小学生・中学生・高校生に向けた “ 生きもの ” フォトコンテスト
生きもの写真リトルリーグは「生きもの」をテーマとした写真コンテストで、今年で
第 6 回目を迎えます。自然や生きものに興味を持つ、全国の小学生・中学生・高校生
を対象に写真作品を募集します。
日本の自然に暮らす生きものは知られているだけで約 9 万種といわれ、特に固有種が
多いことが特徴とされています。この写真コンテストが、子どもたちが自然や生きも
のを見つめ、自然と人の共生を自発的に考える機会として、写真や芸術の表現力を育
む機会になればと願っています。
全国各地に暮らす生きものたちの魅力を表現した写真の応募をお待ちしています。

作品募集
応募は WEB から
2021 年 10 月 1 日（金）
〜 11 月 30 日（火）

生きもの写真リトルリーグ２０２１応募要項
■写真コンテストテーマ
「生きもの」 ※生きものには植物・きのこなどを含み、人は含みません。
■応募資格
小学生、中学生、高校生の個人の応募 （高校生の部は新設）
※応募にあたっては、保護者の方の同意が必要となります。

「高校生」から東西優秀作品を各 1 点、合計 6 作品を選抜、本選へと進
みます。本選に進めなかった合計 12 作品は、この段階で入選に確定。
■本選・授賞式
「小学生」
「中学生」「高校生」それぞれで東西対決を行い、最優秀作品・
優秀作品を決定します。さらに最優秀 3 作品から 2021 年度大賞 1 作
品を決定します。2022 年 1 月、オンラインでの本選・授賞式を予定。

■応募形態
単写真または最大 4 枚の組写真。お一人あたりの応募は最大 5 作品まで。 ■受賞作品展示・閲覧
一枚につき 10MB 以下の JPEG データでご応募ください。
生きもの写真リトルリーグ公式 HP にて展示公開
単写真と組写真をそれぞれご応募いただくことも可能です。
2022 年夏 小諸高原美術館での展示を予定しています。
■応募受付期間
2021 年 10 月 1 日（金）〜 11 月 30 日（火）
■賞
各賞に賞碑 および副賞として下記を予定
・2021 年度大賞（1 点）LUMIX ミラーレス一眼カメラ
・最優秀作品賞（2 点）LUMIX コンパクトデジタルカメラ、協賛会社商品
・優秀作品賞（3 点）LUMIX コンパクトデジタルカメラ
・入選（12 点）協賛会社商品
・小諸市長賞（1 点）LUMIX コンパクトデジタルカメラ
・小諸高原美術館賞（1 点）商品
・奨励賞（小諸市優秀賞）
（2 点） 商品
■予選
「小学生」「中学生」
「高校生」の 3 部門を東西 2 地区に分け、それぞれ
から 3 作品、合計 18 点の入選作品を選出。さらに「小学生」
「中学生」

■主催
生きもの写真リトルリーグ実行委員会
（一般社団法人 日本自然科学写真協会・長野県小諸市）
■後援
公益社団法人 日本写真協会
「東京写真月間 2022」実行委員会
■協賛
パナソニック株式会社
株式会社ケンコー・トキナー
株式会社 Sakura Sling project
Foxfire/ 株式会社ティムコ
■協力
株式会社ワン・パブリッシング「CAPA」
株式会社日本写真企画「フォトコン」
株式会社インプレス「デジタルカメラマガジン」

審査員

海野和男

1947 年東京生まれ。
東京農工大学卒業後
フリーの昆虫写真家
となる。写真集「昆
虫の擬態」（平凡社）
で 1994 年日本写真
協会年度賞。2021
年日本動物行動学会
日高賞を受賞。一般
社団法人日本自然科
学写真協会会長。

安珠

作品応募・コンテスト詳細情報は

パリコレモデルから
国内外で活躍する写
真家に転身。物語を
紡ぐ独特の作風で、
広告、雑誌連載、ビ
ジュアルプランから
映像監督まで幅広く
活躍。 子どもたち
に「写真を読み解く
力」
についても活動。

石田立雄

1952 年東京生まれ。
JPS 展、日本写真協
会賞などコンテスト
審査員を務める。
写真だけでなく映像
の造詣も深い。CAPA
統括編集長を経て、
現在、株式会社アイ・
イメージング・フラッ
グ代表。

生きもの写真リトルリーグ公式 HP

https://www.ssp-japan.org/l/

伊知地国夫

1950 年東京生まれ。
科学写真家。一般社
団法人日本自然科学
写真協会副会長。日
本写真家協会会員。
子供の頃から科学と
写真に興味を持ち、
科学写真を始める。
撮影分野は、光学・
顕微鏡・瞬間など科
学全般に渡る。

応募方法
情報登録

応募
「利用登録済の方」からログイン
マイページに入る

公式 HP から応募ページに「ENTER」

↓

↓

マイページ「応募する」から
作品応募画面へ

「コンテストの応募はこちら」へ

↓

↓

必要項目を入力、作品画像を選択して
「応募する」

「利用登録されていない方」
から情報登録へ

↓

「応募規約」
「個人情報保護方針」を
確認のうえ「同意する」

・写真は一枚ずつしか登録できません。
組み写真の場合も、一枚ずつ登録する
必要があります。組み写真の画像には、
応募画面で何枚中の何番目かを入れて
ください。
・作品は単写真または最大 4 枚の組写真で
5 作品まで応募できます。
・マイページでは作品の応募のほか、応募
内容の変更、応募取消などができます。

↓

「利用者情報登録」で必要項目を
記入後、確認・登録

審査の流れ
応募期間
2021 年 10 月 1 日
（金）
〜 11 月 30 日（火）

予選

2021 年 12 月

本選

2022 年 1 月

「小学生」
「中学生」
「高校生」
の 3 部門を東西 2 地区に
分け、それぞれから 3 点、
入選 18 作品を選出

「小学生」
「中学生」
「高校生」
のそれぞれで東西対決
勝者は小中高最優秀作品と
して最終決戦へ

↓

↓

「小学生」
「中学生」
「高校
生」から東西優秀作品を各
1 点、合計 6 作品を選抜

「小学生」
「中学生」
「高校生」
最優秀作品の中から 1 点
2021 年度大賞を決定

↓
6 作品は東西優秀作品とし
て本選へ進み 12 作品の
入選が確定

ほかに小諸高原美術館賞、
小諸市内の応募から
小諸市枠の小諸市長賞、
小諸市奨励賞を決定

【応募規約】
1. 応募作品は応募者ご本人が撮影したものに限ります。また、過去に写真コンテストで受賞した作品は応募できません。
2. 作品は単写真または最大 4 枚の組写真で、お一人様 5 作品までです。
3. 応募サイトの情報登録で使用するメールアドレスは、保護者の方のアドレスでも構いません。
4. 作品に人物が含まれる場合は肖像権侵害などに繋がる場合があり、責任を負いかねますので必ず被写体ご本人の承諾、使用許可をとって
ください。
5. 応募作品が法律に反する恐れのあるもの、他人のプライバシーを侵害するもの、著作権、肖像権の侵害などに該当しないか、確認した上で
応募をしてください。
6. 一般的に立ち入り禁止区域と指定されている場所で撮影されたものは応募できません。
7. 応募に伴う個人情報は本コンテストに関する目的以外では使用いたしません。
8. 応募規約に反する場合や受賞決定後に違反事項が認められたとき、応募無効となる場合があります。
9. 入賞作品を主催者側が写真展、当該 HP での掲載、本コンテスト PR などで使用する場合があります。

作品応募・コンテスト詳細情報は

生きもの写真リトルリーグ公式 HP

https://www.ssp-japan.org/l/

