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住友生命保険相互会社（社長 佐藤義雄）では、「第３４回こども絵画コンクール」を開催、

２０１０年４月から９月にかけて作品を募集いたしました。 

 

本コンクールは、こどもの情操教育支援を目的として１９７７年より毎年開催している当社

の社会貢献活動の一つです。開始以来の応募総数は９７７万点を超え、知名度・規模・質にお

いて各方面から高い評価を受けております。 

 

３４回目を迎えた今年も、国内はもとよりアメリカ、イギリス、フランス等海外からも   

ご応募いただき、応募総数は２３６，７３４点 にも上りました。 

 
今般、１０月２７日に全国審査会を実施し、各入賞作品が決定いたしました。審査員として、

協賛・後援団体の全国造形教育連盟・日本教育美術連盟・日本ユニセフ協会・フランス大使館・

ルーヴル美術館より代表の方々に、またＣＧ部門の審査員として九州大学の先生にご協力いた

だきました。 

 

２３万点を超える応募作品の中から選ばれた優秀作品６３８点を、東京で開催する全国展覧

会に展示いたします。また、来年の３月～４月の１ヶ月にわたり、特別・金・銀賞を受賞した

１０２点をフランスのルーヴル美術館に展示いたします（ルーヴルでの展示は今年度で１１年

目）。 

 

なおコンクールの概要、入賞者は参考資料のとおりです。 

 

こどもたちのこころ豊かな成長を願って 

～目指せ！ルーヴル～ 

第３４回こども絵画コンクール審査結果 

＜この件に関するお問合せ先＞ 

住友生命保険相互会社   

   営業総括部 営業支援室  矢川・杉山・太田 

    ＴＥＬ：０３－５５５０－４６０６ 

    ＦＡＸ：０３－５５５０－４４３４ 

 



 

 

１．主  催  住友生命保険相互会社 

２．協  賛  全国造形教育連盟 日本教育美術連盟 

３．後  援  財団法人日本ユニセフ協会  フランス大使館 ルーヴル美術館   

４．テ ー マ  「みらいにもっていきたいたからもの」 

５．審査結果 

  ａ．全国審査 ・日時   １０月２７日（水）  

         ・審査員 全国造形教育連盟 ： 永関
ながせき

 和雄
か ず お

 委員長 

日本教育美術連盟 ： 岩﨑
いわさき

  由紀夫
ゆ き お

 理事長 

九州大学     ：  源田
げ ん だ

 悦夫
え つ お

 教授（ＣＧ部門） 

日本ユニセフ協会 ： 永井
な が い

 洋子
ひ ろ こ

 部長 

ルーヴル美術館  ： フレデリック・ルスール 氏 

フランス大使館   ： パスカル・ヴォグリマッチ 氏 

 

  ｂ．賞の内訳 ・特別賞   日本ユニセフ協会会長賞   ２点 

全国造形教育連盟委員長賞   １点 

                日本教育美術連盟理事長賞   １点 

                フランス大使館賞    １点 

                ルーヴル美術館賞    １点 

         ・金 賞      ６点 

         ・銀 賞     ９０点 

         ・銅 賞       １２０点 

         ・秀作賞       ４１６点 

 

６．データ  応募総数： ２３６，７３４点（第１回からの応募総数：９，７７３，０７７点） 

国別内訳 部門別内訳 

日本国内 ２３４，３９０点 幼児０～４才部門 ７８，６０８点 

アメリカ    １，９４１点 幼児５～６才部門 ６５，５７９点 

フランス ２２７点 小学校１・２年生部門  ４１，８３０点 

イギリス     １７６点 小学校３・４年生部門  ３１，３９０点 

  小学校５・６年生部門 １８，６６６点 

  ＣＧ部門     ６６１点 

 

７．展覧会 

・ 全国展覧会  ：2010 年 12 月 23 日(木・祝)～27 日(月) 池袋サンシャインシティ 文化会館  

・ ルーヴル展覧会：2011 年 3 月 11 日(金)～4 月 11 日(月) ルーヴル美術館（フランス パリ） 

 
  以 上 

第３４回こども絵画コンクール概要 【参考資料①】 



第３４回こども絵画コンクール　全国審査入賞者
（ルーヴル美術館に展示する特別・金・銀賞。敬称略）

【参考資料②】

部　門 受賞名 作品名 入賞者氏名 年齢 学年 都道府県

幼児０～４歳 日本ユニセフ協会会長賞 ブロックで合体したロボット 村松　風我 3 ー 静岡県

幼児０～４歳 金賞 のりものだいすき 西森　遥基 4 ー 北海道

幼児０～４歳 銀賞 たくさんおよげこいのぼり 佐藤　悠世 4 ー 秋田県

幼児０～４歳 銀賞 はなび 増田　穂高 4 ー 長野県

幼児０～４歳 銀賞 ぼくとうさぎ 森井　成 4 ー 三重県

幼児０～４歳 銀賞 しんかんせん５００系 澄川　寿也 3 ー 山口県

幼児０～４歳 銀賞 いのち 假屋　美音 4 ー 熊本県

幼児０～４歳 銀賞 びょういんのちゅうしゃ 柳本　朔太朗 4 ー 鹿児島県

幼児０～４歳 銀賞 「アンパンマンのすいぞくかん」のえほん 今井　陽彩 4 ー 北海道

幼児０～４歳 銀賞 お兄ちゃんと妹とうさぎちゃんと私みんなみんな大好きだよ 中谷　沙南 3 ー 埼玉県

幼児０～４歳 銀賞 どうぶつさんのあそぶ場所 藤井　晴登 4 ー 兵庫県

幼児０～４歳 銀賞 たいせつなどうぶつたち 木村　明夢 4 ー 宮城県

幼児０～４歳 銀賞 かえるになあれ、わたしのおたまちゃん 松川　寧緒 4 ー 京都府

幼児０～４歳 銀賞 ぶどう大好き 布元　武瑠 4 ー 福岡県

幼児０～４歳 銀賞 だいすきなママ 岡崎　星周 4 ー 福岡県

幼児０～４歳 銀賞 かみさまのこころといのり 遠藤　みいな 4 ー 東京都

幼児０～４歳 銀賞 お母さんと私のおとうと 山本　美緒 2 ー 大阪府

幼児５～６歳 日本ユニセフ協会会長賞 ほたるのもり 嶋村　裕介 5 ー 神奈川県

幼児５～６歳 金賞 くわがた 遠藤　郁実 6 ー 千葉県

幼児５～６歳 銀賞 お菓子の国に住んでみたいな 今　久希佑 6 ー 青森県

幼児５～６歳 銀賞 「ゆきだるま」 櫻井　瑠龍愛 5 ー 福島県

幼児５～６歳 銀賞 みんなもほしも 萬井  紗彩 5 ー 香川県

幼児５～６歳 銀賞 ドレミファみんなでレッツ・ゴー！！ 森岡　妃菜 6 ー 愛媛県

幼児５～６歳 銀賞 ぺんぎん 伊藤　あゆむ 5 ー 大阪府

幼児５～６歳 銀賞 花火のおうち 濱名　美智 5 ー 埼玉県

幼児５～６歳 銀賞 うみ 坂本　茜 5 ー 兵庫県

幼児５～６歳 銀賞 ぼくのペットチャッピー 山本　凌也 6 ー 福岡県

幼児５～６歳 銀賞 地球が大切 矢野　一武吉 5 ー 福岡県

幼児５～６歳 銀賞 電車 大野　愛瑠 5 ー 愛知県

幼児５～６歳 銀賞 カブト虫に宝をのせて 森谷　生 5 ー 栃木県

幼児５～６歳 銀賞 あめあめふれふれ 高木　陽向 5 ー 岡山県

幼児５～６歳 銀賞 ぼくのどんぐり 益村　隆之介 6 ー 広島県

幼児５～６歳 銀賞 ねこのセナ 高田　宗隆 6 ー 福岡県

幼児５～６歳 銀賞 大好きなお友達とたからもの 南　翔瑠 5 ー 兵庫県

小学校１・２年 ルーヴル美術館賞 世界一大きいジンベイザメ 木村　学 6 小1 宮城県

小学校１・２年 金賞 きれいなうみとなかまたち 7 小1 千葉県

小学校１・２年 銀賞 ヤッホー！ミニトマトわたしのたからもの 菅原　美結 8 小2 山形県

小学校１・２年 銀賞 海をわたるふねがいいな 稲塚　大祐 8 小2 富山県

小学校１・２年 銀賞 かがやく海と日本一の山 藤本　拓真 7 小2 石川県

小学校１・２年 銀賞 いってみたいなかえるのくに 德弘　拓真 7 小1 高知県

小学校１・２年 銀賞 プールすいすい 三塩　美衣奈 8 小2 佐賀県

小学校１・２年 銀賞 みんなの笑顔と共に～未来へ～ 西之園　優那 8 小2 静岡県

小学校１・２年 銀賞 てをつないでおさんぽするパパとママ 田中　真奈美 7 小1 愛知県

小学校１・２年 銀賞 森の遊園地 山田　宗草 8 小2 千葉県

小学校１・２年 銀賞 宝を運ぶ空飛ぶ船 菊矢　悠生 6 小1 大阪府

小学校１・２年 銀賞 ししまい 雪本　颯 8 小2 大阪府

小学校１・２年 銀賞 たからものランドセル 中川　彩華 6 小1 兵庫県

小学校１・２年 銀賞 未来に持ってゆきたい私の夢・ピアニスト 米山　美佳 8 小2 東京都

小学校１・２年 銀賞 だいじなかぞくや友だち、おもちゃ、おかし、どうやってみらいまではこぼうか？ 山口　光 8 小2 大阪府

小学校１・２年 銀賞 ぬいぐるみのココア 藤江　みゆ 7 小2 大阪府

小学校１・２年 銀賞 おしゃれなクジャク 楢村　育子 7 小2 岡山県



第３４回こども絵画コンクール　全国審査入賞者
（ルーヴル美術館に展示する特別・金・銀賞。敬称略）

【参考資料②】

小学校３・４年 全国造形教育連盟委員長賞 花やしきの見えるてんぼうだい 山口　陽楓 9 小4 神奈川県

小学校３・４年 金賞 東大寺のあ・うん。 前田　玲音 9 小3 奈良県

小学校３・４年 銀賞 蝶と家族で未来へ出発 小山　修歩 8 小3 茨城県

小学校３・４年 銀賞 おばあちゃんのはたおりき 黒田　知優 8 小3 茨城県

小学校３・４年 銀賞 ゆめみるわたし 杉山　沙也華 10 小4 静岡県

小学校３・４年 銀賞 みらいにのこしたい虫のらくえん 飯田　寛 9 小3 奈良県

小学校３・４年 銀賞 みらいのたからもの　楽しい町 田﨑　笙悟 9 小3 和歌山県

小学校３・４年 銀賞 ぼくのふるさと大山 玉井　雄大 9 小3 鳥取県

小学校３・４年 銀賞 元気にとぶホタル 木村　美優 10 小4 島根県

小学校３・４年 銀賞 北極のしろくまの家族 篠﨑　千穂 10 小4 愛媛県

小学校３・４年 銀賞 日本の美しいお月さま 永松　裕子 8 小3 佐賀県

小学校３・４年 銀賞 花火大好き！！ 松本　日菜 8 小3 広島県

小学校３・４年 銀賞 ゆたかな自然 矢野　琴美 9 小3 福岡県

小学校３・４年 銀賞 夏の風景 笠間　優里 8 小3 大阪府

小学校３・４年 銀賞 思い出 岡　沙弥 8 小3 大阪府

小学校３・４年 銀賞 地球から消えないで！！～ぼくの大好きな動物や自然～ 阿部　一樹 9 小4 宮城県

小学校３・４年 銀賞 あこがれのイトウとぼくらの自ぜん 宮北　蒼大 9 小3 イギリス

小学校５・６年 日本教育美術連盟理事長賞 みんなが集まる木 杉原　華 10 小5 長崎県

小学校５・６年 金賞 おんまつりの行列 辻本　実佳 12 小6 奈良県

小学校５・６年 銀賞 夜空にうかぶたからもの 天野　みく 10 小5 福島県

小学校５・６年 銀賞 くわがた 佐々木  理人 12 小6 埼玉県

小学校５・６年 銀賞 祇園祭の夜 玉井　貫太郎 11 小6 鳥取県

小学校５・６年 銀賞 未来にもっていきたい自動車 蓑星　新 11 小6 熊本県

小学校５・６年 銀賞 鳥と花と太陽 法泉寺　颯 10 小5 神奈川県

小学校５・６年 銀賞 宝物は種。未来を緑にしたい。 澤　蘭 10 小5 埼玉県

小学校５・６年 銀賞 鳥が飛ぶ大きなきれいな空 古屋　昂大 11 小5 静岡県

小学校５・６年 銀賞 ひまわりばたけ 東條　華佳 10 小5 新潟県

小学校５・６年 銀賞 大好きな花いっぱい 上地　里奈 12 小6 千葉県

小学校５・６年 銀賞 生きものたちといつまでも 大北　解 11 小6 大阪府

小学校５・６年 銀賞 幸せな星空 石橋 萌衣 11 小5 大阪府

小学校５・６年 銀賞 －生きている事に感謝して－宇宙の平和と自然の宝物 藤木　貴城 12 小6 東京都

小学校５・６年 銀賞 大好きな自然と動物 相田　玲華 11 小6 兵庫県

小学校５・６年 銀賞 ＭＯＮ　ＰＥＲＲＯＱＵＥＴ ＬＯＮＣＡＲＩＣ　Sｔｅｌｌａ 10 - フランス

小学校５・６年 銀賞 身のまわりの自然 石川　 創良 10 小5 アメリカ

ＣＧ フランス大使館賞 愛と平和と幸せを 金　亜伊鱗 15 中3 東京都

ＣＧ 金賞 環境、自然、そして、 藤　千佳 13 中2 三重県

ＣＧ 銀賞 スマイル！ 軒　天太 10 小5 茨城県

ＣＧ 銀賞 ♡家族♡ 中原　絹香 13 中2 佐賀県

ＣＧ 銀賞 みんなで未来を作ろうよ。 鵜狩　慧久 12 小6 鹿児島県

ＣＧ 銀賞 富士山 中嶋　舜 15 中3 静岡県

ＣＧ 銀賞 仲間 鈴木　正人 14 中2 神奈川県

ＣＧ 銀賞 笑み 坂本　美由布 13 中2 東京都

ＣＧ 銀賞 仲間たちと僕の住む街 窪　晃平 14 中3 東京都

ＣＧ 銀賞 風 鈴木　智也 12 中1 東京都

ＣＧ 銀賞 遺産 栗本　陽女 12 中1 宮城県

ＣＧ 銀賞 世界に誇る平和という名の宝 川口　拓馬 13 中2 広島県

ＣＧ 銀賞 バッタのいる風景～足元に広がる小さな自然～ 松尾　祐実 14 中2 千葉県

ＣＧ 銀賞 楽しい太陽 三品　豊和 9 小4 東京都

ＣＧ 銀賞 朝の日の出 立花　皆人 12 小6 大阪府

ＣＧ 銀賞 Ｌｅ　ｂｏｎｈｅｕｒ　ｅｓｒ　ｓｉｍｐｌｅ ＭＡＵＣＯＲＰＳ　ＪＥＡＮ－ＬＯＵＰ 13 中1 フランス

ＣＧ 銀賞 楽しいミュージック 間野　来春 12 中１ アメリカ



第３４回こども絵画コンクール　特別賞受賞作品
部門 受賞名 作品名 入賞作品 入賞者氏名 年齢 学年 都道府県

幼児0～4才 日本ユニセフ協会会長賞 ブロックで合体したロボット 村松　風我 3 ― 静岡県

幼児5～6才 日本ユニセフ協会会長賞 ほたるのもり 嶋村　裕介 5 ― 神奈川県

小学校1･2年生 ルーヴル美術館賞 世界一大きいジンベイザメ 木村　学 6 小1 宮城県

小学校3･4年生 全国造形教育連盟委員長賞 花やしきの見えるてんぼうだい 山口　陽楓 9 小4 神奈川県

小学校5･6年生 日本教育美術連盟理事長賞 みんなが集まる木 杉原　華 10 小5 長崎県

CG フランス大使館賞 愛と平和と幸せを 金　亜伊鱗 15 中3 東京都

【参考資料③】


