
児童館科学館美術館対抗 第 4 回全国 KAPLA 大会 

大会要綱 

 
問合せ先 カプラジャパン（㈲アイ・ピー・エス）TEL03-5615-8315 FAX03-5615-8316 hello@kapla.co.jp 

1 

 

児童館科学館美術館対抗 

第 4 回全国 KAPLA 大会 大会要綱 

 

 
 

 

 

 

主催：カプラジャパン（㈲アイ・ピー・エス） 

特別協力：一般財団法人児童健全育成推進財団 

協力：各参加施設 49 館 

後援：子育て応援とうきょう会議 

 

  



児童館科学館美術館対抗 第 4 回全国 KAPLA 大会 

大会要綱 

 
問合せ先 カプラジャパン（㈲アイ・ピー・エス）TEL03-5615-8315 FAX03-5615-8316 hello@kapla.co.jp 

2 

目次 

 
1. 大会概要 

-1 参加施設一覧 

-2 大会スケジュール 

-3 エントリー部門 

 

2. 運営方法 

-1 会場設定 

-2 運営方法（受付～作品応募） 

  （参考資料添付） 

-3 各賞の選定 

-4 各賞内容及び賞品 

-5 表彰式 

 

3. 作品写真の取り扱いに関して 

 

4. 告知に関して 

-1 「KAPLA」「カプラ」の商標所有者（役務） 

-2 商標使用について（各館で作成されるもの） 

-3 使用許可の期間 

 

5. Q&A 

 

6. 大会規約 

 

 

 

 

 

 

作成 2017.04.18 

変更履歴 

 



児童館科学館美術館対抗 第 4 回全国 KAPLA 大会 

大会要綱 

 
問合せ先 カプラジャパン（㈲アイ・ピー・エス）TEL03-5615-8315 FAX03-5615-8316 hello@kapla.co.jp 

3 

 

1. 大会概要 

1-1 参加施設一覧 49 館 

科学館、大型児童館のほか、抽選で選ばれた中小型児童館が会場として決定しました。 

・ 遠軽町木のおもちゃワールド館ちゃち

ゃワールド（北海道）④ 

・ 札幌市ひのまる児童会館（北海道）③ 

・ 札幌市北東白石児童会館（北海道）② 

・ 札幌市菊水やよい児童会館（北海道）② 

・ 札幌市金山児童会館（北海道）(初) 

・ 札幌市苗穂はるにれ児童会館（北海道）

(初) 

・ 札幌市手稲前田児童会館（北海道）(初) 

・ 秋田県児童会館みらいあ（秋田県）④ 

・ 鹿角市児童センター（秋田県）(初) 

・ 岩手県立児童館いわて子どもの森（岩手

県）④ 

・ 仙台市木町通児童館（宮城県）③ 

・ 茨城県立こども児童センターこどもの

城（茨城県）② 

・ つくばエキスポセンター（茨城県）④ 

・ 北守谷児童センター（茨城県）(初) 

・ 栃木県子ども総合科学館（栃木県）② 

・ ぐんまこどもの国児童会館（群馬県）③ 

・ 春日部第 2 児童センター グーかすか

べ（埼玉県）③ 

・ 新座市福祉の里児童センター（埼玉県）

(初) 

・ 国立科学博物館（東京都）④ 

・ 東京都夢の島熱帯植物館（東京都）④ 

・ 多摩六都科学館（東京都）④ 

・ 東京おもちゃ美術館（東京都）③ 

・ 芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ

（東京都）(初) 

・ 新川児童館（東京都）(初) 

・ 小倉こども文化センター（神奈川県）③ 

・ 相模原市津久井中央児童室（神奈川県）

(初) 

・ 新潟県立こども自然王国（新潟県）③ 

・ 新潟市児童センター（新潟県）③ 

・ 塩沢金城わかば児童館（新潟県）② 

・ 富山県こどもみらい館（富山県）④ 

・ 金沢市立三和児童館（石川県）② 

・ おもちゃハウスこどもと木（福井県）(初) 

・ ドリームシアター岐阜（岐阜県）② 

・ 静岡科学館る・く・る（静岡県）④ 

・ 静岡市こどもクリエイティブタウン 

ま・あ・る（静岡県）④ 

・ 浜松こども館（静岡県）④ 

・ 静岡市由比児童館（静岡県）③ 

・ 愛知県児童総合センター（愛知県）③ 

・ とだがわこどもランド（愛知県）③ 

・ こども未来館ここにこ（愛知県）② 

・ 三重県立みえこどもの城（三重県）③ 

・ 大阪市立科学館（大阪府）④ 

・ 大阪市中央体育館（大阪府）② 

・ 岡山県生涯学習センター 人と科学の

未来館サイピア（岡山県）② 

・ えひめこどもの城（愛媛県）④ 

・ 福岡市中央児童会館 あいくる（福岡県）

② 

・ 久留米シティプラザ 六角堂広場（福岡

県）② 

・ 沖縄こどもの国 ワンダーミュジアム

（沖縄県）(初) 

・ 宜野湾市大山児童センター（沖縄県）③ 

（敬称略 4/11 時点） 

○内の数字は出場回数 
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1-2 大会スケジュール 

4 月   

 中旬 大会参加 会場決定 

  ポスター・チラシ掲示開始 

5 月   

   

   

6 月  作品応募スタート 6/1（月） 

   

  特設サイト 作品応募フォーム稼動（6 月中旬頃） 

7 月   

  ※各施設の任意に期間に開催、申込受付。 

  ※応募フォーム稼動後は、随時いつでも作品登録できます 

8 月   

   

  作品応募〆切 8/31（月） 

  応募作品の写真提出 

9 月  作品選考スタート 

   

  作品選考① 作品選考②Ⅱ一般 WEB 投票 ※1 

  作品選考審査（9 月～10 月） 予選① 幼児～小 3 部門 9/2～9/14 

   予選② 小 4～中 3 部門 9/16～9/21 

10 月   予選③ おとな・ファミリー 9/23～9/28 

   本選 予選上位作品一斉投票 9/30～10/12 

   ※1 応募数に応じて期間・投票方法に変更が生じる場合があります 

  結果発表・賞品発送 

11 月   

   

   

12 月  開催報告 

   

 

 

 

 

応募終了後、9/10 までにご提出ください。 

・応募作品の写真 

・応募用紙 

提出先：アイ・ピー・エス（カプラジャパン） 

方法：データ転送、郵送等 方法は問いません 
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1-3 エントリー部門 

 

A. Moins de 200 piéces 部門【NEW】 

KAPLA ブロック 200 ピース以内の作品 

【使用量】200 ピース以内  【人数】制限なし、グループ応募可 

【年齢】年少～おとな、クラス分け無し 

 

 

 

 

 

 

 

B. Pas de limite 部門 ※2 

使用ピース数無制限 

【使用量】制限なし     【人数】制限なし、グループ応募可 

【年齢】年齢毎にクラス分け有り 

-Ⅰ 遊び始め部門･･･年少（3 歳）～小学 3 年生 

-Ⅱ 夢いっぱい部門･･･小学 4 年生～中学 3 年生 

-Ⅲ おとな・ファミリー部門･･･高校 1 年生～おとな 

※2 グループでの参加の場合は、グループ内の最年長者が該当する部門へのエントリーとなります。

（例）年長、小学 2 年、小学 4 年の兄妹 3 人の作品 →夢いっぱい部門 
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2. 運営方法 

2-1 会場設定 

大会会場の設定 

開催日時：応募対象期間（2017 年 6 月 1 日～8 月 31 日）内の任意の期間 

開催場所：施設内の任意の場所。常設スペースでも可。 

推奨スペース 25 ㎡以上，KAPLA ブロック 5,000 ピース 

応募条件：各指定施設内で作った作品のみ応募可能 

・カプラジャパン正規品「KAPLA ブロック」を使用する 

・各対象館内で作った作品である 

・KAPLA カラーの利用は各会場の設定に準ずる 

・KAPLA ブロックの数量、制作人数、制作時間の制限は各部門に準ずる 

・応募〆切 2017 年 8 月 31 日 

 

2-2 運営方法（受付～作品応募） 

① 【来館者】来館者が作品を作る 

 

② 【各館対応】作品写真を撮影する 

写真サイズ 2MB 以下。カメラ指定なし（デジカメ、携帯何でも OK） 

作者が一緒に映っても構いません。サイズ感やリアリティが出て良い雰囲気

になります。作品応募された時点で肖像権については、ご承諾を得たと判断

します。施設の方での撮影、制作者ご自身の撮影の方法は問いません。 

 

③ 【来館者】制作者（または保護者）にエントリーシートに記入してもらう 

基本フォームは主催からお送りします。（Word 及び PDF）。各施設での多少の内容変更は

許可しますが、必須記入事項に関しては変更不可。未成年は保護者の同意が必要です。 

 

④ 【各館対応】特設サイト 応募フォームで登録する 

各施設のご担当者様でご登録をお願いします。 

6 月中旬稼動予定。入力方法等の詳細は改めてご連絡致します。 

作業内容：専用フォームにエントリーシートの内容入力と写真のアップロード 

 

⑤ 応募完了 

 

 

 

 

 

撮影時に番号付きパネルを持つと効

果的！後で応募用紙と照合がしやす

くなります。館の PR もどうぞ！ 

 

KAPLA科学館 

3 
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（参考資料） 

作品応募用紙サンプル 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

記入内容（予定） 

必須項目★ 

・作品タイトル 

・応募者名 

・ご住所 

・TEL 

・学年 

・性別 

・作った人数 

・承認サイン 

・作成日 

 

自由項目 

・ハンドルネーム 

・作品 PR 

・メールアドレス 

応募フォームへの入力

は、さらに簡素化する予

定です。 
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（提案資料） 

【作品撮影時のワンポイント】 

①撮影用パネルをご利用ください！！「この作品はだれの作品？」と後で困らない受付。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②背景に幕を使うと、作品がはっきりくっきり綺麗に見えます 

 

 

③小さめ作品は作品だけがおススメ。 

 

各作品に番号をつけて作品を管理。 

後でまとめてフォームへ入力。 

ハンドルネーム、作品名でも OK！ 

使用番号は各館独自で設定ください

う。 5 
5 

左：後ろに幕を使用 

右：会場そのまま 

＜一言アドバイス＞KAPLA ブロックの

白木と一番相性が良いのは「濃紺」。 

パネルは作成したもの支給予定 

作者も一緒だとどうしても作

品が小さくなります。 

小さめ作品は作品のみの撮影

にすると見やすくなります。 
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（提案資料） 

【運営時のワンポイント】 

第 3 回大会にご参加いただいた施設担当者様から、運営に際しての工夫や来館者を楽しませ

る方法など貴重なご意見をいただきました。その一部をご案内致します。 

皆様の創意工夫から生まれた素晴らしい運営方法を記載許可いただきましたこと感謝申し

上げます。 

 

国立科学博物館（連携推進課 村上様 石井様） 

Q.高学年の参加や技術的に高い作品が多くありました。どんな取組みをされているのですか？ 

 

A.当館では毎年夏休みに科学体験イベント「サイエン

ススクエア」を開催しています。カプラはその 1 コー

ナーとして、2006年以降、毎年カプラジャパンよりイ

ンストラクターにお越しいただき、幼児から中学生

まで参加できる人気ワークショップとなっています。

当館は常設のカプラスペースを設けられないのが

課題ですが、企画を長年続ける中で毎年参加して

くださるご家族も増え、カプラの楽しさが多くの方に

浸透してきているのを実感します。年々作品の質も向上し、今では参加者同士がお互いに意識

して刺激し合い、競い合う、とても面白い活動に発展しています。 

 

 

 

岩手県立児童館いわて子どもの森（チーフプレーリーダー長崎様） 

Q.とても参加者が楽しみながら作った作品だなと雰囲気が写真から伝わってきました。秘訣があ

りますか？ 

 

A. 私たちは、“まずは KAPLA に触れて楽しんでもらうこと”を目的

に、どうすれば来館した方に楽しんでもらえるか？遊んでみたい

と思ってもらえるか？を考えました。担当スタッフを交代で配置し、

“率先して遊ぶ”役割を担いました。誰かが率先して楽しんで遊

ぶことで、会場内の空気を楽しいものに変えていくことができま

した。その上で、作品を作って充実されている方、満足して遊ば

れた方を見かけたらカプラ大会のことをお伝えし、ご応募される

かを聞くことにしました。 

 

同館スタッフ 

佳作「ほっしー★」さん 
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2-3 各賞の選定 

2-3-1【個人賞】最優秀作品賞、優秀賞、入賞、佳作 

 

 

 

 

 

 

期間：9 月初旬～10 月初旬予定 

選考方法：選考委員による作品選考 

選考数：最優秀作品賞 1 点、優秀賞各部門 1～3 点 

入賞各部門 3～5 点、佳作各部門 5～10 点  応募作品により選考点数は変わります。 

 

2-3-2 【個人賞】一般投票・人気投票賞 

期間：9 月 2 日～10 月 12 日頃を予定 

選考方法：特設サイト上での一般投票。PC、スマートフォンから投票が可能です。 

ご覧になる全ての方が投票対象者です。お気に入りの作品に投票していただ

き、人気投票賞を決定します。1 人何作品でも投票 OK。1 作品に投票できるの

は 1 人 1 回 

選考数：全体で 1 作品 

※応募作品数に応じて、投票方法を変更する場合がございます。予めご了承ください。 

 

2-3-3 【施設賞】施設大賞 

選考方法：受賞作品数が最も多い施設を施設大賞とする 

その他、特別に表彰すべき施設があった場合には「施設特別賞」を設置予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜KAPLA® Inventor Prize＞ 

特別審査員に KAPLA ブロック考案者 

トム・ブリューゲン氏を迎え 

「特別審査員賞」を新設します。 
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2-4 各賞内容及び賞品（昨年実績のご案内） 

個人賞 

最優秀作品賞 

優秀賞 

入賞 

佳作 

人気投票賞 

1 組 

2 組 

5 組 

23 組 

3 組 

表彰状 + KAPLA ブロック 280（16,000 円相当） 

表彰状 + KAPLA ブロック オクトカラー（8,000 円相当） 

表彰状 + KAPLA チャレンジ（非売品） 

表彰状 

表彰状 

※各賞及び賞品は変更になる場合があります。 

 

施設賞 

施設大賞 

 

特別賞 

1 館 

 

2 館 

表彰状 + 記念トロフィー 

副賞：KAPLA ブロック 1000（52,000 円相当） 

表彰状 +記念トロフィー 

※各賞及び賞品は変更になる場合があります。 

 

 

2-5. 表彰式 

特設サイト上での発表。 

主催者から受賞者へ通知後、賞品は受賞者へ随時発送 
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3. 作品写真の取り扱いに関して 

 
（規約より抜粋） 

著作権 本 KAPAL大会のすべての応募作品の著作権（著作権法 21 条から 28 条までに定める権利）及び所有権は主催

者に帰属します。応募作品は主催者が発行または運営する媒体やインターネット掲載、KAPLA 大会関連会場への展示、

その他主催者運営の展示等をすることがあります。応募作品は、主催者特設サイトへの掲載以前に応募者または参加施

設がウェブサイトで公開することはできません。応募者自身または参加施設が個展への出品やウェブサイト・刊行物そ

の他の媒体へ掲載する場合は、作品の著作者及び所有者への事前の承諾が必要です。 

 

近年個人のインターネット運用（ブログ、SNS 等）が盛んなったことの影響を受け、画像の

無断転用をされる自体が増えております。また、KAPLA ブロックに関してはコピー商品製造

会社、非正規店が、あたかも本物の KAPLA ブロックであるかの様に、インターネット上の

写真を転用掲載するケースも見られます。 

本企画にご参加いただいた方の多くの素晴らしい作品を、より沢山の方に見て頂きたいと

強く願います。ただ、それが悪用されない為にも、下記ご理解とご協力をお願い致します。 

 

 

館内に応募作品の写真を掲示する場合 

使用範囲：1. 館内への印刷した写真の掲示 

条件 1. 事前に使用の旨をアイ・ピー・エスへ報告 

   2. 写真掲示付近に、配布のポスターまたはチラシを掲示する 

   3. 掲示場所の様子を記録写真としてアイ・ピー・エスへ報告 

 

ホームページ、SNS に応募作品の写真を掲載する場合 

使用範囲：1.  自館及び運営会社のホームページ及び SNS への掲載 

条件 1. 事前に使用の旨をアイ・ピー・エスへ報告 

   2. 写真内に著作権「©カプラジャパン（有限会社アイ・ピー・エス）」を挿入 

   3. 「KAPLA 大会サイト」へのリンクを付ける 

   4. 掲載ページの URL をアイ・ピー・エスへ報告 

 

 

 

 

 

  写真の幅に対して 1/3 以上のサイズとする 

 

 
©カプラジャパン（有限会社アイ・ピー・エス） 
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4. 告知に関して 

 

4-1. 「KAPLA」「カプラ」の商標所有者（役務） 

「KAPLA」及び「カプラ」は、KAPLA 考案者トム・ブリューゲン氏が、EU、日本ならびにそ

の他の国において、所有する登録商標です。日本国内において、KAPLA 日本総代理店有限会

社アイ・ピー・エス（冨安智子）が専用使用権を有しています。 

 

登録番号：商標登録第５５６１３０９号 

商標：「KAPLA」又は「カプラ」 

役務：商標「KAPLA」又は「カプラ」を使用しての遊び場の提供 

 

4-2. 商標使用について（各館で作成されるもの） 

告知及び企画実施の際に商標を使用される場合は、必ず下記の手順で行ってください。 

①商標使用申請書の送付 <使用者>（本企画に関するものに限り、免除する。） 

②商標使用許可書の発行 <IPS> 

③発行または掲載前に必ず有限会社アイ・ピー・エスまで確認をとってください。 

④発行または掲載 

⑤発行物（チラシ等）を3部有限会社アイ・ピー・エスまでお送りください。 

 ホームページ等に掲載された場合は、プリントアウトしたものをお送りください。 

 

4-3. 使用許可の期間 

別途発行の商標使用許可書に準ずる 

 

4-4. その他 

第 4 回全国児童館科学館美術館 KAPLA 大会のポスター及びチラシは、主催で作成致します。

準備が整い次第発送致します。 

 

第 4 回児童館科学館美術館 KAPLA 大会用バナーは後日お送りします。ぜひご利用ください。 

 

前回大会の作品ほか、他告知用の写真をご希望の際はご相談ください。 

カプラジャパン（㈲アイ・ピー・エス）担当：志賀  TEL03-5615-8315 hello@kapla.co.jp 

 

 

㈲アイ・ピー・エスが管理する Facebook を利用して、新着情報や施設紹介をしていきます。

皆さまからのメッセージも代わりに発信致しますので、ぜひご利用ください。 

 

mailto:hello@kapla.co.jp
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5. Q&A 

寄せられたご質問やご要望と、その対応を紹介いたします。小さなことからどんなことでも、皆様のお声をお寄せ

ください。TEL：03-5615-8315 Mail：hello@kapla.co.jp 

Q A 

間違った部門にエントリーしてしまった場合は？ 残念ながら無効になります。お間違えの無いようお願い

します。 

職員の参加も OK？ もちろんです！“おとなも遊びます”部門へのエントリー

をお願いします。たくさんの作品をお待ちしております。 

ひとり何作品までエントリーして良いのか？ 制限はありません。何作品でも受付を致します。 

来館者のほとんどが幼児なのですが・・・。 全部門へエントリーされなくても OKです。それぞれの施

設に合わせた形でご参加ください。 

写真には人が写っていても良いの？ OKです。作品のサイズや臨場感が伝わり易く、とても良

いです。KAPLA大会特設サイト上で公開されますので、

予め保護者のご承諾をとっていただくようお願いしま

す。 

自宅で作った作品、自宅で取った写真は有効？ 無効です。指定会場内での写真が対象となります。 

移動児童館の開催先で作った作品は応募できますか？ 応募対象です。大会参加申込施設名での作品エントリ

ーをお願いします。（例：●●児童館への移動児童館→

（参加施設）児童館 △△さんの作品） 

こどもだけの来館の場合のエントリー方法 保護者の承認が必要です。電話での確認も可。 

1.保護者氏名（フルネーム） 2.作品エントリーすること

の承諾 3.記入内容の確認 4.写真（作品・顔）が WEB

に公開されることの承諾 5.大会規約の説明、承諾 

グループ参加の場合のエントリーシートの記入方法 代表者 1名の記入（住所・TEL等）で OK。 

代表者○○、他△名 

チーム名をつけたい場合は、ハンドルネーム欄に“チ

ーム「○○○」△名”と記入してください。 

携帯からも WEB投票ができますか？ PC と同じ環境で使えるタブレット端末（スマートフォン、

iPad等）であれば、通常通り投票が可能です。 
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6. 大会規約 
個人情報保護 参加施設及び主催者は、作品エントリー者の個人情報を厳重に管理するとともに、本大会目的以外のこ

とには利用しない。 

知的財産保護 日本もしくは外国における他人の知的財産権、もしくはその出願を侵害する作品については無効とする

ことを承諾する。また、制作者オリジナル作品についても同様に知的財産として認め、許可なく流用はしない。 

著作権 本 KAPAL大会のすべての応募作品の著作権（著作権法 21 条から 28 条までに定める権利）及び所有権は主催

者に帰属します。応募作品は主催者が発行または運営する媒体やインターネット掲載、KAPLA 大会関連会場への展示、

その他主催者運営の展示等をすることがあります。応募作品は、主催者特設サイトへの掲載以前に応募者または参加施

設がウェブサイトで公開することはできません。応募者自身または参加施設が個展への出品やウェブサイト・刊行物そ

の他の媒体へ掲載する場合は、作品の著作者及び所有者への事前の承諾が必要です。 

正規品「カプラ®ブロック」の使用 作品に使用する素材は KAPLAジャパンが品質保証をする正規品のみ使用する。別

素材（積み木、木っ端等）が混在した作品は無効とすることを承諾する。 

肖像権 エントリー写真に写り込む制作者、また他施設利用者の肖像権について、投稿された時点で承認されたものと

判断する。主催者での写真加工等は行わない。 

事故・損害等 大会における作品制作スペースにおける管理は、各施設の責任のもとに行う。主催者は、参加施設の所

有物の破損・紛失・損害、また、参加者の事故・怪我等について、一切の責任を負わないものとする。 

 

 


