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❶ 郵便局からの払い込み

❷ 現金書留

さあ、あなたも出品し
てみませんか。

　　どなたでもご応募
いただける『公募展』

です。
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2020年1月9日 必着2月3日木 月

ＮＨＫ学園生涯学習

〈併設 写仏作品展〉

書道展
応 募 要 項

募集部門

2020年5月12日　 ～ 14日展覧会開催日

東京都美術館（上野）
２階  第１・２展示室

会　場

文化庁・東京都
全日本書写書道教育研究会・ＮＨＫ

『東京都美術館外観（東京都美術館提供）』

後　援

出品受付期間
※締切厳守

火 木

同封の郵便払込取扱票をご利用ください。
払込手数料は本人様負担となります。
払い込み後に作品・出品票をNHK学園までお送りください。
なお、郵便局で発行された「受領証」はお手元で必ず保管してください。

現金書留封筒を使用して郵送し、作品・出品票は別便でお送りください。

❸ 普通為替
普通為替証書をゆうちょ銀行または郵便局窓口で購入し、作品・出品票とともに
お送りください。発行手数料がかかります。（普通為替には何も記入しないでください。）

※郵便局に備え付けの青い線の用紙も上記必要事項をご記入の上ご利用になれます。
　　●口 座 番 号：００１９０－８－３００１６２
　　●加入者番号：NHK学園　美術・書道センター展覧会

〒186-8001　東京都国立市富士見台2-36-2　　℡042-572-3151

〒186-8001　東京都国立市富士見台2-36-2
NHK学園 生涯学習書道展事務局　℡042-572-3151（代）

【記入例】

書道展 表装展示料 支払い方法

作品・出品票等の送り先

お支払方法は３通りあります。

3 9 5 0 0

漢字半切軸装24,000円、かな半紙横額15,500円

¥

3 9 5 0 0¥

出品者氏名・住所・電話番号

出品者氏名

表装展示料の内訳をご記入ください 合計金額を記入

さあ、あなたも出品し
てみませんか。

　　どなたでもご応募
いただける『公募展』

です。

展示作品は、
きれいに表装してお返し。

表装されると作品に風格が出て、
一段と印象が良くなります。

展示作品は、
きれいに表装してお返し。

表装されると作品に風格が出て、
一段と印象が良くなります。



応募資格

ＮＨＫ学園生涯学習

〈併設 写仏作品展〉

書道展 ◉作品は未表装のままでお送りください。

●「作品」「出品票」「表装展示料」のすべてが学
園に到着した時点で応募完了です。

●表装展示料のお支払い方法は本案内の裏表紙
をご覧ください。

●ジュニア部門は「作品」「出品票」「展示料」の
みでご応募いただき、NHK学園賞以上に決定
の方に審査結果のお知らせとともに表装代お
支払いのご案内をします。

●各部門とも出品点数の制限はありません。複
数出品の場合は、表装展示料の合計額を必ず
一括でお支払い願います。

●作品1点につき出品票1枚が必要です。複数
出品する場合は出品票をコピーしてお使いく
ださい。

●ジュニア部門以外では「団体での出品」は受付
しておりません。（個人作品をグループでまと
めてお送りいただくことは可能です。）

●審査結果の通知を受けた後の展示辞退はご遠
慮願います。

●出品後の表装形式の変更はできません。ご確
認のうえご出品ください。

◉自作以外の詩文・語句などを使う場合、作者
が没後50年経過していない作品は著作権申
請が必要です。

　※1968年（昭和43年）以降に亡くなった方
の著作物の保護期間は70年となります。

　　下記2団体が著作権を管理する作品につい
ては、NHK学園生涯学習書道展事務局が申
請代行します。　

　■文芸（短歌・俳句・詩文・語句等）作品は、
日本文藝家協会へ著作権申請が必要です。

　　作品1件につき1,100円（著作権使用料）＋
300円（手数料）＝1,400円をお送りくださ
い。審査の結果、「書道展作品集」に掲載さ
れる場合は、さらに作品1件につき1,400
円が必要です。（後日請求）

　■歌謡曲・Jポップス等の歌詞・歌詩は、日本
音楽著作権協会へ著作権申請が必要です。

　　作品1件につき3,300円（著作権使用料）＋
300円（手数料）＝3,600円をお送りくださ
い。審査の結果、「書道展作品集」に掲載さ
れる場合は、さらに作品1件につき2,400
円が必要です。（後日請求）

●作品集ではＮＨＫ学園賞以上の受賞作品、90
歳以上（2020年4月1日現在）の方の作品と
氏名を掲載、また出品者全員の氏名を掲載し
ます。受賞作品については、NHK学園の広報
（HP含む）および新聞、放送、通信講座の機関
誌などで紹介させていただく場合があります。

●出品者の個人情報は、今回の書道展の運営に
必要な場合、NHK学園の講座・スクーリング
等のご案内をさせていただく場合を除き、使
用することはありません。

会場での講師による講評 会場内ではお名前添削のイベントも

不問です。どなたでも出品できます。

出品後のスケジュール
【3月中旬】
　審査結果通知
【4月下旬】
　作品集（結果発表誌）を
　出品者へ発送（ジュニア除く）
【5月12日～ 14日】
　展覧会開催

募集部門
漢字　かな　漢字かな交じり　写経
ペン字　篆刻　賞状　ジュニア

会　場
東京都美術館 ２階 第1・2展示室
東京都台東区上野公園8-36

賞
文部科学大臣賞、東京都知事賞、
全日本書写書道教育研究会賞、NHK賞、
審査員特別賞、NHK学園賞、優秀賞、
特選、秀作、佳作
※2020年4月1日現在で90歳以上の方の作品は、
　特別コーナーへ展示し、作品集へ掲載します。
　年齢を感じさせないみずみずしい作品、
　力強い作品が集まります。

審査員
石飛博光　佐藤芙蓉　清水透石　宮澤正明
綿引滔天　ほか

出品受付期間
2020年1月9日（木）～ 2月3日（月）必着

展覧会開催日
2020年5月12日（火）～ 14日（木）

※締切厳守でお願いいたします。

作品、出品票、表装展示料の送り先
〒186-8001
東京都国立市富士見台2-36-2
NHK学園　生涯学習書道展　事務局

NHK学園の受講者も、そうでない方も出品OK！
本展は、どなたでもご参加いただける『公募展』です。さまざまなジャンルの作品が

一堂に会する、見ごたえのある展覧会です。今回はさらに写仏作品展を同時開催いたします。
会場となる上野の東京都美術館は各地からのアクセスも良く、全国から観覧される方が訪れます。
その美術館に、あなたの作品が展示される貴重な機会です。ご応募を心よりお待ちしております。

【写経料紙・かな料紙・賞状の作品】
●筒状のものにまとめて入れるなどして折り目
がつかないようにお送りください。

【書道・写経・篆刻の作品】
●表装の際のにじみを避けるため、筆ペンは使
用しないでください。市販の墨液は使用して
も構いませんが、別の容器に移して2日以上
経過したもの、科学的処理のされているもの
は使用しないでください。

●比較的安価な墨液は、科学的処理がされた製品
である可能性が高いのでご注意ください。

●押印には中国製の印泥をお使いください。表
装の際のにじみを避けるため、朱肉やスタン
プインクは使用しないでください。

●押印後、印泥の油分を十分に取り、作品をた
たんだ時などに印影が他の部分に写らないよ
うに、紙を挟むなどしてください。

●出品前の用紙にしみ・汚れがある場合は表装
とともに浮き出る場合があります。また、強
い折り目がある場合には、裏打ちの際に用紙
がよれる恐れがありますのでご注意ください。

いしとびはっこう

わたひきとうてん

みやざわまさあきさとうふよう しみずとうせき
（五十音順）

応 募 要 項

応 募 方 法 必ずお読みください

出品作品制作の際の注意点

第33回



応募資格

ＮＨＫ学園生涯学習

〈併設 写仏作品展〉
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●表装展示料のお支払い方法は本案内の裏表紙
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●各部門とも出品点数の制限はありません。複
数出品の場合は、表装展示料の合計額を必ず
一括でお支払い願います。

●作品1点につき出品票1枚が必要です。複数
出品する場合は出品票をコピーしてお使いく
ださい。

●ジュニア部門以外では「団体での出品」は受付
しておりません。（個人作品をグループでまと
めてお送りいただくことは可能です。）

●審査結果の通知を受けた後の展示辞退はご遠
慮願います。

●出品後の表装形式の変更はできません。ご確
認のうえご出品ください。

◉自作以外の詩文・語句などを使う場合、作者
が没後50年経過していない作品は著作権申
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　　作品1件につき1,100円（著作権使用料）＋
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い。審査の結果、「書道展作品集」に掲載さ
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●押印後、印泥の油分を十分に取り、作品をた
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うに、紙を挟むなどしてください。
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●紙のサイズは必ずお守りください。作品の縦・横いずれかの長さが出品票で指定されたサイズを超えた場合、
　作品が収まるサイズに変更になります。
●「漢字かな交じり」は変体仮名を使わず、連綿は3字程度とし、一般の方が読んで理解出来る表現様式とします。
●かな料紙作品は折り目がつかないように筒状の物に丸めて入れてお送りください。
　それ以外は折りたたんでも構いません。

約135cm×約35cm　縦・横自由
（表装展示料） 額：39,500円
 軸：24,000円
 ＊横は額のみ

約50cm×約36cm　縦・横自由
（表装展示料） 額：24,000円
 軸：24,500円

約36cm×約25cm　縦・横自由
（表装展示料） 額：15,500円
 軸：16,500円

約33cm×約24cm　縦・横自由
（表装展示料） 額：15,500円
 軸：16,500円

約33cm×約24cm
（表装展示料）　額：16,500円

約68cm×約18cm　縦長
（表装展示料） 額：25,500円
 軸：16,500円

約35cm×約35cm　ほぼ正方形
（表装展示料） 額：21,000円
 軸：16,500円

（表装展示料） 額：26,500円
 軸：16,500円
 ＊横は額のみ

【半切　】
約68cm×約35cm　縦・横自由
【半切　】
約45cm×約35cm　縦・横自由

●半紙（縦）を印箋と見たててご使用ください。

●寸松庵色紙・継色紙などの臨書作品は、必ず規定の大きさ（半紙・半懐紙・半切・半切1/2）の台紙の上に、
　でんぷん糊（化学物質を添加した糊ははがせなくなる場合があるため使用不可）で軽く貼り配置を示して出品
　してください。台紙に貼る作品数は6点までとしてください。
　表装用の台紙はこちらで用意します。

高野切や関戸本古今集など長い臨書作品は、
半切や半切1/2の台紙に貼ってください。

寸松庵色紙、升色紙など
臨書作品

扇面やかるたなどに書いた
作品を台紙に貼る形で表装
できます。台紙のサイズで
応募してください。

全懐紙 半懐紙 半紙

半切

半切
半切

、

半切 4
1

4
1

2
1

3
1

2
1

3
1

篆　　刻

漢字・かな・　漢字かな交じり

半紙

作品の
一例

作品の
一例
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約68cm×約18cm　縦長
（表装展示料） 額：25,500円
 軸：16,500円

約35cm×約35cm　ほぼ正方形
（表装展示料） 額：21,000円
 軸：16,500円

（表装展示料） 額：26,500円
 軸：16,500円
 ＊横は額のみ

【半切　】
約68cm×約35cm　縦・横自由
【半切　】
約45cm×約35cm　縦・横自由

●半紙（縦）を印箋と見たててご使用ください。

●寸松庵色紙・継色紙などの臨書作品は、必ず規定の大きさ（半紙・半懐紙・半切・半切1/2）の台紙の上に、
　でんぷん糊（化学物質を添加した糊ははがせなくなる場合があるため使用不可）で軽く貼り配置を示して出品
　してください。台紙に貼る作品数は6点までとしてください。
　表装用の台紙はこちらで用意します。

高野切や関戸本古今集など長い臨書作品は、
半切や半切1/2の台紙に貼ってください。

寸松庵色紙、升色紙など
臨書作品

扇面やかるたなどに書いた
作品を台紙に貼る形で表装
できます。台紙のサイズで
応募してください。

全懐紙 半懐紙 半紙

半切

半切
半切

、

半切 4
1

4
1

2
1

3
1

2
1
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1

篆　　刻

漢 字 ・ かな・　漢字かな 交じり

半紙

作品の
一例

作品の
一例



扇面は約36cm×約50cm以内
（表装展示料） 扇面（額）：31,500円　扇面（軸）：29,500円

30.5cm×43.5cm　縦・横自由
（表装展示料） 額：12,500円

25.6cm×18.2cm　縦・横自由
（表装展示料）額：11,000円

29.7cm×21.0cm　縦・横自由
（表装展示料）額：11,000円

16cm×10cm　2枚
（表装展示料） 額：11,500円

約29cm×約48cmを2枚使用　※偈頌の部分

●紙質・色柄・罫紙・筆記用具（ボールペン、つけペン、万年筆、サインペン、筆ペン等）は
　自由ですが、消せるボールペン（フリクションボール）などは使用しないでください。
　温度変化により字が消える恐れがあります。
●作品は折り目がつかないようにお送りください。
●台紙をつける場合は、のりづけをしないで提出してください。
●ペン字作品は、アクリル額で展示しますので裏打ちしません。薄い紙の使用はさけてください。
●つけペンで書く場合、製図用インクのご使用をお勧めします。

▼出品の際、切り取り、封筒に貼って宛先としてご利用ください。

※写仏作品展へのご出品をご希望の方には別途ご案内をお送りします。
下記までご一報願います。

〒186-8001 東京都国立市富士見台2-36-2
NHK学園生涯学習書道展 事務局 行
☎042-572-3151　

●折り目がつかないように筒状の物に丸めて、
　お送りください。

硬筆
縦・約25cm×横・約18cm
（展示料）1点につき：1,000円

毛筆
約33cm×約24cm
（展示料）1点につき：1,000円

市販の用紙
約29cm×約48cm
（表装展示料） 額：25,500円
 巻子：20,000円

観音経はのりづけ不要

（表装展示料）巻子：23,000円

●写経料紙1枚のお経として般若心経のほか、華厳経唯心偈、地蔵菩薩経、大黒天神経、
　文殊般若経を対象とします。お手本を希望の方は、希望のお手本名を明記のうえ、
　返信用封筒にご住所、氏名を書いて、定型内84円、定型外120円（1手本分）の
　切手を貼ってお送りください。手本を入れてお送りします。
●写経料紙は折り目がつかないように筒状の物に丸めて入れてお送りください。
●観音経は写経料紙２枚になりますが、のりなどで貼り合わせないでください。
●観音経についてはＮＨＫ学園生涯学習通信講座で学習している

 げ  じゅ 

偈頌の部分を写経してください。
●散華は、かな料紙を切り抜いて2枚1組で出品してください。

般若心経等、
観音経以外

写　　経

賞　　状

ジュニア（中学生以下）

ペ ン 字

観音経

B5判

B5判

A4判

散華
半紙

扇面

●出品時点で中学生以下の方なら、どなたでも何点でも出
品できます。

●内容は漢字・かな・漢字かな交じりで、作品1点につき展
示料1,000円です。　

●NHK学園賞以上の作品のみ表装いたします。表装代の
ご負担をお願いいたします。（半紙•B5判とも：2,500円）
●展覧会終了後、出品された方全員に賞状を発行します。
●5点以上の出品は団体参加となります。団体参加の審査
結果については責任者を通じてお知らせし、団体責任者
の方へ作品集1冊を、無料でお送りします。

●出品された作品は原則お返ししませんので予めご了承く
ださい。

A3判 市販の賞状 表装展示料には
審査料、表装代、

作品集代、作品返送料が
含まれています。

表装展示料には
審査料、表装代、

作品集代、作品返送料が
含まれています。

作品の
一例

作品の
一例

作品の
一例

作品の
一例
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●漢字　●かな　●漢字かな交じり　●写経
●ペン字　●篆刻　●賞状　●ジュニア

❶ 郵便局からの払い込み

❷ 現金書留

さあ、あなたも出品し
てみませんか。

　　どなたでもご応募
いただける『公募展』

です。

第33回

2020年1月9日 必着2月3日木 月

ＮＨＫ学園生涯学習

〈併設 写仏作品展〉

書道展
応 募 要 項

募集部門

2020年5月12日　 ～ 14日展覧会開催日

東京都美術館（上野）
２階  第１・２展示室

会　場

文化庁・東京都
全日本書写書道教育研究会・ＮＨＫ

『東京都美術館外観（東京都美術館提供）』

後　援

出品受付期間
※締切厳守

火 木

同封の郵便払込取扱票をご利用ください。
払込手数料は本人様負担となります。
払い込み後に作品・出品票をNHK学園までお送りください。
なお、郵便局で発行された「受領証」はお手元で必ず保管してください。

現金書留封筒を使用して郵送し、作品・出品票は別便でお送りください。

❸ 普通為替
普通為替証書をゆうちょ銀行または郵便局窓口で購入し、作品・出品票とともに
お送りください。発行手数料がかかります。（普通為替には何も記入しないでください。）

※郵便局に備え付けの青い線の用紙も上記必要事項をご記入の上ご利用になれます。
　　●口 座 番 号：００１９０－８－３００１６２
　　●加入者番号：NHK学園　美術・書道センター展覧会

〒186-8001　東京都国立市富士見台2-36-2　　℡042-572-3151

〒186-8001　東京都国立市富士見台2-36-2
NHK学園 生涯学習書道展事務局　℡042-572-3151（代）

【記入例】

書道展 表装展示料 支払い方法

作品・出品票等の送り先

お支払方法は３通りあります。

3 9 5 0 0

漢字半切軸装24,000円、かな半紙横額15,500円

¥

3 9 5 0 0¥

出品者氏名・住所・電話番号

出品者氏名

表装展示料の内訳をご記入ください 合計金額を記入

さあ、あなたも出品し
てみませんか。

　　どなたでもご応募
いただける『公募展』

です。

展示作品は、
きれいに表装してお返し。

表装されると作品に風格が出て、
一段と印象が良くなります。

展示作品は、
きれいに表装してお返し。

表装されると作品に風格が出て、
一段と印象が良くなります。


