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住友生命保険相互会社（社長 佐藤義雄）では、「第３６回こども絵画コンクール」を開催、

２０１２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、開始以来の応募総数は１０１６万点を超えました。 

 

３６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１８９，８４４点 にも上りました。 

 
今般、１０月２６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。 

 

１８万点を超える応募作品の中から選ばれた優秀作品５４５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１３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３６回こども絵画コンクール審査結果 



 

 

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  公益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  「たのしいな、うれしいな」 

５．審査結果 

  ａ．全国審査 ・日時   １０月２６日（金）  

         ・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 ： 藤丸
ふじまる

  一郎
いちろう

 副理事長 

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 ： 米山
よねやま

 和道
ま さ み

 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   ： ディアーヌ・ジョス 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        ３２３点 

       

６．データ  応募総数： １８９，８４４点（第１回からの応募総数：１０，１６２，５６５点） 

国別内訳 部門別内訳 

日本国内 １８７，４４８点 幼児０～４才部門 ６３，４４４点

アメリカ   １，９９２点 幼児５～６才部門 ５０，０２４点

フランス他 ２６４点 小学校１・２年生部門  ３５，５８２点

イギリス     １４０点 小学校３・４年生部門  ２５，２４７点

  小学校５・６年生部門 １５，０６１点

  ＣＧ部門     ４８６点

 

７．展覧会 

・全国展覧会   ：2013 年 1 月 12 日(土)～14 日(月･祝) 東京タワー フットタウン 1 階特設会場  

・ルーヴル展覧会 ：2013 年 3 月 8 日(金)～4 月 8 日(月) ルーヴル美術館（フランス パリ） 

       以 上 

第３６回こども絵画コンクール概要 
【参考資料①】



第３６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 ドキドキ楽しい一輪車ショー 伊野波　夏 4 沖縄県

幼児０～４歳 金賞 きんぎょすくい．たのしかったよ 山川　将義 3 山形県

幼児０～４歳 銀賞 プールにはいったよ。つめたくてたのしかったよ。 小松　優日 4 宮城県

幼児０～４歳 銀賞 おたんじょうびのえ 持木　飛雄吾 4 千葉県

幼児０～４歳 銀賞 にじいろでんしゃにのってしゅっぱつだ！！ 中村　頼人 3 埼玉県

幼児０～４歳 銀賞 ライオンは夜ほえる 服田　玲依　 4 神奈川県

幼児０～４歳 銀賞 たのしいかお、うれしいかお 左納　百合愛 3 神奈川県

幼児０～４歳 銀賞 お母さんが迎えに来てくれたこと 神野　ひまわり 4 岐阜県

幼児０～４歳 銀賞 かたつむりとあそんだよ 渡邉　菜穂 4 岐阜県

幼児０～４歳 銀賞 電車いっぱい楽しいな♪ 鳥巣　颯月 3 石川県

幼児０～４歳 銀賞 みそらが絵の具でせんを書いているところ 杉村　美空 4 大阪府

幼児０～４歳 銀賞 おとうさんと公園に行ったよ 尾﨑　怜 4 岡山県

幼児０～４歳 銀賞 ふうせん飛ばそう. 洲之内　楓夏 4 愛媛県

幼児０～４歳 銀賞 ぞうさん・かっこいい！！ 矢野　時臣 4 高知県

幼児０～４歳 銀賞 ゴーゴーゴー 西島　蓮人 4 福岡県

幼児０～４歳 銀賞 お父さんにおんぶしてもらったこと 岡村　莉愛 4 熊本県

幼児０～４歳 銀賞 たこあげ 篠原　凛 4 鹿児島県

幼児５～６歳 日本ユニセフ協会会長賞 ぼくの工作いろいろー羽根つき巨大スピーカーシステム、ロボット、etc・・・・加藤　諒 5 東京都

幼児５～６歳 金賞 ぎおんまつり 西田　明大 5 京都府

幼児５～６歳 銀賞 宇宙へ出発 星　彩那 6 福島県

幼児５～６歳 銀賞 いろいろなどうぶつえん 杉本　凛太郎 5 神奈川県

幼児５～６歳 銀賞 だっこしてたまいれたのしかった。 西山　祈希 5 神奈川県

幼児５～６歳 銀賞 ぼくとせみ 杉岡　奨 6 愛知県

幼児５～６歳 銀賞 かぶとむしがいっぱい 順田　景月 6 富山県

幼児５～６歳 銀賞 おっきいスイカをたべてる 藤田　昊輝 5 京都府

幼児５～６歳 銀賞 プールあそび！！ 関谷　嶺 6 大阪府

幼児５～６歳 銀賞 かぞくのえ 福田　風蘭 5 大阪府

幼児５～６歳 銀賞 逆上りの練習をがんばっているよ！ 井上　聡子 5 奈良県

幼児５～６歳 銀賞 どらいぶ 田村　実梨 5 兵庫県

幼児５～６歳 銀賞 ゲームセンター 桝本　蒼太 5 兵庫県

幼児５～６歳 銀賞 キラキラはなびいもうとと 平岩　恋季 5 岡山県

幼児５～６歳 銀賞 かわいいカエル 西内　胡桃 5 徳島県

幼児５～６歳 銀賞 パパとすいぞくかんに行ったよ 小山田　汐莉 5 福岡県

幼児５～６歳 銀賞 ラスベガスのふんすいショウ 長橋　慧 6 アメリカ

小学校１・２年 ルーヴル美術館賞 うつしてみつけて 荒瀬　史歩 7 小2 千葉県

小学校１・２年 金賞 たのしかったながしそうめん 冨岡　喜羅 6 小1 秋田県

小学校１・２年 銀賞 赤ちゃんがうまれたよ 峯吉　花枝 7 小2 北海道

小学校１・２年 銀賞 クラゲゆらゆら 原口　直己 7 小2 宮城県

小学校１・２年 銀賞 ピノキオ 荒井　雪乃 7 小1 山形県

小学校１・２年 銀賞 水でっぽうでたたかいだ！ 長谷川  弘明 8 小2 茨城県

小学校１・２年 銀賞 おいしそうなさかながいっぱい 阿部　芳雅 8 小2 東京都

小学校１・２年 銀賞 ドキドキ、アイスクリームタワー！ 戸田　彩香 7 小2 東京都

小学校１・２年 銀賞 夜のキラキラサーカス♡ 原谷　知里 8 小2 東京都

小学校１・２年 銀賞 つり 持田　剛志 8 小2 大阪府

小学校１・２年 銀賞 うれしかったよ。かわいいイルカさわったよ。 都築　こはく 7 小2 兵庫県

小学校１・２年 銀賞 ぞうにのれたよ！ 広澤 侑和 7 小2 山口県

小学校１・２年 銀賞 遊園地 安河内　翔 7 小2 福岡県

小学校１・２年 銀賞 楽しかった花火大会 清田　万葉 6 小1 熊本県

小学校１・２年 銀賞 オオクワガタをつかまえたとき 濱田　蘭 7 小2 鹿児島県

小学校１・２年 銀賞 やき肉はみんなでたべるとおいしいね 熊谷　麻那 8 小2 鹿児島県

小学校１・２年 銀賞 じいちゃん、ばあちゃんに会いたいな。 横谷　彩寧 8 小2 アメリカ



第３６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 おまつり 浅香　亜樹葉 8 小3 埼玉県

小学校３・４年 金賞 ペガサスに、またがって宇宙を走るボク 吉田　柊輝 8 小3 東京都

小学校３・４年 銀賞 宇宙でおもいっきりドラムをたたきたい！！ 川成　祐哉 9 小4 北海道

小学校３・４年 銀賞 弟ができちゃったワン！ 桜田　愛華 9 小4 青森県

小学校３・４年 銀賞 青い海と青い空 柳　祐太 9 小3 新潟県

小学校３・４年 銀賞 くものゆうえんち 國重　愛未 9 小3 東京都

小学校３・４年 銀賞 ドキドキワクワクジェットコースター 若林　顕杜 10 小4 千葉県

小学校３・４年 銀賞 富士山見えたうれしいな 上村　翔翼 8 小3 静岡県

小学校３・４年 銀賞 カブトムシ＆クワガタ大量ゲット！！ 松岡　昂汰 9 小4 三重県

小学校３・４年 銀賞 絵を描いている時 須本 琴音 9 小4 大阪府

小学校３・４年 銀賞 ねったいう林でおさんぽ 中川　陽太 9 小4 奈良県

小学校３・４年 銀賞 楽しかった夏の夜 髙野　ことは 10 小4 兵庫県

小学校３・４年 銀賞 スゴイぞ住吉花火まつり 小田　歩 9 小4 広島県

小学校３・４年 銀賞 へんなの、かわいいのいろいろ水ぞく館 山崎 紀乃 9 小4 山口県

小学校３・４年 銀賞 風にのって、空中散歩・♡♡♡ 西村　菫　 10 小4 愛媛県

小学校３・４年 銀賞 ぶどう狩り！！たくさんとるぞ 利光　里望 9 小4 大分県

小学校３・４年 銀賞 夏休みの思い出2012 宇津野　真由 10 小4 アメリカ

小学校５・６年 日本教育美術連盟理事長賞 みんな喜んだ金環日食 池田　葵 10 小5 京都府

小学校５・６年 金賞 ぼくと自転車～風になって～ 宮北　蒼大 11 小5 イギリス

小学校５・６年 銀賞 友達との時間 賀野　こはる 11 小6 北海道

小学校５・６年 銀賞 私のたんじょう日 瀧澤　友里 11 小6 北海道

小学校５・６年 銀賞 家でかき氷づくり「ぼくの山もりにして！」 山地　祥生 11 小6 北海道

小学校５・６年 銀賞 深海の宝石 阿部　一樹 11 小6 宮城県

小学校５・６年 銀賞 賑やかなモンスタータワーのある街 鈴木　一世 11 小5 宮城県

小学校５・６年 銀賞 けんどう楽しいな！ 井上　陽加 11 小6 山形県

小学校５・６年 銀賞 止めたか！！ 奥山　将 12 小6 神奈川県

小学校５・６年 銀賞 時間旅行へLET'S GO！ 井上　大輔 12 小6 山梨県

小学校５・６年 銀賞 水族館は楽しいな 篠田　敦 12 小6 埼玉県

小学校５・６年 銀賞 虫の世界の旅 中田　晴暁 12 小6 兵庫県

小学校５・６年 銀賞 あったらいいな♡　水そうの中の動物園 松浦　友華 12 小6 鳥取県

小学校５・６年 銀賞 ワクワクドキドキジェットコースター 喜志永 佑磨 11 小6 山口県

小学校５・６年 銀賞 楽しいおいしい飛行機旅行 福留　明日香 11 小5 高知県

小学校５・６年 銀賞 走りだせ博多の情熱 井元　駿之介 10 小5 福岡県

小学校５・６年 銀賞 自然の遊園地　NaturesAmusementPark ウルフ　サマンサ 12 小6 アメリカ

ＣＧ フランス大使館賞 影絵 西　恭香 14 中3 愛知県

ＣＧ 金賞 せいちょう（成長＆生長） 間野　来春 14 中3 アメリカ

ＣＧ 銀賞 少し勇気を出してみよう 植木　夏波 13 中2 青森県

ＣＧ 銀賞 夜のさい 篠崎  優人 8 小3 茨城県

ＣＧ 銀賞 私の宝物 野内　衣緒里 13 中1 東京都

ＣＧ 銀賞 たのしいな　うれしいな 関根　大貴 9 小4 東京都

ＣＧ 銀賞 好きなものばかり、ごちそう三昧食べ放題 中井　哲太 13 中2 東京都

ＣＧ 銀賞 どんどん描けるぼくの世界 椿原　崇匡 14 中2 千葉県

ＣＧ 銀賞 楽園 中野　咲希 13 中1 東京都

ＣＧ 銀賞 私の中に絵が生きている 武田　真奈 14 中3 神奈川県

ＣＧ 銀賞 満点 中澤　美寿妃 14 中2 長野県

ＣＧ 銀賞 夕やけの中友達との帰り道 宝田　一臣 12 中1 岐阜県

ＣＧ 銀賞 動物と空中散歩 松浦　千聖 12 中1 大阪府

ＣＧ 銀賞 ブルーメンシュテッケンの鳥 田畑　亜里沙 15 中3 奈良県

ＣＧ 銀賞 海で泳いで楽しかった。 深瀨　央 11 小5 高知県

ＣＧ 銀賞 こぐまのえさとり 吉川　かや 10 小4 高知県

ＣＧ 銀賞 成長 池松　麻理香 14 中3 福岡県



   　　　　 　　　第３６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歳 日本ユニセフ協会会長賞 ドキドキ楽しい一輪車ショー 伊野波　夏 4 ― 沖縄県

幼児５～６歳 日本ユニセフ協会会長賞
ぼくの工作いろいろ

ー羽根つき巨大スピーカーシステム、
   ロボット、etc・・・・

加藤　諒 5 ― 東京都

小学校１・２年 ルーヴル美術館賞 うつしてみつけて 荒瀬　史歩 7 小2 千葉県

小学校３・４年 全国造形教育連盟委員長賞 おまつり 浅香　亜樹葉 8 小3 埼玉県

小学校５・６年 日本教育美術連盟理事長賞 みんな喜んだ金環日食 池田　葵 10 小5 京都府

ＣＧ フランス大使館賞 影絵 西　恭香 14 中3 愛知県

(敬称略)

【参考資料③】


