
（１）保護者の同意
 受賞作品は、インターネット上における作品の公開を含む本選手権PRにおいて一般に広く公開・活用さ
れます。全てのメンバーの保護者の同意を得た上で、応募してください。応募作品は、未成年者の保護者全
員の同意が得られているものとみなします。
（２）撮影について
① 撮影をする際は、安全を十分に確保した上で撮影を行ってください。
③ 撮影場所管理者の承諾を必ず得てください。
ⅰ）立入り禁止場所で撮影した作品は、審査の対象外となります。
ⅱ）撮影場所が学校の場合は先生の承諾、制作者の自宅の場合は保護者の承諾を得てください。
ⅲ）公共の場所で撮影する場合は、その場所の管理者に撮影の可否を確認し、承諾を得た上で撮影してくだ
さい。
④ 自動車のナンバーなど個人の特定につながる情報が写り込まないよう注意してください。写り込んだ場合
は、個人が特定出来ないように加工してください。
⑤ 撮影中に事故が生じた場合、主催者は一切の責任を負わないものとします。
(３) 著作権・肖像権の処理について
著作権・肖像権の処理が不適切な作品は、審査の対象外となります。
① 肖像権について
応募された全作品は、公開について了承したものと見なします。
ⅰ）応募する前に、登場人物全員に作品公開についての承諾を得てください。
本選選出作品等は、関連イベント等での上映、インターネット上での公開等する場合があります。
ⅱ）制作者以外の人が、写り込まないよう注意してください。写り込んだ場合は、承諾を得る、または、個人が特
定出来ないように加工してください。
② 著作権について
音楽、画像、映像等の著作物には、著作権が存在します。著作権者以外の者が、その著作物を利用する際
は、著作権者の許諾が必要です。動画に制作グループメンバー以外が作った音楽や画像を使用する場合
は、当該著作物の著作権者又は著作権を管理する団体の許諾を得た上で応募してください。
ⅰ）適切な権利処理がなされていない応募作品は、審査の対象外とします。
ⅱ）入賞後、不適切な処理が判明した場合は、入賞を取り消します。
ⅲ）権利侵害又は損害賠償等の問題が生じた場合、主催者は一切の責任を負わないものとします。

（４）審査対象外となる作品
・ 著作権、肖像権等の法令が守られていない投稿
・ Instagram、YouTubeの利用規約を遵守していない投稿
・ 公序良俗に反する投稿
・ 政治活動や宗教活動に該当する内容や表現が含まれている投稿 
・ 個人、企業、団体などを中傷する動画やプライバシーを侵害する投稿 
・ 企業名や商品名等広告宣伝につながるような内容や表現が含まれている投稿
・ その他、募集テーマにふさわしくないと思われる投稿
・ 他の動画コンテストで受賞・入賞した投稿 
・同じ作品の複数投稿
・ハッシュタグのない投稿
・本選手権の運営を妨げ、信頼を毀損するような行為を含んだもの
・本選手権のテーマ意図と異なるもの
・特定のキャラクターやタレントの権利に抵触する恐れのあるもの
・その他運営者が不適切と判断するもの
（５）個人情報の取り扱い
① 情報の利用目的として、応募作品に関する問合せ、受賞者への優秀作品発表会の開催連絡、受賞作
品の利活用に関する連絡等、本コンテストの開催目的達成のために必要な範囲でのみ利用するものとしま
す。 
② 情報の開示法令に基づき司法機関・行政機関又はこれに類する機関から情報開示の要請を受けた
とき以外、個人情報を第三者に提供又は開示することはありません。 
（６）応募作品の著作権について 
応募作品に係る一切の権利は、作品の制作者に帰属します。ただし、主催者，共催者及び特別賞の授与
者は、応募作品を本コンテストの開催目的達成のために無償で公開する権利を有するとともに、関連イベン
ト等での上映、インターネット上で等で活用する権利を有するものとします。 
（７）その他 
①主催者が応募作品を公開するにあたり、ファイル形式の変換、画質・画像サイズ変換、作品タイトルの
表示等を行う場合があります。 
②審査の内容は公開しません。 
③応募に関わる通信費、接続費等の諸経費は、応募者の負担となります。 
④応募後の作品の編集は、原則不可とします。 
⑤Instagram・ YouTubeにアップロードして応募した作品を、主催者の許可なく削除・編集した場合は、
失格とします。

コンテスト参加で
育まれる
子どもの力

動画を作ったり、写真をとることで育む発想力！

自分たちの作品をコトバにして伝える表現力！

和食を通じて日本の食文化のすばらしさを学ぶ　

「全国子ども和食王選手権」(主催:農林水産省)は、農林水産省「和食文化継承の人材育成等事業」の
一環として、日本の伝統的な食文化である「和食」やふるさとの「郷土料理」に対して、子ども達の強い関
心と理解を育むことを目的に行うものです。

参加する子ども達が、チームで協力しながら動画の撮影をしていただく体験を通して、日本の食文化に
対する認識を深めることを推進します。そして、日本全国に伝わる伝統的な料理や食材が食べられるよう
になった歴史や文化などへ、興味関心を持ってもらえればと考えています。先生や保護者の方には、
伝統的な料理や日本古来の“和食文化”について、子ども達にお話ししてくださるようにお願いします。

＜本選手権全体を通しての注意事項＞

株式会社パソナ農援隊
TEL：03-6734-1260  FAX：03-6734-1269
E-mail：washoku@pasona-nouentai.co.jp問合せ先

＜先生や保護者の方へ＞

■ 和食王公式サイト
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テーマ「未来に残したい日本の郷土料理」

テーマ「私の好きな和食」

YouTube動画部門

Instagramフォト部門

小学生

未就学児～
小学生

11月13日　 -1月26日

2月6日

金 火

土★本選大会（オンライン配信）

★エントリー期間　

第5回子ども
和食王選手権
公式サイト

で検索！

和食王

1月26日　

応募締切は

火

2021年

！

お う ぼ し め き り

第5回コンセプト

「にんじゃ汁」？「やせうま」？？…
実はこれら、郷土料理の名前なんです。

身近な和食の謎を解き明かそう！

！

応募方法や
コンテストの
詳細は..

本選手権全体を通しての注意事項
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和食王アンバサダー

みんなからの
応募

待ってます！

松丸亮吾さんが

　　　　　就任！！

後援：文部科学省　(一社)和食文化国民会議　(公社)全国学校栄養士協議会 (株)パソナグループ
協賛企業：マルコメ (株)　キッコーマン (株)　フジッコ (株)　 (株)伊藤園

主催：農林水産省    事務局：(株)パソナ農援隊　



テレビでも大人気、
謎解きと言えば
松丸亮吾さん！
いっしょに和食の謎を
解いてみよう！

本選の審査もするよ！

アンバサダーに就任！
松丸亮吾さんが

和食王アンバサダー

応募作品の中から優秀賞10組を
選定します。
副賞として協賛企業から和食を体
験できるものをセットにして、10組
にプレゼントいたします。

住んでいる場所に伝わる郷土料理や、各地のめずらしい郷土料
理を探してみよう！気になる郷土料理について、疑問に思った
ことを調べて、その結果をみんなに教えてあげよう！みんなが
知らない郷土料理のナゾを解いて、和食王の座を勝ち取ろう！

＜投稿する前に確認！＞

①Instagramの和食王アカウント
　『wasyoking』をフォロー
②＃2020和食王チャレンジ   にて写真投稿　
※Instagram作品の応募については、当該プラットフォーム
の利用規約に基づき、13 歳未満の方には資格がありません。
そのため必ず保護者によってアップロード等の操作をしてく
ださい。
③投稿写真題名を記載　
④どんな内容の和食なのか説明を記載

＜webアップロード＞
公式サイトのエントリーフォームからエントリーし
てください。
　＜郵送する場合＞
公式サイトからエントリー用紙をダウンロードし、
作った動画をDVD-RもしくはCD-Rに収録の上、
下記へお送りください。
■郵送先
〒100-8228 東京都千代田区大手町2-6-2　
株式会社パソナ農援隊
第5回全国子ども和食王選手権事務局　宛
※応募されたメディアは返却いたしません。

・他のコンテストにおいて過去に受賞・入賞歴がある作品は、応募はできません。
・応募動画は和食王公式YouTubeチャンネルに掲載されます。
・YouTubeの利用規約及びコミュニティガイドラインに沿わない場合掲載できない場合があります。

・他のコンテストにおいて過去に受賞・入賞歴がある作品は、応募はできません。
・Instagramの利用規約及びコミュニティガイドラインに沿わない場合掲載できない場合があります。

一次審査を通過した８組
には事務局から取材班が
撮影に！
感染症予防の観点から、
取材は中止となりました。

和食王
2020
誕生！

優秀賞

1/27～
1/31

（水）

（日）

2/6（土）午後

オンライン
イベント内にて発表！  

2/6（土）

本選大会

午後

オンラインにて配信

本選大会

11/13～
        1/26

3分以内
の動画

個人・
グループ
投稿OK

自分で
制作

（火）

（金）

11/13～
        1/26（火）

（金）

エントリー期間

エントリー期間

一次選考期間

8組が
本選へ！

投稿ルール

自分で
撮影

10メガバイト
以内の
写真

郷土料理のナゾを解く動画で和食王になる！
テーマ「未来に残したい日本の郷土料理」  

インスタグラムに、とっておきの和食
の写真を投稿して、賞をゲットしよう！

おいしい和食を撮影してみんなに自慢しよう！
テーマ：私の好きな和食

YouTube動画部門 Instagram
フォト部門

とは

YouTube
動画部門

Instagram
フォト部門

全国子ども和食王選手権公式サイト

簡単に動画を撮る
動画撮影のコツ▶

動画でわかる
和食王への道▶
(コンテストチュートリアル)

詳しくはwebで！

表 彰 応募作品の中から、和食王、準和食王を選定し、表彰します。
和食文化に精通した方からの、
提供料理に関する和食の知識を学べる時間を提供します。

詳細は公式サイトで
決定次第お知らせします。

お楽しみに！
（イラストはイメージです）

日本人の伝統的な食文化である「和食」やふるさとの「郷土料理」に対して、
子ども達の関心と理解を育むことを目的に実施するものです。

全国のお友達に、あなたの大好きな「和食」や「郷土料理」を紹介しよう!

◎作った動画の応募方法

◎作った写真の応募方法

動画制作に
チャレンジ！

料理の撮影に
チャレンジ！

投稿ルール

お友達と一緒
に参加して、

みんなで和食
王を目指そう

！

（写真はイメージです）

「キョウドリョウリってナゾだらけ」コンセプト

「にんじゃ汁」「やせうま」…実はこれも郷土料理の名前なんです。『なぜ、こんなに変な名前なんだろう？』
きみの住んでいる町の郷土料理にも、そんな面白いナゾがたくさん！さぁ、一緒に『郷土料理の謎』を解き明かそう！！

一緒に郷土料理の謎を解き明かそう

副賞・和食王
トロフィー・賞状

副賞・準和食王

＜選べる副賞＞
岩手県「平泉倶楽部」or京都府「ホテル丹後王国」
or兵庫県淡路島「グランシャリオ北斗七星」
1泊宿泊券  ※追加料金にて宿泊者分提供可能

淡路島
青の舎ランチ券
受賞者＋保護者1名分
をご用意！

or or

メダル

1グループ
につき各1つ

各自１つ
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■対象：小学生
YouTube動画部門Rec

Rec

Instagramフォト部門
■対象：未就学児～小学生

□ 動画は3分以内ですか
□保護者の同意が得られていますか
□ 自分（もしくはグループ）で作った動画ですか

エントリーから本選までのスケジュールをチェック！

和食王への道

和

食王2020

和食王アンバサダー 松丸亮吾さんの
サインがもらえます！

&

副　賞


