
募集概要
応募受付期間

・ 2018年7月2日[月]
2018年11月2日[金]

応募資格
・どなたでも応募できます。
※プロ アマ、年齢、住所等問いません。
※グループや共作での応募も可能です。

作品規定
・自作未発表作品に限ります。
・画材 技法は自由です。
※ 詳しい募集要項は、裏面にあります。

テーマ 内容
・さいたま市PRキャラクター
「つなが

賞
・
・
・

大賞 20万円（1作）
優秀賞 3万円（1作）
準優秀賞 1万円（1作）
※大賞作品は製本し、市内保育施設等へ配布します。

主催
・さいたま市

さいたま市PRキャラクター「つなが
絵本を募集します



募集要項

日本最大規模を誇る都心緑地空間
“見沼田んぼ” の主の子孫

生まれ育った見沼（ミヌマ）から「ヌゥ」と名づけました。
ヌゥ＝ nu にはフランス語で
「飾り気のない」「素」の意味があります。

「つなが
人々の「つながり」を深める役割を担う意味が
こめられています。

http://www.city.saitama.jp/006/012/001/004/index.html

さいたま市PRキャラクター
つなが ヌゥ

●応募受付期間
2018年7月2日[月] から 2018年11月2日[金] まで

●応募資格
[1] プロ アマ 問いません。
[2] 年齢 問いません。

※ 未成年者は、保護者の同意が必要です。
[3] 住所 国籍 問いません。
[4] 個人 団体 グループや共作での応募も可能です。
[5] その他 大賞を受賞した場合、絵本の製本に協力いただけること。

●作品規定
[1] 作品 絵 文とも自作未発表の作品で、他のコンクール等に応募

していないものに限ります。
[2] 応募点数 制限はありません。
[3] ページ数 次のいずれかに適合するものとしてください。

本文31ページ（扉ページ＋15見開き）＋表紙＋裏表紙
本文23ページ（扉ページ＋11見開き）＋表紙＋裏表紙
本文15ページ（扉ページ＋7見開き）＋表紙＋裏表紙
※ 扉（タイトル）ページを1ページ目とします。

[4] サイズ 見開きA3判（扉ページはA4判）以内とします。
※ 余白は10mm以上とり、5mm以上塗りのばしてく
ださい。

[5] テーマ 内容 次の要件をすべて満たすものとしてください。
① さいたま市PRキャラクター「つなが
ていること。

[6] 表現方法 画材 技法は自由とします。
※ コンピュータ グラフィクス（CG）作品も可能です。
※ 2次元作品に限ります。

[7] 通し番号 原画の裏面に、通し番号を記入してください。
※ 例：3／31

[8] 文字組み 文字の組方向に制限はありません。
[9] 文章 文章は原画に直接書き込まず、次のようにしてください。

① 絵をカバーする大きさのトレーシングペーパーを原画に
かけて、余白又は裏面で固定し、そのトレーシングペー
パーの上に文章を書きこんでください。

② ①に加えて、別紙（原稿用紙等）に清書してください。
※ 対応する絵がわかるように、原画の裏面に記した
通し番号を記入してください。

※ 文章がないページは、原画の裏面に記した通し番
号の近くに「文章なし」と記入してください。

[10] 表紙 作品タイトルを表記してください。
※ 作者名は書かないでください。

[11] 選考対象外 次の作品は、選考の対象としません。
・ 規定外の作品
・ しかけ絵本等、立体的な構造の作品
・ 政治 宗教に関わる作品や公序良俗に反する作品
・ 差別的な表現等、人権侵害に関わる作品
・ 本事業の目的にふさわしくないと判断された作品

[12] ヌゥの使用 ヌゥのデザイン使用にあたっては、さいたま市PRキャラ
クターつなが
いう。）を確認してください。ただし、今回の応募に際
して、取扱要綱第6条第2号の事前相談は必要ありません。

●応募方法
郵送又は持参により、事務局まで提出してください。

[1] 提出物 次の①から④までのすべてを提出してください。
① 応募票 1部

※ 必要事項を記入してください。
※ 市ホームページからもダウンロードできます。
http://www.city.saitama.jp/006/012/001/

004/010/p059778.html 
② 原画 1部

※ 折り曲げず、製本しない状態で提出してください。
※ CG作品の場合は、紙に印刷し、提出してください。

③ コピー本 6部
※ 原画をカラーコピーし、簡易製本したものです。

④ 原稿用紙 6部
※ 原画に対応する文章を記載したものです。

[2] 応募料 無料
※ 応募に係る諸経費は、応募者の負担となります。

[3] 応募締切 2018年11月2日[金]
※ 郵送の場合、当日消印有効
※ 持参の場合、当日午後5時15分まで受付

[4] 応募先 ヌゥの絵本コンクール事務局
〒 330-9588 さいたま市浦和区常盤6 4 4

（さいたま市役所シティセールス部内）
電話 048 829 1034

●選考
大学、保育所、幼稚園、図書館、市役所関係者等による選考を経て、
受賞作品を決定します。

●賞（各賞とも、該当なしの場合があります。）
[1] 大賞 1作 賞金 20万円＋市内保育施設等への配布
[2] 優秀賞 1作 賞金 3万円
[3] 準優秀賞 1作 賞金 1万円

●スケジュール（予定）
・ 応募締切 2018年11月2日[金]
・ 選考 2018年11月下旬頃
・ 結果発表 2018年12月中旬頃

※ 市ホームページでの公表を予定しています。
※ 選考に関する問い合わせには一切応じません。

・ 授賞式 2019年1月下旬頃
・ 配布 2019年3月頃から
・ 展示 2019年5月頃から

●その他
[1] 作品の返却 応募作品は返却しません。
[2] 展示 応募作品（作品タイトル、作者氏名、住所（市町村ま

あります。その際、さいたま市は応募者に何らの対価を
支払うことはありません。

[3] 配布 大賞作品は印刷 製本し、市内保育施設等へ配布します。
その際、相応の改作を求めることがありますが、これに
対して、さいたま市は受賞者に何らの対価を支払うこと
はありません。

[4] 紛失 破損等 応募作品の送付、選考、展示中に被った紛失、破損等に
対して、さいたま市はいかなる責任も負いません。

[5] 著作権等 受賞作品の著作権（著作権法第27条及び第28条の権利を
含む。）及び二次的著作物に係る権利は、さいたま市に
帰属します。

[6] 第三者侵害 応募作品は、第三者の著作権等の知的財産権を侵害しな
いものであることとし、これに反すると判明した場合に
は、選考結果の発表後でも賞を取り消し、賞金等の返還
を求めることがあります。

[7] 個人情報等 応募票に記入された個人情報は、本事業の目的以外には
使用しません。



応募票
作品タイトル （フリガナ）

作者氏名 （フリガナ）

ペンネーム
※ある場合のみ記入

（フリガナ）

生年月日 年 月 日 生まれ

年齢 歳

住所 〒

（マンション名等）

電話番号 （自宅）
（携帯）

メールアドレス

この募集を知った
きっかけ（複数回答可）

□市報 □市ホームページ □公募雑誌等 □インターネット等

□その他（ ）

作品への思い
・コメント

作者プロフィール

承諾書（同意書）
募集要項に記載されている内容について承諾（同意）
のうえ、ヌゥの絵本コンクールに応募します。

提出物チェック
① 応募票（本紙） 1部 □
※ 記入漏れ等の不備はないか。

② 原画 1部 □
※ 折り曲げたり、製本したりしないこと。

③ コピー本 6部 □
※ 原画をカラーコピーし、簡易製本したもの。

④ 原稿用紙 6部 □
※ 各原画に対応する文章を記載したもの。

応募者氏名

保護者氏名

事
務
局
使
用
欄

①受付 ②番号 ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

（応募者が未成年の場合、署名·押印してください。）

（署名·押印してください。）



Q＆A
Q1 絵のみの応募はできますか。

A 可能です。
その場合、応募票のコメント欄に「文章なし」と記入してください。

Q2 文のみの応募はできますか。
A できません。

Q3 表紙、裏表紙は描くのですか。
A 描いてください。
表紙、裏表紙、扉（タイトル）ページも描き、絵本としての形を整
えてください。

Q4 応募方法を教えてください。
A 応募票（1部）、原画（1部）、コピー本（6部）、原稿用紙（6部）
を、ひとまとめにして、事務局まで郵送又は持参してください。

Q5 ペンネームの使用はできますか。
A 可能です。ただし、応募票には、本名も記入してください。

Q6 原画に「トンボ線」は引くのでしょうか。
A 引いてください。（引き方は、書籍等で紹介されています。）

Q7 コピー本とはどのようなものですか。
A 原画をカラーコピーし、ホッチキス等で綴じたものです。
下記「コピー本の作り方」を参考にしてください。

Q8 コピー本は、原寸大でなくてはならないのでしょうか。
A 拡大 縮小等しても構いません。
なお、コピー本を用いて選考等を行いますので、絵や内容が適切に
表示されているか、必ず確認してください。

Q9 原稿用紙は、6部すべて手書きしなければなりませんか。
A 手書きしたものをコピーしたり、Microsoft Word等の文書作成ソフ
トで作成したものを印刷しても構いません。

Q10 デジタル制作の場合も、トレーシングペーパーは必要ですか。
A トレーシングペーパーは不要です。
原画に直接文章を記入してください。

Q11 1ページのサイズを、20cm×20cmの正方形にしたいのですが。
A 見開きA3判（扉ページはA4版）以内ですので、問題ありません。

Q12 電子データでの作品応募はできますか。
A 電子データでの応募は受け付けません。
必ずプリントアウトしたものをお送りください。

Q13 飛び出す絵本や布の絵本でもいいのですか。
A しかけ絵本等の立体的な構造のものは、選考対象外です。ただし、
布の絵本を写真で写したもの等、2次元のものは選考対象とします。

Q14 普通郵便で発送してもいいのですか。
A 普通郵便で発送いただいても構いませんが、簡易書留等、可能な限
り到着の確認ができる配達方法をお勧めします。

Q15 応募作品は返却されますか。
A 応募作品（原画、コピー本等）は返却しません。

Q16 ヌゥのプロフィールやデザインを知りたいのですが。
A 市ホームページ「PRキャラクターつなが
http://www.city.saitama.jp/006/012/001/004/index.html

Q17 ヌゥのデザインについて、決まりごとはありますか。
A 市ホームページ「ヌゥのイラストの使用方法」をご覧ください。
http://www.city.saitama.jp/006/012/001/004/005/p010209.html
詳しくは、事務局（ 048-829-1034）までお問い合わせください。

Q18 ヌゥのデザインの使用にあたり、注意することはありますか。
A このコンクールへの応募にあたり、デザイン使用に係る申請やロゴ
マークの記載は必要ありません。
変形や変色、オリジナルデザインに係る事前相談も必要ありません。

Q19 ヌゥのお友達を登場させてもいいですか。
A 問題ありません。

Q20 他にも質問があります。
A 事務局（さいたま市シティセールス部  048-829-1034）までお問
い合わせください。

●ヌゥの絵本コンクール事務局
所在地 ＴＥＬ

ＦＡＸ
（さいたま市役所シティセールス部内） E-mail citysales@city.saitama.lg.jp

ＵＲＬ http://www.city.saitama.jp/006/012/001/004/010/p059778.html 

【コピー本の作り方】
原画をカラーコピーしたもの

表紙 扉ページ 本文見開き１ 本文見開き２ 本文見開き３ 裏表紙

ホッチキス等で簡易製本 完成！

ヌゥと
サイコロ

ヌゥと
サイコロ 文章用

余白
文章用
余白

文章用
余白

文章用
余白

文章用
余白

文章用
余白

コピー本には、文章を書きこんでいただいても構いません。


