
応募資格（おうぼできる人）
おう ぼ し かく ひと

都内在住・在学・在勤の小学校の児童以上
第１部…小学校１・２年生
第２部…小学校３・４年生
第３部…小学校５・６年生
第４部…中学校の生徒
第５部…高等学校以上の生徒・学生・一般
パソコン統計グラフの部…小学校の児童以上

自由
（ただし、国旗を用いる場合は、国旗の
縦：横の比率やデザインに十分に注意する。）

色彩（いろ）・デザイン
しきさい

紙質（ようし）
し しつ

自由
（ただし、白の模造紙はなるべく避ける。）

課題（グラフのテーマ）
か だい

自由
（ただし、小学校４年生以下の児童の応募に
ついては、児童が自ら観察又は調査した結果を
グラフにしたものとする。）

１人でも合作でも可。
合作の場合は５人まで。

人数
にんずう

72.8cm×51.5cm（B２判）

規格（大きさのきまり）
き かく おお

応募方法
おうぼ ほうほう

郵送

募集期間
ぼ しゅう き かん

令和４年６月23日（木）から
　　　　９月６日（火）まで【必着】

詳しくは、ホームページ「東京都の統計」を

ご覧いただくか、電話でお問い合わせください。

くわ

らん でん　わ と あ

とうきょう　と とうけい

応募先
おうぼ さき

〒163-8001
新宿区西新宿二丁目８番１号
都庁第二本庁舎８階北側
東京都 総務局 統計部 調整課
統計広報担当
電話　03-5388-2516
ホームページ（「東京都の統計」
統計グラフコンクール）
https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/kidsc/
kc-1gracon.htm

とうきょう　と とうけい

統計グラフコンクール

石油系溶剤を
含まないインキを
使用しています。

　□　用紙のサイズは72.8cm×51.5cm（B２判）ですか？
　　　※たてでもよこでもどちらでも大丈夫です。
　□　裏面の板張り（パネル仕上げ）・表面のセロハンカバーをしていませんか？
　□　用紙はできるだけ白の模造紙を避けていますか？
　□　誤字・脱字、下書きの消し忘れ、計算あやまりはありませんか？
　□　グラフの単位や凡例は書きましたか？合っていますか？
　□　グラフの目盛りは書きましたか？　目盛りは０から始まっていますか？
　□　裏側から貼りつけた資料と表面のグラフの数字は一致していますか？
　□　アンケートや観察の方法もしくは資料の名前を作品表面に書きましたか？
　　　（URL表記は不可です。）
　□　観察・調査の記録、使用した資料は裏面から作品の下に貼りましたか？
　　　インターネット上の資料を使った場合、資料をプリントアウトしたものを裏面から
　　　作品の下に貼りましたか？
　　　（資料が３枚以上になる場合は封筒に入れて提出してください。）
　□　使用した資料の時点の年月日を書きましたか？
　□　自分以外の人が作ったイラストや写真などを使用していませんか？
　□　商品、企業、キャラクター、スポーツ選手、芸能人の名前や写真は使用していませんか？
　□　作品の裏面右下に連絡先等記入用紙を忘れずに貼りましたか？
　　　（連絡先等記入用紙の作品名と実際の作品のタイトルを一致させてください。
　　　作品表面に直接氏名の記入はしないでください。）
　□　のり付けした部分はしっかりはりつけましたか？

✿ 小学校４年生以下の児童のみなさまへ ✿
　□　自分で観察・調査した内容をテーマにしていますか？

✿ 統計グラフ部分をパソコンで作成したみなさまへ ✿
　□　手書きのイラストや文字があってもパソコン統計グラフの部で応募していますか？

✿ 学校の先生、児童の保護者のみなさまへ ✿
　「オリンピックのマーク」や「ゆるキャラ」など、第三者が作成したイラストや写真は
　使用できませんので、作成時に必ずご確認をお願いします。

主　催：東京都総務局
後　援：東京都教育委員会、東京私立初等学校協会、一般財団法人東京私立中学高等学校協会

期 間：令和４年７月22日（金）～28日（木）

場 所：都庁 第一本庁舎１階中央

第69回入賞作品展のお知らせ

第70回  東京都
統計グラフコンクール

作品募集

だい かい とう

とう けい

きょう と

さく ひん ぼ しゅう

提出前にチェックしてね！
てい　 しゅつ　 まえ



1 目　的
　統計知識の普及と統計の表現技術の研さんに資するため、都内
の小学生、中学生、高校生、大学生及び一般から統計グラフを募
集します。

2 応募資格
　都内在住・在学・在勤の小学校の児童以上
　　・第１部/ 小学校１年生及び２年生の児童
　　・第２部/ 小学校３年生及び４年生の児童
　　・第３部/ 小学校５年生及び６年生の児童
　　・第４部/ 中学校の生徒
　　・第５部/ 高等学校以上の生徒・学生・一般
　　・パソコン統計グラフの部/ 小学校の児童以上

3 課　題
　課題は各部とも自由です。ただし、小学校４年生以下の児童の
応募については、児童が自ら観察又は調査した結果をグラフにし
たものとします。

4 応募の方法
（１）応募作品の規格等
　　　ア　規格/ 各部とも、仕上げ寸法を72.8cm×51.5cm（B

２判）とします（用紙は貼り合わせでも上記寸法と合っ
ていれば可。縦横どちらでも可）。

　　　　※B２判であっても、上記寸法と違うことがありますの
で、御注意ください（寸法が違う作品は対象外）。

　　　イ　紙質・色彩/ 各部とも紙質・色彩（単色にても可）は
自由としますが、裏面の板貼り（パネル仕上げ）、表面の
セロハンカバーなどは認めません。

　　　ウ　応募点数等/ １人の応募点数は制限しませんが、２枚
以上にわたる「シリーズもの」は認めません。

　　　エ　合作の人数/ １作品について、５人以内とします。
（２）提出先
　　　〒163-8001
　　　東京都新宿区西新宿二丁目８番１号
　　　都庁第二本庁舎８階北側
　　　東京都 総務局 統計部 調整課 統計広報担当
（３）募集期間
　　　令和４年６月23日（木曜日）から
　　　　　　　９月 ６日（火曜日）まで【必着】
（４）応募上の注意
　　　ア　応募作品は、自分で創作したものに限ります。
　　　イ　第三者（応募者以外の者をいいます。）が作成したイラ

ストや写真等を使用しないでください。
　　　（利用許諾の有無にかかわらず、第三者が作成した著作物

の全部又は一部の使用を禁止します。）
　　　ウ　応募作品の裏面右下に、右の「【様式１】連絡先等記入

用紙」を貼り付けてください。
　　　エ　自己の観察又は調査によった場合は、その観察又は調

査の記録を別紙として添付してください。
　　　オ　自己の観察又は調査によらないで、外から資料を得た

場合は、その取材資料の出所を作品表面に明記（URL表
記は不可）するとともに、統計表（取材資料）を別紙と
して添付してください。

　　　カ　観察、調査の記録又は作品に使用した統計表（取材資料）
は、B５判又はA４判の用紙に記載し、作品の裏面下部に
３cmの「のりしろ」で、次の例のように貼り付けてく
ださい。

5 作品の審査
（１）審査基準
　　　応募作品は、次の基準によって審査します。
　　　ア　共通基準
　　　　①誤りはないか（目盛り、単位の取り方、文字・数字、脱字、

記入漏れ）
　　　　②書き落としはないか（資料の出所、観察・調査の方法）
　　　　③的確か（見出し（主題）の表現、配色）
　　　イ　各部別基準
　　　　　第１部、第２部では、子供らしい身近な課題を捉えて、

ふさわしい観察・調査をし、グラフに表しているか。
　　　　　第３部～５部、パソコン統計グラフの部では、①統計

データを正しく理解し、グラフ化することによってデー
タの持つ事象が理解されやすくなるよう、工夫されてい
るか。②訴えたい主題が的確にグラフに表れているか。ま
た、主題は斬新で興味を喚起するものであるか。③パソコ
ン統計グラフの部では、パソコンの機能を十分に活用し
たものであるか。

　　　キ　学校でまとめて応募する場合は学校名・住所・担当教
諭名・電話番号・メールアドレス及び作品目録（作品名・
制作者・学年）をつけてください。その際「様式２　学
校応募用作品目録」を下記URLよりダウンロードして御
利用ください。

　　　　https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/kidsc/kc-２
gcindex.htm＃download

　　　　　また、学校内で選考を行った場合、選外になった作品
についても、応募作品としてカウントさせていただきます
ので、実際に提出する応募作品数・応募者数のほかに応募
作品総数・応募者総数を部門ごとに記入してください。

　　　ク　グラフ部分をパソコンで作成したもの（下書きしたも
のを含む。）は、パソコン統計グラフの部の作品として応
募してください（イラストや文字は手描きも可）。

（５）指導上の注意（指導者の方に）
　　　児童、生徒を指導する際には、次のことについて特に留意し
てください。

　　　ア　資料の選択及び取扱方法についての示唆、助言は差し支
えありません。

　　　イ　表現（グラフ）は児童・生徒の自主性を尊重し、技法的
に介入しないでください。

　　　ウ　切り紙又は折り紙をのり付けした作品、絵の具やポス
ターカラーを厚く塗り重ねた作品などについては、はがれ
落ちることがないよう十分に指導、点検を行ってください。

　　　　なお、統計表（取材資料）が３枚以上になる場合には大
封筒（B５判又はA４判など）に入れて、表に作品名及び
氏名を記載して作品の裏面に貼り付けずに提出してくだ
さい。

例

作　品　表　面

（のりしろ）
B５判又はA４判の用紙
観察記録・調査・統計資料

（作品の裏側から貼り付ける。）

３cm

（２）　審査方法及び審査員
　　　ア　第一次審査
　　　　　東京都総務局統計部職員による審査
　　　イ　第二次審査
　　　　　学識経験者等による審査
　　　ウ　本審査（最終審査）
　　　　　学識経験者及び関係行政機関の職員による本審査会で

入賞作品を決定します。

6 入賞作品の発表
　入賞作品の発表は、令和４年10月上旬に、制作者本人又は在
籍する学校の学校長宛て通知するとともに11月下旬以降に東京
都統計部ホームページに掲載します。

7 入賞区分及び賞

8 全国コンクールへの出品
　各部の入賞作品のうち、優秀な作品について、「第70回統計
グラフ全国コンクール」に出品します。詳しくは、公益財団法
人統計情報研究開発センターホームページ（https://www.sinf
onica.or.jp/tokei/graph/index.html）を御覧ください。

その他
（１）入賞作品の著作権は、東京都に帰属します（全国コンクー
ルに入選した作品は公益財団法人統計情報研究開発センター
に帰属します。）。

（２）入賞作品は１年後に、そのほかの作品は審査終了後に返却
します。

　　　なお、ホームページでの使用を含む著作権は、作品返却後
も引き続き、東京都（全国コンクール入選作品は公益財団法
人統計情報研究開発センター）に帰属します。

（３）東京都及び区市町村において、統計の普及啓発のため、入
賞作品の全部又は一部を場合によっては加工の上、印刷物や
ホームページで使用させていただくことがあります。

（４）入賞作品の発表（インターネットなど）、展示に関しては、
作品名、制作者の氏名、所属する学校名、学年（児童、生徒、
学生の場合）を公表します。

問合せ先
東京都総務局統計部調整課統計広報担当
電話　03-5388-2516（ダイヤルイン）
e-mail：S0000033@section.metro.tokyo.jp
※メール件名に「グラコン」と入力してください。

キリトリ線

【様式１】連絡先等記入用紙

（１）東京都知事特別賞
　　　東京都知事賞のうち最優秀作品１点
（２）東京都知事賞
　　　各部１点
（３）東京都教育委員会賞
　　　小中学生及び高校生の応募作品に対し、各部１点
（４）東京私立初等学校協会会長賞
　　　第１部・第２部・第３部・パソコン統計グラフの部のうち、

小学生の応募作品に対し、各部１点
（５）東京私立中学高等学校協会会長賞
　　　第４部・第５部・パソコン統計グラフの部のうち、中高生

の応募作品に対し、各部１点
（６）入選（各部３点）
（７）佳作（各部５点）
（８）努力賞（各部２点）
※入賞者には、賞状及び副賞を贈呈します。
　ただし、副賞は１作品につき 1つです。

この用紙を切り取り又はコピーし、作品裏面右下に貼ってください。

（ふりがな）
学校名

（ふりがな）
氏　　名
（ふりがな）
連絡先

（ふりがな）
作品名

（学校を通じて応募する児童・
生徒・学生の場合は、省略可）

学年 応募
部門年

〒

電話：　　　（　　　　　）　　　　　　　　
メールアドレス：

9

10

※第三者が作成したイラスト・写真（「オリンピックのマーク」や「ゆるキャラ」など）等を使用すると審査の対象外に
　なります。確認の上、□に　を入れてください。

□ 第三者が作成したイラスト・写真等は使用していません。

第70回東京都統計グラフコンクール作品募集要領



1 目　的
　統計知識の普及と統計の表現技術の研さんに資するため、都内
の小学生、中学生、高校生、大学生及び一般から統計グラフを募
集します。

2 応募資格
　都内在住・在学・在勤の小学校の児童以上
　　・第１部/ 小学校１年生及び２年生の児童
　　・第２部/ 小学校３年生及び４年生の児童
　　・第３部/ 小学校５年生及び６年生の児童
　　・第４部/ 中学校の生徒
　　・第５部/ 高等学校以上の生徒・学生・一般
　　・パソコン統計グラフの部/ 小学校の児童以上

3 課　題
　課題は各部とも自由です。ただし、小学校４年生以下の児童の
応募については、児童が自ら観察又は調査した結果をグラフにし
たものとします。

4 応募の方法
（１）応募作品の規格等
　　　ア　規格/ 各部とも、仕上げ寸法を72.8cm×51.5cm（B

２判）とします（用紙は貼り合わせでも上記寸法と合っ
ていれば可。縦横どちらでも可）。

　　　　※B２判であっても、上記寸法と違うことがありますの
で、御注意ください（寸法が違う作品は対象外）。

　　　イ　紙質・色彩/ 各部とも紙質・色彩（単色にても可）は
自由としますが、裏面の板貼り（パネル仕上げ）、表面の
セロハンカバーなどは認めません。

　　　ウ　応募点数等/ １人の応募点数は制限しませんが、２枚
以上にわたる「シリーズもの」は認めません。

　　　エ　合作の人数/ １作品について、５人以内とします。
（２）提出先
　　　〒163-8001
　　　東京都新宿区西新宿二丁目８番１号
　　　都庁第二本庁舎８階北側
　　　東京都 総務局 統計部 調整課 統計広報担当
（３）募集期間
　　　令和４年６月23日（木曜日）から
　　　　　　　９月 ６日（火曜日）まで【必着】
（４）応募上の注意
　　　ア　応募作品は、自分で創作したものに限ります。
　　　イ　第三者（応募者以外の者をいいます。）が作成したイラ

ストや写真等を使用しないでください。
　　　（利用許諾の有無にかかわらず、第三者が作成した著作物

の全部又は一部の使用を禁止します。）
　　　ウ　応募作品の裏面右下に、右の「【様式１】連絡先等記入

用紙」を貼り付けてください。
　　　エ　自己の観察又は調査によった場合は、その観察又は調

査の記録を別紙として添付してください。
　　　オ　自己の観察又は調査によらないで、外から資料を得た

場合は、その取材資料の出所を作品表面に明記（URL表
記は不可）するとともに、統計表（取材資料）を別紙と
して添付してください。

　　　カ　観察、調査の記録又は作品に使用した統計表（取材資料）
は、B５判又はA４判の用紙に記載し、作品の裏面下部に
３cmの「のりしろ」で、次の例のように貼り付けてく
ださい。

5 作品の審査
（１）審査基準
　　　応募作品は、次の基準によって審査します。
　　　ア　共通基準
　　　　①誤りはないか（目盛り、単位の取り方、文字・数字、脱字、

記入漏れ）
　　　　②書き落としはないか（資料の出所、観察・調査の方法）
　　　　③的確か（見出し（主題）の表現、配色）
　　　イ　各部別基準
　　　　　第１部、第２部では、子供らしい身近な課題を捉えて、

ふさわしい観察・調査をし、グラフに表しているか。
　　　　　第３部～５部、パソコン統計グラフの部では、①統計

データを正しく理解し、グラフ化することによってデー
タの持つ事象が理解されやすくなるよう、工夫されてい
るか。②訴えたい主題が的確にグラフに表れているか。ま
た、主題は斬新で興味を喚起するものであるか。③パソコ
ン統計グラフの部では、パソコンの機能を十分に活用し
たものであるか。

　　　キ　学校でまとめて応募する場合は学校名・住所・担当教
諭名・電話番号・メールアドレス及び作品目録（作品名・
制作者・学年）をつけてください。その際「様式２　学
校応募用作品目録」を下記URLよりダウンロードして御
利用ください。

　　　　https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/kidsc/kc-２
gcindex.htm＃download

　　　　　また、学校内で選考を行った場合、選外になった作品
についても、応募作品としてカウントさせていただきます
ので、実際に提出する応募作品数・応募者数のほかに応募
作品総数・応募者総数を部門ごとに記入してください。

　　　ク　グラフ部分をパソコンで作成したもの（下書きしたも
のを含む。）は、パソコン統計グラフの部の作品として応
募してください（イラストや文字は手描きも可）。

（５）指導上の注意（指導者の方に）
　　　児童、生徒を指導する際には、次のことについて特に留意し
てください。

　　　ア　資料の選択及び取扱方法についての示唆、助言は差し支
えありません。

　　　イ　表現（グラフ）は児童・生徒の自主性を尊重し、技法的
に介入しないでください。

　　　ウ　切り紙又は折り紙をのり付けした作品、絵の具やポス
ターカラーを厚く塗り重ねた作品などについては、はがれ
落ちることがないよう十分に指導、点検を行ってください。

　　　　なお、統計表（取材資料）が３枚以上になる場合には大
封筒（B５判又はA４判など）に入れて、表に作品名及び
氏名を記載して作品の裏面に貼り付けずに提出してくだ
さい。

例

作　品　表　面

（のりしろ）
B５判又はA４判の用紙
観察記録・調査・統計資料

（作品の裏側から貼り付ける。）

３cm

（２）　審査方法及び審査員
　　　ア　第一次審査
　　　　　東京都総務局統計部職員による審査
　　　イ　第二次審査
　　　　　学識経験者等による審査
　　　ウ　本審査（最終審査）
　　　　　学識経験者及び関係行政機関の職員による本審査会で

入賞作品を決定します。

6 入賞作品の発表
　入賞作品の発表は、令和４年10月上旬に、制作者本人又は在
籍する学校の学校長宛て通知するとともに11月下旬以降に東京
都統計部ホームページに掲載します。

7 入賞区分及び賞

8 全国コンクールへの出品
　各部の入賞作品のうち、優秀な作品について、「第70回統計
グラフ全国コンクール」に出品します。詳しくは、公益財団法
人統計情報研究開発センターホームページ（https://www.sinf
onica.or.jp/tokei/graph/index.html）を御覧ください。

その他
（１）入賞作品の著作権は、東京都に帰属します（全国コンクー
ルに入選した作品は公益財団法人統計情報研究開発センター
に帰属します。）。

（２）入賞作品は１年後に、そのほかの作品は審査終了後に返却
します。

　　　なお、ホームページでの使用を含む著作権は、作品返却後
も引き続き、東京都（全国コンクール入選作品は公益財団法
人統計情報研究開発センター）に帰属します。

（３）東京都及び区市町村において、統計の普及啓発のため、入
賞作品の全部又は一部を場合によっては加工の上、印刷物や
ホームページで使用させていただくことがあります。

（４）入賞作品の発表（インターネットなど）、展示に関しては、
作品名、制作者の氏名、所属する学校名、学年（児童、生徒、
学生の場合）を公表します。

問合せ先
東京都総務局統計部調整課統計広報担当
電話　03-5388-2516（ダイヤルイン）
e-mail：S0000033@section.metro.tokyo.jp
※メール件名に「グラコン」と入力してください。

キリトリ線

【様式１】連絡先等記入用紙

（１）東京都知事特別賞
　　　東京都知事賞のうち最優秀作品１点
（２）東京都知事賞
　　　各部１点
（３）東京都教育委員会賞
　　　小中学生及び高校生の応募作品に対し、各部１点
（４）東京私立初等学校協会会長賞
　　　第１部・第２部・第３部・パソコン統計グラフの部のうち、

小学生の応募作品に対し、各部１点
（５）東京私立中学高等学校協会会長賞
　　　第４部・第５部・パソコン統計グラフの部のうち、中高生

の応募作品に対し、各部１点
（６）入選（各部３点）
（７）佳作（各部５点）
（８）努力賞（各部２点）
※入賞者には、賞状及び副賞を贈呈します。
　ただし、副賞は１作品につき 1つです。

この用紙を切り取り又はコピーし、作品裏面右下に貼ってください。

（ふりがな）
学校名

（ふりがな）
氏　　名
（ふりがな）
連絡先

（ふりがな）
作品名

（学校を通じて応募する児童・
生徒・学生の場合は、省略可）

学年 応募
部門年

〒

電話：　　　（　　　　　）　　　　　　　　
メールアドレス：

9

10

※第三者が作成したイラスト・写真（「オリンピックのマーク」や「ゆるキャラ」など）等を使用すると審査の対象外に
　なります。確認の上、□に　を入れてください。

□ 第三者が作成したイラスト・写真等は使用していません。

第70回東京都統計グラフコンクール作品募集要領



応募資格（おうぼできる人）
おう ぼ し かく ひと

都内在住・在学・在勤の小学校の児童以上
第１部…小学校１・２年生
第２部…小学校３・４年生
第３部…小学校５・６年生
第４部…中学校の生徒
第５部…高等学校以上の生徒・学生・一般
パソコン統計グラフの部…小学校の児童以上

自由
（ただし、国旗を用いる場合は、国旗の
縦：横の比率やデザインに十分に注意する。）

色彩（いろ）・デザイン
しきさい

紙質（ようし）
し しつ

自由
（ただし、白の模造紙はなるべく避ける。）

課題（グラフのテーマ）
か だい

自由
（ただし、小学校４年生以下の児童の応募に
ついては、児童が自ら観察又は調査した結果を
グラフにしたものとする。）

１人でも合作でも可。
合作の場合は５人まで。

人数
にんずう

72.8cm×51.5cm（B２判）

規格（大きさのきまり）
き かく おお

応募方法
おうぼ ほうほう

郵送

募集期間
ぼ しゅう き かん

令和４年６月23日（木）から
　　　　９月６日（火）まで【必着】

詳しくは、ホームページ「東京都の統計」を

ご覧いただくか、電話でお問い合わせください。

くわ

らん でん　わ と あ

とうきょう　と とうけい

応募先
おうぼ さき

〒163-8001
新宿区西新宿二丁目８番１号
都庁第二本庁舎８階北側
東京都 総務局 統計部 調整課
統計広報担当
電話　03-5388-2516
ホームページ（「東京都の統計」
統計グラフコンクール）
https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/kidsc/
kc-1gracon.htm

とうきょう　と とうけい

統計グラフコンクール

石油系溶剤を
含まないインキを
使用しています。

　□　用紙のサイズは72.8cm×51.5cm（B２判）ですか？
　　　※たてでもよこでもどちらでも大丈夫です。
　□　裏面の板張り（パネル仕上げ）・表面のセロハンカバーをしていませんか？
　□　用紙はできるだけ白の模造紙を避けていますか？
　□　誤字・脱字、下書きの消し忘れ、計算あやまりはありませんか？
　□　グラフの単位や凡例は書きましたか？合っていますか？
　□　グラフの目盛りは書きましたか？　目盛りは０から始まっていますか？
　□　裏側から貼りつけた資料と表面のグラフの数字は一致していますか？
　□　アンケートや観察の方法もしくは資料の名前を作品表面に書きましたか？
　　　（URL表記は不可です。）
　□　観察・調査の記録、使用した資料は裏面から作品の下に貼りましたか？
　　　インターネット上の資料を使った場合、資料をプリントアウトしたものを裏面から
　　　作品の下に貼りましたか？
　　　（資料が３枚以上になる場合は封筒に入れて提出してください。）
　□　使用した資料の時点の年月日を書きましたか？
　□　自分以外の人が作ったイラストや写真などを使用していませんか？
　□　商品、企業、キャラクター、スポーツ選手、芸能人の名前や写真は使用していませんか？
　□　作品の裏面右下に連絡先等記入用紙を忘れずに貼りましたか？
　　　（連絡先等記入用紙の作品名と実際の作品のタイトルを一致させてください。
　　　作品表面に直接氏名の記入はしないでください。）
　□　のり付けした部分はしっかりはりつけましたか？

✿ 小学校４年生以下の児童のみなさまへ ✿
　□　自分で観察・調査した内容をテーマにしていますか？

✿ 統計グラフ部分をパソコンで作成したみなさまへ ✿
　□　手書きのイラストや文字があってもパソコン統計グラフの部で応募していますか？

✿ 学校の先生、児童の保護者のみなさまへ ✿
　「オリンピックのマーク」や「ゆるキャラ」など、第三者が作成したイラストや写真は
　使用できませんので、作成時に必ずご確認をお願いします。

主　催：東京都総務局
後　援：東京都教育委員会、東京私立初等学校協会、一般財団法人東京私立中学高等学校協会

期 間：令和４年７月22日（金）～28日（木）

場 所：都庁 第一本庁舎１階中央

第69回入賞作品展のお知らせ

第70回  東京都
統計グラフコンクール

作品募集

だい かい とう

とう けい

きょう と

さく ひん ぼ しゅう

提出前にチェックしてね！
てい　 しゅつ　 まえ




