
「泳げ！みんなのお魚プロジェクト」募集要項 

 

＜北海道（北海道放送）＞ 

・応募締切：2020年 5月 31日（日） 

・応募方法： 

海に行きたい想いを込めた「海の生き物」イラストにメッセージを添えたメッセージ付きのイラストを 

スマホなどで撮影しご応募ください。大きさや画材などは自由です。 

  メール本文に『お名前』『学年』『保護者のお名前』『イラストに込めたメッセージ』 

『電話番号』書いて、イラストの写真（スマホなどで撮影したもの）を添付してご応募ください。 

・応募先アドレス：umi@hbc-flex.co.jp   

 

＜青森県（青森テレビ）＞  

・応募締切：2020年 5月 6日（水・祝） 

・応募対象：青森県内在住の小学１年～６年生 

・応募方法： 

 ・海の生き物を描いたイラストや絵画＋一言メッセージ 

   ※海の風景はＮＧです ※イラスト内に一言メッセージも書いて下さい 

   例）「海に遊びに行きたい！」「海で泳ぎたい！！」「魚釣りがしたい！」など 

 ・鉛筆、クレヨン、絵具など画材や作品の大きさなどに制限はありません。 

 ・紙に描いたイラストを募集しています。紙のサイズや種類は問いません。 

 ・イラストをデジタルカメラ・スマートフォンなどで撮影し、応募フォームから送信してください。 

・各賞：最優秀賞（浅虫水族館 年間パスポート親子ペア） 1名 

    優秀賞（おやさいクレヨン海プロ版） 5名 

 

＜岩手県（IBC 岩手放送）＞ 

・応募締切：2020年 5月 31日（日） 

・応募対象：岩手県内在住の小学生 

・募集内容： 

「海のいきもの」のイラストに「海に行きたい！」という思いを込めたメッセージを添えた 

  「メッセージ付きのイラスト」をカメラ（スマートホンでも可）で撮影、またはスキャナーで 

  読み取って、データ添付でご応募ください。 

  ＊メッセージ例「海で釣りをしたい！」「砂浜で思い切り遊びたい！」「船に乗ってみたい！」etc. 

・応募方法： 

お名前／学年／簡単な作品の紹介（場面、場所、エピソードなど）／保護者の方のお名前／ 

  連絡先電話番号／メールアドレスをご記入の上、下記までお送りください。 

・応募先：umi@ibc.co.jp 

 

＜宮城県（TBC 東北放送）＞ 

・応募締切：2020年 5月 1日（金） 

・応募対象：宮城県内の小学生 

・募集内容： 

海の生き物のイラスト（海や生き物へのメッセージも書いてね） 

  鉛筆、クレヨン、絵の具、画材や作品の大きさに制限はありません。 

・応募方法： 

イラストをカメラ・スマートフォンなどで撮影し、必要事項を記入してお送りください。 

  ※できれば、イラストを手に持った写真・動画やイラストを書いている様子の写真・動画も 

   お送りください。（動画は、10～15秒程度） 

  ※写真・動画はメールに添付してお送りください（20MBまで）。 

  【必要事項：名前、学年、保護者の名前、電話番号、簡単な作品の紹介（場面、場所、エピソードなど）】 

・応募先：umi@tbc-sendai.co.jp 



 

＜秋田県（秋田テレビ）＞ 

・応募締切：2020年 5月 6日（水）23:59まで 

・応募対象：秋田県在住の小学生 

・応募方法： 

メッセージ付き「海の生き物」のイラストを、デジタルカメラ・スマートフォン等で撮影し、 

  メールに添付してご応募ください。メール本文に、氏名、学校名、学年、作品の紹介、保護者氏名、 

連絡先電話番号を記載して下さい 

・応募先：umipro@linerhouse.co.jp 

 

＜山形県（テレビユー山形）＞ 

・応募締切：2020年 5月 10日（日） 

・応募対象：山形県在住の小学生  

・募集内容： 

「海に行きたい」というメッセージを添えた、海の生き物のイラスト 

  ※お子様がイラストを描いている動画や、イラストを持って海への想いを一言で表す動画も募集中です。 

・応募方法： 

イラストをカメラ（スマートフォン可）で撮影し、ご応募ください。 

  【氏名／学年／作品の紹介／保護者の氏名／電話番号】をご記入ください。 

・応募先：umi-conne@tuy.co.jp 

 

＜福島県（福島中央テレビ）＞ 

・応募締切：2020年 5月 6日（水） 

・応募対象：福島県在住の小学生 

・募集内容： 

「海の生き物」のイラストを自由にお描きいただき、海への思いをこめたメッセージを、 

  イラスト内に添えてください。 

  （メッセージ例：「海で早く遊びたい！」「海でたっぷり泳ぎたい！」など） 

・応募方法： 

イラストをカメラ・スマートフォンなどで撮影し、必要事項を明記のうえ、 

  メールにてご応募ください 。 

  【必要事項 ： 氏名／学校・学年／作品タイトル・内容の紹介／保護者の氏名／住所・電話番号】 

・応募先：eisui@fct.jp 

 

＜千葉県（千葉テレビ放送）＞ 

・応募締切：2020年 5月 6日（水）23:59まで 

・応募対象：千葉県在住の小学生 

・募集内容：海の生き物のイラストと海に関するひと言メッセージ 

・応募方法：作品の画像データをメール添付にて応募（お名前、学年をメール文面に書いてください） 

・応募先：umi@chiba-tv.com  （画像データは 10MBまで） 

 

＜神奈川県（テレビ神奈川）＞ 

・応募締切：2020年 5月 31（日）23：59まで 

・応募対象：神奈川県内在住の小学生 

・募集内容：海の生き物のメッセージ付きイラスト 

・募集詳細： 

海に行きたい！という想いを込めた「海の生き物」のイラストに 

  メッセージを添えたものをカメラやスマートフォン等で撮影しお送りください。 

  画材や大きさは自由です。クレヨンや絵の具など自由に使って描いてください。 

 

mailto:umi@chiba-tv.com


・応募方法： 

写真を添付し、必要事項を明記の上、メールにてご応募ください。 

  【必要事項：氏名（ふりがな）、学年、保護者氏名、電話番号、作品への想い】 

・応募先：kanagawa@uminohi.jp 

 

＜新潟県（新潟放送）＞ 

・応募締切：2020年 5月 10日(日） 

・応募対象：新潟県内在住の小学生 

・募集内容：海の生き物のメッセージ付きイラスト 

・募集詳細： 

鉛筆、クレヨン、絵具など、画材や作品の大きさに制限はありません。 

  描いたイラストには、生き物や海に対するあなたのメッセージも添えて下さい。 

・応募方法： 

イラストをカメラ・スマートフォンなどで撮影し、 

  下記の必要事項を明記のうえ、メールまたは BSNアプリにてご応募ください。 

  【必要事項：氏名、学年、作品の紹介、保護者の氏名、電話番号】 

・応募先：bsn-eisui@bsn-niigata.co.jp 

 

＜富山県（富山テレビ放送）＞ 

・応募締切：2020年５月 6日（水） 

・応募対象：富山県内在住の小学１年～６年生 

・応募内容： 

「海の生き物を書いたイラスト」＋「一言メッセージ」   

  ＊海の風景はＮＧです 

  ＊イラスト内に一言メッセージも書いて下さい 

・応募形式：紙に書いたイラストを募集しています。紙のサイズや種類は問いません。 

・応募方法： 

書いた作品をデータ化し、添付などの形で下記までお送りください。 

  メール：sea@bbt.co.jp  

  郵 送：〒939-8550 富山市新根塚町 1-8-14「海と日本プロジェクト in富山県」事務局 

  ※富山テレビ放送・受付ロビーへの直接持ち込みでも OKです 

    その場合は受付で「海と日本プロジェクト 海のいきものイラスト」宛にお預けください。 

 

＜石川県（石川テレビ放送）＞ 

・応募締切：2020年 5月 31日(日) 

・応募対象：石川県在住の小学生に限ります。 

・応募方法：こちらをご覧ください ⇒ https://www.ishikawa-tv.com/oyoge_osakana/ 

       

＜福井県（福井テレビジョン放送）＞ 

・応募締切：2020年 5月 6日（水） 

・募集内容： 

鉛筆、クレヨン、絵具、使う画材そして作品の大きさに制限はありません。 

  描いたイラストには、生き物や海に対するあなたのメッセージも 添えてください。 

・応募方法： 

  作品は写真を撮って、データにしてご応募ください。 

・応募先：応募は右記フォームから ⇒ https://www.fukui-tv.co.jp/?post_type=contact&p=128191 

 

＜山梨県（山梨放送）＞ 

・応募期限：2020年 5月 1日（金）23:59まで 

・応募対象：山梨県内在住の小学生 

mailto:bsn-eisui@bsn-niigata.co.jp
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・募集内容： 

海への想いを込めて「海の生き物」のイラストを書き、イラストと一緒に海への想いをスマホなどで 

  撮影しご応募ください。写真を送る場合はイラストに海への想いを記入してください。 

大きさや画材などは自由です。 

・募集詳細： 

  絵を手で持ち、みなさんの顔が写るよう撮影ください。 

  海への想いは新型コロナウイルスが収まったら海でやってみたいこと 

  （釣りをしたい!や浜辺で遊びたい!など)を５秒以内でお願いします。 

  写真撮影の場合、顔、絵がはっきりと映るようにお送りください。 

  スマートフォンで撮影する場合、横向きで腰より上、頭の一番上に少し隙間ができるように撮影を 

お願い致します。 

  みなさんの動画、写真のほかイラスト単体のお写真もお願い致します。 

・応募方法： 

メールには以下必要事項の記入をお願い致します。 

【必要事項：氏名、学年、作品の紹介、保護者の氏名、電話番号】 

・応募先：ek@ybs.jp 

 

＜長野県（長野放送）＞ 

・応募締切：2020年 5月 6日（水）18:00まで 

・応募対象：長野県内在住の小学生 

・募集内容： 

海に行きたいメッセージ付きの「海の生き物」のイラスト。 

  カメラ(スマートホンでも可)で撮影し応募してください。 

  クレヨン、絵の具、色鉛筆など具材や紙の大きさは問いません。 

・応募方法： 

メールにて。必須事項を明記してください。 

【必須事項：お名前、学年、お住いの地域、簡単な作品の紹介(場面、場所、エピソードなど)】 

・応募先： kikaku@nbs-tv.co.jp 

 

＜静岡県（テレビ静岡）＞ 

・応募締切：2020年 5月 6日（水・振休）23:59 

・応募対象：静岡県内在住の小学生 

・募集内容：海の生き物のメッセージ付きイラスト 

・募集詳細： 

鉛筆、クレヨン、絵具など、画材や作品の大きさに制限はありません。 

  描いたイラストには、生き物や海に対するあなたのメッセージも添えて下さい。 

  例：「コロナが終わったら、海水浴に行きたい！」「夏、はやく来て！」など 

・応募方法： 

イラストをカメラ・スマートフォンなどで撮影し、必要事項を明記のうえ、メールにてご応募ください。 

  【必須事項：氏名、学年、作品の紹介、保護者の氏名、電話番号】 

・応募先：marine-project@sut-tv.co.jp 

 

＜三重県（三重テレビ放送）＞ 

・応募締切：2020年 5月 6日（水）23:59まで 

・応募対象：三重県在住の小学生 

・応募方法： 

海に行きたい想いを込めた「海の生き物」イラストにメッセージを添えた「メッセージ付きのイラスト」

をカメラまたはスキャンして撮影し、メールでご応募ください。 

 【必須事項：氏名（ニックネームも可）、年齢、連絡先メールアドレス】 

・応募先／問合せ：mie＠uminohi.jp 



 

＜滋賀県（びわ湖放送）＞ 

・応募締切：2020年 5月 6日（水） 

・応募対象：滋賀県内の小学生  

・募集内容：海（びわ湖もあり）の生き物メッセージ付きイラスト 

・応募方法： 

①鉛筆、クレヨン、絵の具、使う画材と作品の大きさは自由 

  ②海やびわ湖の魚や生き物のイラストを描こう 

  ③海やびわ湖、生き物に対するメッセージも書いてください 

   例）海に遊びに行きたい！ イルカに乗りたい！など 

  ④作品をスマホなどで写真に撮ってメールで応募してください 

  【必要事項：名前、学年、電話番号、住所】 

  ⑤イラストの生き物とのエピソードなど補足があれば教えてね！ 

・応募先／問合せ先：sea@bbc-tv.co.jp 

 

＜京都府（KBS京都）＞ 

・応募締切：2020年 5月 6日（水）23:59まで 

・応募対象：京都府在住の小学生 全学年 

・募集内容： 

「海の生き物」のイラストと「海」に対する想いを込めたメッセージを 1枚の絵に描いて 

ご応募ください。 

  例）「海に行きたい！」「また会いに行くよ（生き物に対して）」「海大好き！」など 

  ※海の風景画のみは不可となります。 

  画材は、ご家庭にある紙（画用紙・コピー用紙でも可）で色鉛筆、クーピー、絵の具、マジックなど 

形式自由です。 

・応募方法： 

  作品をスマホ等で撮影し、メールで必要事項を記入しお送りください。 

【必須事項：氏名、学年、作品紹介、保護者氏名、電話番号】 

・応募先：sea@kbs.kyoto 

 

＜大阪府（テレビ大阪）＞ 

・応募締切：2020年 5月 6日（水） 

・応募対象：大阪府内在住の小学生 

・募集内容： 

鉛筆、クレヨン、絵具、使用する画材 また作品の大きさの指定はありません。 

  描いたイラストには、生き物や海に対するあなたのメッセージも添えてください。 

  作品は携帯やカメラなどで写真を撮って、データにてご応募ください。 

  応募作品は海と日本プロジェクト in大阪の SNS、そのほか、海と日本プロジェクトの活動を 

  紹介する各種媒体(テレビ、雑誌、ポスター、ちらし等)でも使用させて頂くことがあります。 

・応募先：応募は右記から ⇒ https://www.tv-osaka.co.jp/content/summary/id=1890466/ 

 

＜兵庫県（サンテレビジョン）＞ 

・応募締切：2020年 4月 30日（木）23:59まで 

・応募対象：兵庫県内在住の小学生 

・募集内容：海の生き物のメッセージ付きイラスト 

・募集詳細： 

海に行きたい！という想いを込めた「海の生き物」のイラストにメッセージを添えたものを 

カメラやスマートフォン等で撮影しお送りください。 

  画材や大きさは自由です。クレヨンや絵の具など自由に使って描いてください。 

 

https://www.tv-osaka.co.jp/content/summary/id=1890466/


・応募方法： 

メールにて、必須事項を明記の上、写真を添付し、ご応募ください。 

  【必須事項：氏名（ふりがな）、学年、保護者氏名、電話番号、作品への想い】 

・応募先：hyogo@uminohi.jp 

 

＜和歌山県（テレビ和歌山）＞ 

・応募締切：2020年 5月 10日（日） 

・応募対象：和歌山県内在住の小学生 

・募集内容： 

海に行きたい想いを込めた「海の生き物」イラストにメッセージを添えた「メッセージ付きのイラスト」 

  ※カメラ(スマートフォンでも可)で撮影し応募してください。 

  ※クレヨン、絵の具、色鉛筆など用具や紙の大きさは問いません。 

・応募方法：メールにてご応募ください。 

・応募先：応募は右記フォームから ⇒ https://umipro.telewaka.tv/ 

 

＜鳥取県（日本海テレビ）＞ 

・応募締切：2020年 4月 29日（水・祝）23:59まで 

・応募対象：鳥取県在住の小学生 

・応募方法： 

海に行きたい想いを込めた「海の生き物」のメッセージ付きイラストを写真撮影して、 

  日本海テレビアプリからお送りください。 

  応募方法は右記からも確認できます ⇒ https://www.nkt-tv.co.jp/plan/entry/15080.html 

 

＜島根県（山陰中央テレビ）＞ 

※応募期間は終了いたしました。 

 応募いただいたイラストは、4月 29日（水）から実際に山陰中央テレビの CMで放送される予定です。 

 

＜岡山県（山陽放送）＞ 

・応募締切：2020年 4月 24日（金）23:59まで 

・応募対象：岡山県在住の小学生 

・応募方法： 

「海の生き物」のイラストをカメラで撮影し、メールに添付して下記アドレスにお送りください。 

  なお、メールの本文には、「海に行きたい想いを込めたメッセージ」を記入してください。 

・応募先：oka@rsk.co.jp 

 

＜広島県（中国放送）＞ 

・応募締切：2020年 5月 6日（水・振休）23：59まで 

・応募対象：広島県内在住の小学生 

・募集内容：メッセージ付き「海の生き物」イラスト 

・募集詳細： 

えんぴつ、クレヨン、絵具など、画材や作品の大きさは自由です。 

  描いたイラストには、海や生き物に対するあなたのメッセージを添えてください。 

・応募方法： 

メッセージ付きイラストをスマートフォンなどで撮影し、必須事項を明記の上、メールにて 

ご応募ください。 

  【必須事項：児童氏名、学年、作品の紹介、保護者氏名、電話番号】 

・応募先：hiroshima@uminohi.jp 
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＜山口県（山口放送）＞ 

・応募締切： 

郵送の場合：2020年 5月 15日（金）必着、 

メールの場合：2020年 5月 12日（火）23：59まで 

・応募対象：山口県内の小学生 

・募集内容： 

はがきサイズから画用紙まで大きさは何でもＯＫ。 

  クレヨン、色鉛筆、絵の具などで自由に表現してください。  

・応募方法： 

メッセージ付きイラストを郵送またはスマートフォンやカメラ等で撮影したデータをメールで 

お送りください。 

【必須事項：氏名、学年、保護者氏名、連絡先電話番号】 

・応募先： 

【メールの場合】kikaku@kry.co.jp 

【郵送の場合】〒745-8686 山口放送内「泳げ！みんなのお魚プロジェクト」係 

 

＜徳島県（四国放送）＞ 

・応募締切：2020年 5月 31日 

・応募対象：徳島県内在住の小学１年～６年生 

・応募内容： 

「海の生き物を書いたイラスト」＋「一言メッセージ」   

  ※海の風景はＮＧです 

  ※イラスト内に一言メッセージも書いて下さい 

※紙に書いたイラストを募集しています。紙のサイズや種類は問いません。 

・応募方法：メールもしくは郵送。メールの場合は書いた作品をデータ化してください。 

・応募先： 

【メールの場合】umi@jrt.jp 

【郵送の場合】〒770-8573 四国放送「海と日本プロジェクト inとくしま」実行委員会事務局 

※四国放送ロビーへの直接持ち込みでも OKです。 

  その場合は受付で「海と日本プロジェクト」宛にお預けください。 

 

＜香川県（西日本放送）＞ 

・応募締切：2020年 5月 6日（水）23:59まで 

・応募対象：香川県在住の小学生 

・応募方法： 

海に行きたい想いを込めた「海のいきもの」イラストにメッセージを添えた 

  「メッセージ付きのイラスト」をカメラで撮影し、ご住所、お名前（保護者・お子様 ふりがな）、 

お子様の年齢、住所、連絡先をご記入の上、ご応募ください。 

・応募先：umi_kagawa@rnc.co.jp 

 

＜愛媛県（南海放送）＞ 

・応募期間：2020年 5月 8日（金）18:00まで 

・応募対象：愛媛県内在住の小学生 

・募集内容： 

「海の生き物」のイラストに「海に行きたい！」という思いを込めたメッセージを添えた 

  「メッセージ付きのイラスト」大きさ、画材などは自由です。 

  ※メッセージ例「海で釣りをしたい！」「いっぱい泳ぎたい！」「海開きが待ちきれない」 

   「船に乗って旅行がしたい」など 

 

 

mailto:umi_kagawa@rnc.co.jp


・応募方法： 

応募フォームまたは南海放送アプリからご応募ください。 

  https://www.rnb.co.jp/event/node/011087.php 

 

＜高知県（テレビ高知）＞ 

・応募対象：高知県在住の小学生 

・応募締切：2020年 5月 8日（金）23:59まで 

・応募方法： 

海に行きたい想いをこめた「海の生き物」イラストにメッセージを添えた「メッセージ付きのイラスト」 

を描いて、郵送もしくはホームページの応募フォームから応募してください。 

・応募先： 

【ホームページの場合】カメラで作品を撮影し（スマートフォンでも可）、下記の応募フォームより。 

https://www.kutv.co.jp/page-239648/ 

【郵送の場合】〒780-8577 海と日本プロジェクト in高知県（株式会社テレビ高知） 

        『泳げ！みんなのお魚プロジェクト』係 

 

＜福岡県（RKB毎日放送）＞ 

・応募締切：2020年５月６日（水）23:59まで 

・応募対象：福岡県内在住の小学生のみなさん 

・募集内容： 

「海の生き物」のイラストを自由にお描きいただき、また海への思いをこめたメッセージを 

イラスト内に添えてください。 

  （メッセージ例：「海で早く遊びたい！」「海でたっぷり泳ぎたい！」など） 

・応募方法：イラストはスマートフォン等のカメラで撮影したもの、または画像データの形式で 

      応募フォームからお送り下さい。 

・応募先：応募は右記フォームから ⇒ https://pro.form-mailer.jp/lp/3d5213c1194099 

 

＜佐賀県（サガテレビ）＞ 

・応募締切：2020年 5月 6日（水） 

・応募対象：佐賀県内に住む小学生 

・応募方法： 

思いを込めて書いた海の生物のイラストにメッセージを添えて、カメラ（スマートフォンなども可） 

で写真をとり、応募フォームまたはサガテレビアプリから応募ください。 

・応募先：応募フォームは右記から ⇒ https://ap.sagatv.co.jp/web_contribution/form.php 

 

＜長崎県（テレビ長崎）＞ 

・応募締切：2020年 4月 30日（木） 

・応募対象：県内在住の小学生 

・募集内容： 

A4以上の白い紙に「海の生き物」を描いてください。クレヨン、絵の具、なんでも OK！ 

  絵の中や、別の紙などに作品に込めたメッセージ、海への想い、海といえば？などメッセージを 

  添えてください。 

・応募方法： 

郵送：〒850-8688 KTN「泳げ！みんなのお魚プロジェクト」係 

     作品と海へのメッセージ、住所、氏名、学年、連絡先、おうちの人のメールアドレス、 

     保護者の氏名（応募いただいた作品の返却はいたしません） 

  メール：umipro@ml.ktn.co.jp 

      作品を撮影した写真と、作品を手に持ったお子さんの写真、海へのメッセージ、住所、 

      氏名、学年、連絡先、保護者氏名 

 

https://www.rnb.co.jp/event/node/011087.php
https://pro.form-mailer.jp/lp/3d5213c1194099
https://ap.sagatv.co.jp/web_contribution/form.php


  Twitter：@ umipronagasaki 

      ＜STEP1＞保護者が作品を撮影した写真と、海へのメッセージ、ハッシュタグ 

          「#海と日本」をつけてリプライしてください。 

      ＜STEP2＞採用された方には、ダイレクトメッセージ（DM）で事務局から住所、氏名、学年、 

連絡先、保護者氏名をお尋ねします 

 

＜熊本県（熊本朝日放送）＞ 

・応募締切：2020年 5月 6日（水・振休）23:59まで 

・応募対象：熊本県内在住の小学生 

・募集内容：海の生き物のメッセージ付きイラスト 

・募集詳細： 

鉛筆、クレヨン、絵具など、画材や作品の大きさに制限はありません。 

  描いたイラストには、生き物や海に対するあなたのメッセージも添えて下さい。 

  例：「海に遊びに行きたい！」「海水浴に行きたい！」「イルカが見たい！」など 

・応募方法： 

イラストをカメラ・スマートフォンなどで撮影し、必要事項を明記のうえ、メールにてご応募ください。 

【必須事項：氏名、学年、作品の紹介、保護者の氏名、電話番号】 

・応募先：kumamoto@uminohi.jp 

 

＜大分県（テレビ大分）＞ 

・応募締切：2020年 5月 15日(金)  

・応募対象：大分県内の小学生 

・応募方法： 

「海の生き物」と海への想いを込めたメッセージ付きイラストを描いて、カメラやスマートフォンなど 

で撮影し、「海と日本 PROJECT in 大分県」のホームページからお送りください。 

・応募先：https://oita.uminohi.jp/ 

 

＜宮崎県（宮崎放送）＞ 

・応募締切：2020年 5月 10日（日）23:59まで 

・応募対象：宮崎県在住の小学生 

・募集内容： 

海への思いを込めた「海の生き物」イラストに一言メッセージを書いてご応募ください。 

  (例)「泳ぎたい！」「潮干狩りしたい！」 

  ※カメラ(スマートフォン可)で撮影し、データを送ってください。 

  ※筆記用具・紙の大きさに制限はありません。 

 

＜沖縄県＞ 

※応募期間は終了いたしました。 

 

 

 


