
茨 城 空 港 開 港 1 0 周 年 記 念

第12 回 茨城空港ゆめ未来芸術展 絵画募集

主催／小美玉市茨城空港利用促進協議会　共催／小美玉市、小美玉市教育委員会　お問い合せ／小美玉市茨城空港利用促進協議会事務局（小美玉市産業経済部空港対策課内）

〒319－0192 茨城県小美玉市堅倉835番地 TEL.0299（48）1111 内線1171

会 場 : 小美玉市四季文化館（みの～れ）

※初日は表彰式終了後より、最終日は15：00まで展示します　※審査員が入賞作品へ意見をそえます　※審査員4名の作品も展示予定

テロと報復

スイスモントルー国際広告祭ゴールデンア

ワード金賞・グランプリ受賞、フランスルー

ブル装飾美術館永久保存、スペイン国立

バルセロナ大学個展、スイスモントルー国際

広告祭ゴールデンアワードアジア代表審査

員、デンマークポスター美術館開館記念ポ

スター制作日本代表（29ヶ国参加）、他受

賞多数。

審
査
員
長

小美玉市が誇る世界的デザイナー

藤代 範雄 氏

ふじしろ のりお

無印良品ポスター

松永真デザイン事務所を経て、95年新村

デザイン事務所設立。主な仕事に資生堂・

無印良品・エスエス製薬など。JAGDA新

人賞、ニューヨークADC銀賞、ブルノ国際

デザインビエンナーレ金賞、東京ADCなど

受賞。

新村 則人 氏
グラフィックデザイナー

しんむら のりと

もみじまんじゅう

パッケージ

左合 ひとみ 氏
グラフィックデザイナー

さ ご う

東京藝術大学美術学部卒業後、パルコ広

告制作局などを経て1988年左合ひとみ

デザイン室設立。広島県のもみじまんじゅ

うの老舗和菓子舗「藤い屋」のブランディ

ングなど、地域産業活性化のプロジェクト

も多い。ニューヨークADC銀賞、JAGDA新

人賞、日本パッケージデザイン大賞特別賞、

全国カレンダー展通産大臣賞などを受賞。

読売巨人軍ロゴ

バタフライ・ストローク・株式會社代表取締役

主な仕事に、「吉野家」「フィールズ」「キリンラ

ガービール」のクリエイティブディレクション。

「読売ジャイアンツ」「ほぼ日刊イトイ新聞」

「サマリー」などのロゴマーク。主な受賞に、

ADC賞・東京TDC賞・JAGDA新人賞 等多

数あります。

青木 克憲 氏
クリエイティブディレクター

あ おき か つ のり

著 名 グ ラ フ ィ ッ ク デ ザ イ ナ ー が み ん な の 作 品 を 審 査 し ま す

展示期間 ： 2020年2月1日（土）～7日（金） 9:00～21:00　表彰式 : 2月1日（土） 13:30～ 



応 募 資 格
次のいずれかに該当する方

(1)小美玉市内の小学校、中学校、高等学校に在学する児童・生徒（市内在住も含む）

　  ※小学5･6年生は学校の夏休みの課題として制作します。

(2)小美玉市の隣接市町

    （茨城町/鉾田市/行方市/かすみがうら市/石岡市/笠間市）に在学する小学生

(3)新千歳空港、神戸空港、福岡空港、那覇空港の近隣に在住する小学生

応 募 ・ 問 合 せ 先
小美玉市茨城空港利用促進協議会 ＜事務局＞小美玉市 産業経済部 空港対策課 〒319－0192 茨城県小美玉市堅倉835番地 TEL.0299(48)1111 内線1171 

～3つのテーマから1つを選んで作品を制作してください～

募集締切日 2019年9月9日（月）必着

先輩からの

応援
メッセージ

第12回 茨城空港ゆめ未来芸術展 作品募集要項
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『空港でつながる、あなたのまち―わたしのまち』

茨城空港開港10周年記念

応 募 規 定
絵画作品でオリジナル・未発表のもの。画材は自由。必ず横書きであること。

作品テーマから1つを選び作品を制作してください。

画用紙の大きさ ： 小学生･･･八つ切り（270×380mm）・横書き

　　　　　　　　中学生・高校生･･･四つ切り（380×540mm）・横書き

※小美玉市立小学校の5・6年生には、担任の先生から指定の画用紙を配布します。

参　加　賞　応募者全員に“茨城空港特製グッズ”をプレゼント

展　覧　会　2020年2月1日(土)～7日(金) 9:00～21:00　会場：小美玉市四季文化館みの～れ 風のホール

表　彰　式　2020年2月1日(土) 13:30～　会場：小美玉市四季文化館みの～れ 森のホール

注 意 事 項
1.応募作品は本人のもので、未発表作品1点に限ります。

2.応募作品は原則として返却いたしません。ただし、小美玉市内の学校からの応募作品については、入賞作品以外は展示会終了後に、入賞作品は1年間保管後に返却いたします。

3.応募作品に関する権利は、ご応募と同時に主催者に帰属します。

4.審査結果に関わらず、応募作品は主催者の事業（茨城空港の利用促進活動）に使用することがあります。その際、作品の一部を改変して使用する場合があります。

5.応募用紙に記入いただいた個人情報は、「茨城空港ゆめ未来芸術展」事業にのみ使用いたします。

6.応募作品や表彰式、展示会の様子を撮影した写真等をメディアに提供する場合があります。その際、氏名・年齢・居住市町村名・学校名・学年・性別以外の個人情報は提供いたしません。

7.受賞の権利は他人に譲渡・換金することはできません。

8.応募内容に虚偽が認められた場合、応募資格に適しない場合、または上記注意事項に反すると認められた場合は、受賞を取り消すことがあります。

就航先のまちはどんなまち？

見てみたいもの・体験したいこと・

まちのイメージなどを、自由に描いてみよう！ 

実際に行ってみた体験を描いてもいいです！

行ってみたい！ 

あなたのまち

わたしのまちの

素敵な○○

茨城空港の就航先
＜北海道・神戸・福岡・沖縄・上海・韓国・台湾＞

自分のまちの素敵な人・もの・場所を

探して描いてみよう！

自分なりに見つけた魅力を

思いっきり自慢して、遠くのまちの人たちに

小美玉市や茨城をアピールしよう！

1 2 TXがやってきた！？ 

茨城空港の未来予想図

茨城空港にTX（つくばエクスプレス）の駅が

できたら、どんな空港になるだろう？

あなたが思う

「こんな茨城空港になったらいいな」を

想像して、未来予想図を描いてみよう！
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自分や自分の

絵に自信が持てた

ので、参加して

よかった！

他校生の作品を

見て刺激をもらえた。

世界が広がりました！

プロのデザイナーに

審査してもらえて

貴重な体験でした。

勉強より大切な

何かは身のまわりに

たくさん転がっている。

ゆめ未来芸術展で

その「何か」を

1つでも感じてほしい！

グランプリ 1点
小学5・6年の部の金賞作品から選出します

金賞、銀賞、銅賞、入賞

審査員賞
4名の審査員がそれぞれ選出します

空港賞 
新千歳、神戸、福岡、那覇、茨城

エアライン賞 （予定） 
スカイマーク賞、春秋航空賞、イースター航空賞、タイガーエア台湾賞

受賞
予定人数

約125名

応募用紙のダウンロード

応 募 方 法
(1)小美玉市内の小学校、中学校、高等学校に在学する児童・生徒の場合･･･2学期始業時に担任の先生へ提出してください。

(2)小美玉市の隣接市町に在学する小学生（小美玉市内在住も含む）及び(3)新千歳空港、神戸空港、福岡空港、那覇空港の近隣に在住する小学生

・・・必要事項を記入した応募用紙を作品の裏面に貼り、募集締切日までに郵送等で送付してください。

小美玉市公式ホームページ
https://www.city.omitama.lg.jp/



小美玉市をモチーフにした作例

小美玉市
の魅力

1.筑波山と霞ヶ浦をのぞむ絶景！

2.農業がさかんな食の宝庫！

3.空の玄関口、茨城空港！

◎茨城をもっと知りたい方はこちらにアクセス！

観光いばらき http://www.ibarakiguide.jp/
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茨 城
Ibaraki

omitama
city

わたしのまちの素敵な

人・もの・場所を探して、絵に描いてみよう

賑わい豊かな羽鳥祭り 茨城空港からいってらっしゃい

霞ヶ浦とダイヤモンド筑波

茨城県をモチーフにした作例

水戸偕楽園 ( 水戸市 ) 国営ひたち海浜公園 ( ひたちなか市 )

空からみたコスモスと緑豊かな景色



便名

SKY791

茨城→札幌

8:35→10:00

17:30→18:50SKY795

SKY794

便名

17:25→18:50

8:55→10:20SKY790

札幌→茨城

◎千歳をもっと知りたい方はこちらにアクセス！

ちとせの観光 https://www.welcome-to-chitose.jp/

★就航先1

北海道をモチーフにした作例

 新千歳空港近くのおすすめスポット ＆ グルメ

04

スカイマーク 札幌（新千歳）毎日運航

し こ つ こ

アクセス抜群！ 北海道の

空の玄関口、千歳市

　国際空港である新千歳空港を擁する千歳市は、

陸・海・空ともにアクセス抜群で、北海道観光の

拠点としてもぴったりです。

　空港から20分圏内には、商業施設や宿泊施設、

道の駅などが立ち並ぶ市街地地区が広がります。

郊外へは空港から車で１時間圏内に、北海道の

雄大さを感じる国立公園「支笏湖」や湖畔に

隣接する支笏湖温泉をお楽しみいただけます。

また、市街地を抜けた農村地帯では、北海道な

らではの各種アクティビティを体験できます。

　北海道観光にお越しの際は、ぜひ千歳市へ

お立ちよりください。

今から４万年前に誕生したカルデラ湖で、厳冬

期でも凍らない「日本最北の不凍湖」です。水質

調査では、11年連続日本1位に選ばれています。

水質日本一！

冬も凍らない「支笏湖」

北海道
〈千歳市〉

の魅力

1.北海道の美味しいもの勢ぞろい

2.雄大な大自然でリフレッシュ

3.空港への行き帰り、寄り道に最適

札幌
〈新千歳〉

Sapporo

Chitose
city

支笏湖の絶景

日本屈指の水質を誇る「支笏湖」日本屈指の水質を誇る「支笏湖」 「道の駅サーモンパーク千歳」「道の駅サーモンパーク千歳」 「サケのふるさと千歳水族館」「サケのふるさと千歳水族館」

千歳・支笏湖「氷濤まつり」 ご当地グルメ「千歳バーガー」ご当地グルメ「千歳バーガー」

行ってみたい就航先のまちの魅力を探して、絵に描いてみよう

※時刻表：2019年3月31日～10月26日
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神戸をモチーフにした作例 神戸空港近くのおすすめスポット＆グルメ

◎神戸をもっと知りたい方はこちらにアクセス！

神戸公式観光サイト　Ｆｅｅｌ ＫＯＢＥ　https://www.feel-kobe.jp/

◎福岡をもっと知りたい方はこちらにアクセス！　

福岡市公式シティガイド「よかなび」https://yokanavi.com/

便名

SKY183

茨城→神戸

7:35→8:50

19:30→20:40SKY187

SKY186

便名

18:45→20:00

8:00→9:15SKY182

神戸→茨城

★就航先2

スカイマーク 神戸　毎日運航

神戸
の魅力

1.日本三大夜景！摩耶山からの夜景

2.日本三名泉！有馬温泉

3.世界一長い吊り橋！明石海峡大橋

神戸
Kobe

Kobe
city

便名

SKY831

茨城→福岡

9:55→11:50

便名

18:50→20:30SKY836

福岡→茨城

★就航先3
スカイマーク 福岡　毎日運航

福岡
の魅力

1.有名なグルメがたくさん！

2.都市と自然の両方が楽しめる！

3.アクセスの良さが抜群！

福岡
Fukuoka

Fukuoka
city

夕暮れの神戸の景色

福岡をモチーフにした作例 福岡空港近くのおすすめスポット＆グルメ

福岡タワー

船からの夜景船からの夜景

神戸ビーフ

南京町南京町

風見鶏の館 ( 北野異人館 )風見鶏の館 ( 北野異人館 )

必見「櫛田神社の飾り山笠」必見「櫛田神社の飾り山笠」

四季折々の花が楽しめる「能古島」四季折々の花が楽しめる「能古島」

福岡タワーと福岡オープントップバス福岡タワーと福岡オープントップバス

福岡といったらこれ「屋台」福岡といったらこれ「屋台」

「おしゃれ」「港町」というイメージが強い神戸ですが、実はグルメの宝庫でもあるんです！有名な神戸ビーフ、神戸スイーツ、パンはもちろん、

中華をはじめとした多国籍料理、味噌だれ餃子やそばめしも絶品です。

福岡といえばグルメ！ とんこつラーメン・もつ鍋・水炊き・焼き鳥など全国的にも有名なグルメがたくさん！ 天神や博多など街の中心地から海が近い福岡は、

ベイサイドの賑わいも魅力的！ 手つかずの自然を楽しんだり、アミューズメントを訪れたり、楽しみ方は様々です！

※時刻表：2019年3月31日～10月26日

※時刻表：2019年3月31日～10月26日



◎那覇をもっと知りたい方はこちらにアクセス！

NAHA NAVI（ナハナビ） https://www.naha-navi.or.jp/

便名

SKY531

茨城→那覇

11:00→13:55

便名

14:10→16:45SKY532

那覇→茨城

★就航先4
スカイマーク 那覇　毎日運航

那覇市
の魅力

1.琉球王朝と中国との深い関わりを体感

2.沖縄独特の伝統文化に触れる

3.新鮮な魚が食べられる

那覇
Naha

Naha
city

那覇をモチーフにした作例

 那覇空港近くのおすすめスポット＆グルメ

　日本の南の玄関口として発展してきた那覇市

では、アジア各国と親交を深めてきた琉球王朝の

歴史や文化に触れることができます。

　また、那覇空港から首里まで「ゆいレール」が

走行しているので、首里城などの観光スポット

までのアクセスもらくらくです。他にも、年間を

通して沖縄近海で旬なマグロが獲れるので、冷凍

保存することなく生マグロを味わえるのも那覇市

ならではです。

　伝統文化にアクティビティにショッピングに

食と、たくさんつまった美ら島の観光交流都市、

那覇市へめんそ～れ～！

ゆいレールでのアクセスも便利な国際通りでは

伝統工芸品だけでなくリゾート感漂うオシャレ

な商品など沖縄のあらゆるモノが集まります。

民謡ライブを聴きながらお食事などもいかが

でしょうか。

国際通りを散策しよう

晴天の首里城

南国感あふれる国際通り南国感あふれる国際通り

那覇市と中国福州市の

友好シンボルの龍柱

那覇市と中国福州市の

友好シンボルの龍柱 守礼の門を通って琉球王朝時代へタイムスリップ！守礼の門を通って琉球王朝時代へタイムスリップ！

迫力満点の巨大な壷屋うふシーサー迫力満点の巨大な壷屋うふシーサー 新鮮でおいしいマグロが食べられます！新鮮でおいしいマグロが食べられます！
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ば ん こ くし ん りょう

ヒト・モノ・コトが集まる

万国津梁のまち 那覇市！

ちゅ しま

行ってみたい就航先のまちの魅力を探して、絵に描いてみよう

※時刻表：2019年3月31日～10月26日



◎韓国をもっと知りたい方はこちらにアクセス

韓国観光公社公式サイト「Imagine your Korea」https://japanese.visitkorea.or.kr/jpn/index.kto

韓国のおすすめスポット ＆ グルメ

◎上海をもっと知りたい方はこちらにアクセス

上海市観光局公式サイト「上海館」http://www.shanghaikanko.com/

上海のおすすめスポット ＆ グルメ
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◎台湾をもっと知りたい方はこちらにアクセス！

台湾観光局公式サイト「Welcome to Taiwan」https://jp.taiwan.net.tw/

便名

8:25→12:209C8987

上海→茨城便名

9C8988

茨城→上海

13:20→15:45

★就航先5 上海（浦東）　水曜日を除く毎日運航

上海
Shanghai ※発着時間は現地時間を表記しています。

※時刻表：2019年3月31日～10月26日

春秋航空公式サイト 

https://jp.ch.com/

TEL 0570-666-188（9：00～17:30/年中無休）

便名

14:00→16:10ZE681

ソウル→茨城便名

ZE682

茨城→ソウル

17:10→18:50

★就航先6 ソウル（仁川）　火・木・土 運航

韓国
Korea ※発着時間は現地時間を表記しています。

※時刻表：2019年3月31日～10月26日

イースター航空 公式サイト

https://www.eastarjet.com

TEL +82-1544-0080（9：00～19：00/年中無休） ※国際電話

便名

9:30→14:00IT218

台北→茨城便名

IT219

茨城→台北

15:00→17:30

★就航先7 台北（桃園）　日・木運航

台湾
Taiwan ※発着時間は現地時間を表記しています。

※時刻表：2019年3月31日～10月26日

タイガーエア台湾公式サイト

https://www.tigerairtw.com

TEL 03-6455-0242（10：00～17：00/月曜日～金曜日）

上海をモチーフにした作例

上海へ行こう！中心地の高層ビル群中心地の高層ビル群 上海蟹上海蟹 外灘（ワイタン）のライトアップ外灘（ワイタン）のライトアップ

台湾のおすすめスポット ＆ グルメ 台湾をモチーフにした作例

飛びたとう台湾へ台湾はおいしいものがたくさん台湾はおいしいものがたくさん 中正記念堂中正記念堂 九份（キュウフン）九份（キュウフン）

韓国をモチーフにした作例

景福宮の伝統ある儀式風景南大門市場南大門市場 景福宮（キョンボックン）景福宮（キョンボックン） 韓国の焼肉韓国の焼肉




