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中高生部門は、コピーの応募者が全て中学・高校生です。

→応募総数は年々数を伸ばしてきており第5回（前回）は、

全国の中高生から約5万通のコピーが集まりました。

広告・クリエイティブの仕事を社会に伝えます。

→ 応募者は中高生から主婦、プロのライターまで幅広く、

賞を通じて、あらゆる方々に広告の仕事に触れる機会を提供しています。

広告・クリエイティブの未来を担う人材の発掘・育成に寄与します。

→ 過去の応募者・受賞者には、糸井重里氏や林真理子氏をはじめ、各界で活躍する方が多数います。

宣伝会議賞は、宣伝会議創刊100号を記念して、1962年にスタートした

日本最大級の公募型広告賞で、コピーライターの登竜門となっています。

宣伝会議賞とは
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中高生部門とは

宣伝会議賞 中高生部門は、2016年に第54回宣伝会議賞の開催と合わせて新設いたしました。

時代の変遷とともに、メディア環境は大きく変化しています。特にWebの登場によって、「一億総メディア時代」とも言われるように、個

人がメディアとなって情報発信できる時代が到来しました。誰もが「発信者」になれる時代だからこそ、中学生・高校生の皆さまにも、広

告コピーとの関わり合いを通じて、コトバの魅力やパワーを実感し、もっと活用してもらいたい。こうした想いから、本部門を立ち上げま

した。

「中高生部門」は自由な視点で取り組み、それぞれの感性を生かしながらコトバを考え、磨き上げる場です。

中学生・高校生の熱意を持った応募作品から、企画のヒントも見つけていただければ幸いです。

今後も「中高生部門」の更なる拡大を通じて、広告界の発展につながるよう、工夫と改善を重ねてまいります。

本賞の主旨をご理解いただき、貴社のご協賛を賜りたく、何卒よろしくお願い申し上げます。

誰もが発信者になれる今、言葉の力を広告コピーから感じてもらいたい。

次世代のクリエイターを育成し、宣伝・広告界のさらなる発展へ。
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応募促進のために
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学校連動施策

こうしたプロモーション施策の結果
応募数は毎年増加中

読売中高生新聞との連動

中学校約10,270校・高等学校約5,000校の学年主任宛に、宣伝会議賞の告

知と合わせ「宣伝会議賞 中高生部門 団体応募のご案内」を送付。

「総合的な学習として」「社会学習のため」「部活動の一環として」等、学

年やクラス単位でご応募いただきました。

さらに希望を募り、プロのコピーライターと出張授業を実施。

首都圏を中心に毎年10～20校に出張授業を行っています。

実売約90,000部の読売中高生新聞へ広告掲載

第1回 第2回 第3回 第4回 第5回

1,287 
5,421 

30,929 

45,731 
50,353 



課題について
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前回

15 課題



過去の受賞作品
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第5回結果

第3回結果

もうイクラ軍艦とはよばせない
ザ・プロアクティブカンパニー

グランプリ

宇宙人が怖いのは言葉が通じないからだと思う。
ECC

準グランプリ

たまに眼鏡が一番可愛い

河合塾【キャッチフレーズ】
オンライン授業が浸透する中、河合塾に通う価値を感じるキャッチフレーズ

グランプリ

きみにとど毛

イミュ

準グランプリ

第2回結果

クリーニングじゃ明日の告白に間に合わない。
菅公学生服

グランプリ

UNOは持ってる。パンツは忘れた。
マテル・インターナショナル

準グランプリ

弘文堂【キャッチフレーズ】
「こども六法」の魅力を広めるためのキャッチフレーズ

ジョンソン・エンド・ジョンソン

第4回結果
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応募者データ（前回実績）

13-15歳. 

29.3%

16-18歳. 

66.7%

その他. 

4.0%

男性. 

62.5%

女性. 

37.5%

関東. 

33.0%

近畿. 

26.7%

中部. 

13.5%

その他. 

28.8%

性別 年齢 地域

応募総数

5万0,353作品

平均年齢

16.0歳

※ Webからの応募者の属性

※平均年齢、性別、年齢、地域は集計中のため前々回実績を掲載して
います
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応募者イメージ

（宣伝会議2018年5月号より）
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読売中高生新聞との連動（予定）①

課題掲載
2019年8月26日号

課題チャレンジの掲載
2019年10月18日号

※第6回の掲載日は調整中で
す

※第6回の掲載日は調整中で
す
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読売中高生新聞との連動（予定）②

結果発表
2020年3月20日号

発行部数

※第6回の掲載日は調整中で
す



商品プロモーションではなく「教育」機会として知ってもらう。

学校からの声
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宣伝会議賞委員会 中高生部門事務局
ご担当様

大変お世話になっております。ご多用のところご連絡ありがとうございました。
おかげさまで、全３クラスの実施を終えまして現在集計中でございます。拙いものも多いのですが
参加者全員分、お送りする予定です。

授業を終えた翌週「先生、将来コピーライターを目指しています」と打ち明けてくれた女子生徒がいまし
た。
ガリガリ君の商品開発について詳しく調べたノートを見せてくれ、胸がいっぱいになりました。

将来の進路実現に向けて、少しでも役立てることがあればと奮闘する毎日です。
今週末までに提出いたします。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

茨城県のある高等学校
探究・司書担当の先生から

▲ 応募にあたって生徒が作成したノート
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学校との連動
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学校連動施策

中学校約10,270校・高等学校約5,000校の学年主任宛に、宣伝会議から

宣伝会議賞の告知と合わせ、「宣伝会議賞 中高生部門 団体応募のご案内」を送付。

クラス単位、学校単位での応募を促進します。本施策は第二回から実施し、

60校が参加し、団体応募から3,035件（第4回実績）のご応募がありました。

団体応募の応募動機としては、「総合的な学習として」「社会学習のため」

「授業の一環として」「生徒の自主的活動として」「部活動の一環として」

「学科の取組として」等が挙げられました。「今年は準備ができなかったが、

来年は参加したい」という声もいただいており、更なる応募が見込まれています。

オプション DM同梱

発送物：中高生部門教材セットの送付

発送先：全国の中学校・高等学校のうち

教材セット申込校

発送件数：300~400校

発送日：2021年9月中旬より順次発送予定

同梱可能資材：A4 1枚

費用：別途ご相談

申込締切：2021年7月30日（金）

※教材セットに同封して発送するため、授業内で教材として取り上

げられる機会や、生徒の目に届く機会が多くなります。

※同梱物は8月末納品を予定しています。

東洋学園大学様
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審査員（前回実績）
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渡辺潤平
（審査員長）

阿部広太郎
渡辺潤平社 電通
コピーライター コピーライター／作詞家

1977年千葉県船橋市生まれ。早稲田大学卒業後、博報
堂入社。2006年に渡辺潤平社設立。最近の仕事にスポ
ナビ「待ってるぞ。プロ野球」、東京2020オリンピッ
ク選手村跡地プロジェクト「HARUMI FLAG」、川崎水
族館「カワスイ」、PERSOL「ニッポンの人事部長」、
ほか。

BUKATSUDO連続講座「企画でメシを食っていく」主

宰。電通コンテンツビジネス・デザイン・センター所
属。近著『コピーライターじゃなくても知っておきた
い心をつかむ超言葉術』（ダイヤモンド社）が発売た
ちまち重版に。第49回宣伝会議賞協賛企業賞を受賞

（『後は、僕のプレゼン次第。』ブラザー販売｜マイ
ミーオ）。課題に向かうあなたに、お会いできる日を
楽しみにしています！Twitter:@KotaroA

坂本美慧 堀井沙也佳
博報堂 ビーコンコミュニケーションズ

コピーライター コピーライター

1988年東京都生まれ。慶應義塾大学環境情報学部卒業、
2011年株式会社博報堂入社。最近の主な仕事に、リク

ルート『ゼクシィ』、サントリー『伊右衛門』『特
茶』、NHK『第69回紅白歌合戦グランドオープニン
グ』、NHK Eテレ『オトッペ』など。2017年度リクル
ート「ゼクシィ」広告でTCC最高新人賞受賞。

武蔵野美術大学卒業後、コピーライターに。日本マク
ドナルド/ほんのハッピーセット「読み聞かせ。寝たら、
成功。寝なかったら、大成功。」がTCC・OCC新人賞

受賞。ビーコンコミュニケーションズ企業広告「受賞
できなくて悔しい。と、思えることすら羨ましかっ
た。」がFCC審査員特別賞受賞。

渡邊千佳 松丸亮吾
（特別審査員）

電通 謎解きクリエイター

コピーライター

（イニシャルもCWという小ネタに最近気がついた）コ
ピーライター。2010年電通入社。2016年の長崎バス広
告ではCMでTCC最高新人賞、グラフィックでTCC賞を
受賞。他、CCN最高賞、CCN会員賞、CCN賞、FCC最
高賞、FCC賞、ACCゴールド、毎日広告デザイン賞優
秀賞、広告電通賞OOH部門最高賞、広告電通賞新聞広

告部門最高賞、アドフェストブロンズなど。山梨県出
身。

東京大学に入学後、謎解き制作サークルの代表をつと
め、様々な分野で一大ブームを巻き起こしている”謎解
き”の仕掛け人。監修の書籍『東大ナゾトレ』シリーズ
は累計140万部以上に。現在は、「考えることの楽しさ

を全ての人に伝える」を目標に東大発の謎解きクリエ
イター集団RIDDLER（株）を立ち上げ、仲間とともに
様々なメディアに謎解きを仕掛けている。

押部由紀奈 小藥元
I&S BBDO meet&meet

Copywriter / Creative Planner コピーライター

京都大学にてマーケティングを学んだ後、I&S BBDOに
新卒で入社。2018年ヤングカンヌ日本代表、ヤングロ

ータス日本代表。双方の日本予選で優勝し、日本代表
になるのは史上初。2019年も国内予選で優勝し、史上
初の3部門ファイナリストも達成。2年連続でヤングカ
ンヌ日本代表を務める。Cannes Lions Gold、Spikes 

Gold、Spikes YOUTUBE Creative Hack 世界TOP3、
TCC新人賞、ACC賞アンダー29、広告電通賞最優秀賞
など、国内外で多数受賞。

83年1.1生。05年博報堂入社、14年独立。ダイハツ
ROCKY「新自由SUV」カゴメ「GO!ME. 進め、い
け。」NEWoMan YOKOHAMA「未知なる、me。」岡
山県「暮らしJUICY！」池袋パルコ「変わってねえし、

変わったよ。」マイケルジャクソン遺品展「星になっ
ても、月を歩くだろう。」などのコピー開発「パルコ
ヤ」「MOSDO！」「かるまる」などのネーミング開発
がある。「ぱぱことぱ」主宰。

松井一紘 山根哲也
ティー・ワイ・オー ライトパブリシティ
コピーライター／プランナー／
クリエイティブディレクター

コピーライター

1987年山口県下関市生まれ。ロックスターを夢見てイ
ギリスへ留学。瞬く間に心折れ帰国し、早稲田大学文
化構想学部入学。2012年TYO入社。現在クリエイティ
ブ部門SPARKに所属。ブックオフ「ブックオフなのに
本ねぇ〜じゃん！」で 2020年度TCC最高新人賞、
2019年ACCフィルム部門グランプリ、OCC賞など受
賞。

1983年京都生まれ、2006年ライトパブリシティ入社。
主な仕事に、POLAリクルートフォーラム「この国は、

女性にとって発展途上国だ。」ホットペッパービュー
ティー「キッカケなんか、春でいい。」meiji THE 

Chocolateコンセプトワークなど。2019年度TCC賞、
朝日広告賞準グランプリ、Spikes Asia Silverなどを受
賞。

山之内すず
（特別審査員）

タレント・女優

2001年、兵庫県出身。2019年AbemaTVの恋愛リアリ

ティーショー「白雪とオオカミくんには騙されない♡」
に出演。以降、同世代から絶大なる支持を集め、現在
ではバラエティ番組への出演、更に女優として映像作
品にも活動の幅を広げている。

中高生の心に響くクリエイティブを生み出すクリエイターが厳正に審査を行います



プロモーション展開

Target

by

PR

AD

首都圏を中心に、希望する中学校・高等学校で審査委員が授業を

実施。コピーライティングの基礎を教え、中高生部門への応募促

進をダイレクトに行います。

出張授業

中高生の読者やユーザーを持つメディアと連携し、全国に幅広く

告知や応募促進企画を行います。第一回、第二回は「読売中高生

新聞」と連携企画を実施、第二回は「渋谷のラジオ」で特集が組

まれました。

メディアとの連携

Facebookを中心とし、twitter、instagram、LINEなどSNS上で

の応募促進を行います。

SNSへの広告出稿

中学校・高等学校の学年主任宛に、「団体応募

のご案内」を送付。クラス単位、学校単位での

応募を促進します。

学校連動施策

宣伝会議賞公式サイト、SNSでの告知を行いま

す。

公式サイト、SNSでの告知
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協賛金

※ 消費税は、別途頂戴いたします。

※ 1口につき1課題のご協賛となります。複数の課題協賛をご検討の場合はご相談ください。

※ 最大20課題（予定） お申し込みは先着順となります。 お早めにお申し込みください。

※ 1カテゴリー1社のご協賛とさせていただきます。同じカテゴリーのご協賛がある場合、お申込みできません。

※ 学校へのDM同梱はオプションとなり、追加10万円をいただきます。

※ 本広告賞応募者の個人情報は、受賞発表、連絡、および個人を特定できないマーケティングデータとして主催者が活用するものであり、

協賛各社に提供されるものではないことをご了承ください。

■企画詳細

◆第59回 宣伝会議賞「第6回 中高生部門」課題掲出、特設サイト掲載

◆中高生へのプロモーション（学年主任への「団体応募のご案内」送付、出張授業など）

◆SNS （Twitter、インスタグラムなど）広告配信

◆「読売中高生新聞」との連携企画実施

◆審査会の企画および運営

◆贈賞式の企画および受賞者対応 など

協賛金額、スケジュールについては
こちらのフォームよりお問合せください

https://cont.sendenkaigi.com/l/863161/2021-02-02/2tfgbd?_fsi=cPPo7wbY&_fsi=cPPo7wbY
https://cont.sendenkaigi.com/l/863161/2021-02-02/2tfgbd?_fsi=cPPo7wbY&_fsi=cPPo7wbY

