06-6773-3931
・登龍館 福岡営業所 鳥取・島根・広島・山口・福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄にお住まいの方
〒810-0013 福岡市中央区大宮 2-6-11-2F TEL092-791-1827

申込・応募の手順

1
申

2
込

応

3
募

8月1日〜9月11日
当日消印有効

9月1日〜9月30日
当日消印有効

参加申込書に必要事項を
記入してお申し込み

録音したＣＤ、
ＤＶＤ、
カセットテープに
参加券を添えてご応募

※参加費については
「申込の方法」欄を
ご参照下さい

※提出先（「応募の方法」
の5）をご確認
下さい

お問い合わせ先
〒224-0032

横浜市都筑区茅ケ崎中央23-11-5Ｆ

（株）登龍館

国語力 才能開発研究会内

果

12月上旬発表
上位入賞者はホームページ上で
12月1日に発表予定
応募のメディアは、賞状・
講評用紙・応募記念品を
添えて12月中旬
以降に返却

どしどし
ご応募下さい。

幼児からの『音読コンクール』事務局
TEL

結

0120-11-9511（フリーダイヤル）

FAX 045-943-8700
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