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“あなたの未来を強くする”住友生命保険相互会社（社長 佐藤義雄）では、「第３７回 

こども絵画コンクール」を開催、２０１３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１０３６万点を超えました。 

 

３７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２０５，６４８点 にも上りました。 

 

今般、１０月２９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。 

 

２０万点を超える応募作品の中から選ばれた優秀作品５９４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１４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３７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  「すき！すき！だいすき！！」 

５．審査結果 

  ａ．全国審査 ・日時   １０月２９日（火）  

         ・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 ： 水野
み ず の

 眞
ま

里子
り こ

 副部長 

ルーヴル美術館  ： ファブリス・ドゥアール氏 

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        ３７２点 

       

６．データ  応募総数： ２０５，６４８点（第１回からの応募総数：１０，３６８，２１３点） 

国別内訳 部門別内訳 

日本国内 ２０３，００１点 幼児０～４才部門 ６７，３２４点 

アメリカ   ２，１３２点 幼児５～６才部門 ５３，２５８点 

フランス他 ３４８点 小学校１・２年生部門  ３９，８９６点 

イギリス     １６７点 小学校３・４年生部門  ２７，８９４点 

  小学校５・６年生部門 １６，７２２点 

  ＣＧ部門    ５５４点 

 

７．展覧会 

・全国展覧会   ：2014 年 1 月 11 日(土)～13 日(月･祝) 日本科学未来館（東京）  

・ルーヴル展覧会 ：2014 年 3 月 7 日(金)～4 月 7 日(月) ルーヴル美術館（フランス パリ） 

 

 

       以 上 

第３７回こども絵画コンクール概要 
【参考資料①】 



第３７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 ザリガニとり 齋藤　昴 4 - 山形県

幼児０～４歳 金賞 えんそくでなが～いすべりだいママとすべったの！ 及川　大河 4 - 宮城県

幼児０～４歳 銀賞 そらとぶぼくとこいのぼり 前田　泰冴 4 - 宮城県

幼児０～４歳 銀賞 りんごだいすき 岡下　未侑 3 - 新潟県

幼児０～４歳 銀賞 大きな桃を食べる 韓　雨晴 4 - 千葉県

幼児０～４歳 銀賞 バラいっぱいのきりんちゃん 矢部　佳乃子 4 - 神奈川県

幼児０～４歳 銀賞 わたしのだいすきな人（ひと） 岩井　心望 2 - 石川県

幼児０～４歳 銀賞 ライオンつよいぞ！！ 南　悠晴 3 - 石川県

幼児０～４歳 銀賞 パパ 田中　虹心 3 - 石川県

幼児０～４歳 銀賞 かぞく 金本　せいら 4 - 京都府

幼児０～４歳 銀賞 にこにこ 泉　咲道 4 - 京都府

幼児０～４歳 銀賞 すき・すき・おすし 木村　蒼介 4 - 大阪府

幼児０～４歳 銀賞 たんじょうびパーティー 吉本 悠理香 4 - 大阪府

幼児０～４歳 銀賞 おえかきだいすき 湯浅　杏夕 3 - 鳥取県

幼児０～４歳 銀賞 晴れた日がすき 山本　千代 2 - 香川県

幼児０～４歳 銀賞 むし 筒井　煌太 4 - 高知県

幼児０～４歳 銀賞 パパとりおん 西　凜音 3 - 熊本県

幼児５～６歳 日本ユニセフ協会会長賞 ゆうたろうくんとけっこんしき 長門　怜奈 5 - 宮城県

幼児５～６歳 金賞 虫たちの遊園地（大好きな夏の虫たち） 森　あおば 6 - 長崎県

幼児５～６歳 銀賞 函館山からの景色 東　香羽 6 - 北海道

幼児５～６歳 銀賞 しんかんせん 長　和志 6 - 北海道

幼児５～６歳 銀賞 盛岡さんさおどり 伊藤　彩楽 5 - 岩手県

幼児５～６歳 銀賞 はなびとかぶとむし 川綱　奏多 5 - 宮城県

幼児５～６歳 銀賞 ウサギの親子 渡辺　唯 5 - 福島県

幼児５～６歳 銀賞 おしゃれなくわがた 室井　琉斗 6 - 福島県

幼児５～６歳 銀賞 海にもぐってお魚たちとよーいどん！ 岡 琉輝 6 - 栃木県

幼児５～６歳 銀賞 アイスクリーム 伊豫　奏輔 5 - 大阪府

幼児５～６歳 銀賞 みんなで．バーベキュー 土路生 敬太 5 - 大阪府

幼児５～６歳 銀賞 じてんしゃにのるのがすき！！もっと早くこいだらお空にとべるかな 石田　紗希 6 - 大阪府

幼児５～６歳 銀賞 大切な地球 堤　将太 5 - 大阪府

幼児５～６歳 銀賞 パーティだいすき 遠地　さくら 5 - 兵庫県

幼児５～６歳 銀賞 おねえちゃんとピアノ 橋本　佳菜 5 - 岡山県

幼児５～６歳 銀賞 かぶと虫いっぱい見つけたよ 中村　謙心 5 - 鹿児島県

幼児５～６歳 銀賞 ままごと 玉城　琉花 6 - 沖縄県

小学校１・２年 ルーヴル美術館賞 やっほー！！キャンプ、魚とり 利光　宏基 8 小2 大分県

小学校１・２年 金賞 いとこたちとゆうえんちで見た花火 木島　琉羽空 8 小2 千葉県

小学校１・２年 銀賞 カバのザブコがはくさいを食べているところ 橋本　竜 6 小1 北海道

小学校１・２年 銀賞 おすしのせかい 堀川　真凛 8 小2 青森県

小学校１・２年 銀賞 新入りのベタ(魚）くんよろしくね！ 大高 龍星 7 小2 茨城県

小学校１・２年 銀賞 りすや鳥が住んでいるにじ色の木 伊東　紗良 6 小１ 東京都

小学校１・２年 銀賞 地引き網 須之内　太陽 7 小2 千葉県

小学校１・２年 銀賞 海の魚たちとおよぐ！ 中島　仁 8 小2 愛知県

小学校１・２年 銀賞 さくらがきれいだね 鎌倉　愛 7 小2 愛知県

小学校１・２年 銀賞 しんかんせん 後藤　龍生 7 小1 愛知県

小学校１・２年 銀賞 大きいなみにのれてたのしい。 西世古　篤哉 7 小2 三重県

小学校１・２年 銀賞 お父さんの高い高いだ～いすき！ 大垣　梓 8 小2 石川県

小学校１・２年 銀賞 みんなのロケットハウス 安達　聖 8 小2 京都府

小学校１・２年 銀賞 おいしいママのカレー 7 小2 大阪府

小学校１・２年 銀賞 ラブラブゴリラ 近藤　祥穂 6 小1 大阪府

小学校１・２年 銀賞 僕の大好きな生き物と食べ物とおとうと 後藤　梗介 8 小2 山口県

小学校１・２年 銀賞 大好きミニトマト 反田　渚真 7 小2 鹿児島県



第３７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

小学校３・４年 全国造形教育連盟委員長賞 ラーメン大すき 彦坂　麻友 8 小3 愛知県

小学校３・４年 金賞 ぼくのかわいいトカゲちゃん。 加賀谷　翼 10 小4 愛知県

小学校３・４年 銀賞 ねぶたまつり 大西　ひなた 8 小3 青森県

小学校３・４年 銀賞 虫を取るぞ！ 岩崎 廉 8 小3 茨城県

小学校３・４年 銀賞 大好き！！家の動物たち 渡辺　みのり 9 小4 東京都

小学校３・４年 銀賞 魚おいしそうだなー 阿部　芳雅 9 小3 東京都

小学校３・４年 銀賞 ＲｉｏとＣｏｃｏａ 飯塚　理央 9 小3 東京都

小学校３・４年 銀賞 お魚たちと海中探険ＧＯ！ 古屋　すずの 9 小3 山梨県

小学校３・４年 銀賞 海がすき 佐藤　優真 9 小3 千葉県

小学校３・４年 銀賞 ザトウクジラの捕食 永澤　亘祐 9 小4 千葉県

小学校３・４年 銀賞 きょうりゅうがいっぱいの家 神津　輪太郎 10 小4 埼玉県

小学校３・４年 銀賞 大すきなレゴ 丸山　開土 9 小3 神奈川県

小学校３・４年 銀賞 弟が生まれたよ リー　椿 10 小4 兵庫県

小学校３・４年 銀賞 楽しい将棋の時間 木原　寛太 9 小4 鳥取県

小学校３・４年 銀賞 宇宙への憧れ 平野 匠之助 9 小4 高知県

小学校３・４年 銀賞 こっちへおいでよ来い、鯉 新垣　理胡 9 小3 沖縄県

小学校３・４年 銀賞 Grande-mère （おばあさん） ＭＡＭＥＤＺＡＤＥ　ＡＪＤＡＮ 10 小4 フランス

小学校５・６年 日本教育美術連盟理事長賞 ひびけ！届け！ぼくのメロディー 中川　涼賀 10 小5 宮城県

小学校５・６年 金賞 僕たちの八雲町 石原　寿貴 12 小6 島根県

小学校５・６年 銀賞 地球を描くのが大好き（絵をかくのが好き） 佐藤　登城 12 小6 北海道

小学校５・６年 銀賞 夏。ぼくら友達 藤巻　雄成 10 小5 福島県

小学校５・６年 銀賞 ぼくのすきな夏祭り！ 谷上 瑶 11 小6 茨城県

小学校５・６年 銀賞 友達のえがお 小久保　日和 12 小6 千葉県

小学校５・６年 銀賞 わくわくどきどき金魚すくい 武井　菜々美 10 小5 埼玉県

小学校５・６年 銀賞 お風呂大好き 福岡　あんぬ 10 小5 神奈川県

小学校５・６年 銀賞 ナポレオンフィッシュ 小林　姫公 10 小5 長野県

小学校５・６年 銀賞 好きもりだくさん 東　さくら 11 小6 愛知県

小学校５・６年 銀賞 工作大好き！ 山田　晴嗣 11 小6 愛知県

小学校５・６年 銀賞 雪国の朝をかけぬける１６５系 関下　慶 11 小6 三重県

小学校５・６年 銀賞 バス釣り最高！ 三好　流希 10 小5 大阪府

小学校５・６年 銀賞 さかな！さかな！さかな！ 髙野　ことは 11 小5 兵庫県

小学校５・６年 銀賞 これぞ極上寿司 岩﨑　陽　 12 小6 鳥取県

小学校５・６年 銀賞 わたしが好きなのは絵を書くこと。 山崎 紀乃 10 小5 広島県

小学校５・６年 銀賞 マイフェイバリット 森山　丈 11 小5 愛媛県

ＣＧ フランス大使館賞 大好きなバドミントン 畠山　鈴未 9 小4 岩手県

ＣＧ 金賞 ワッショイ！ 軒　天太 13 中2 茨城県

ＣＧ 銀賞 白昼夢 辻廣　咲希 13 中2 北海道

ＣＧ 銀賞 夕やけの海 舟橋 裕太 13 中2 茨城県

ＣＧ 銀賞 私のトランペット 千葉　圭夏 12 中１ 東京都

ＣＧ 銀賞 フルーツと私のスニーカー 浅海　美咲 13 中2 東京都

ＣＧ 銀賞 ニューヨーク 陸田　風海 12 中１ 東京都

ＣＧ 銀賞 お金が、あれば・・・・・・・ 庭野　巧 14 中3 東京都

ＣＧ 銀賞 カラフルキャッスル 椿原　崇匡 15 中3 千葉県

ＣＧ 銀賞 フルーツの甘い誘惑 中澤　美寿妃 15 中3 長野県

ＣＧ 銀賞 ぼくのうちゅう 大坪　巧 10 小4 岐阜県

ＣＧ 銀賞 宇宙戦 三好　ケンジ 13 中2 静岡県

ＣＧ 銀賞 みんなで花火 大迫　知亨 13 中2 愛知県

ＣＧ 銀賞 絵を描く事が大好き 重田　亜李沙 14 中3 滋賀県

ＣＧ 銀賞 家族でたん生日会 梶原　嵩也 10 小5 大阪府

ＣＧ 銀賞 虹が架かる風車 松原　歩 14 中3 兵庫県

ＣＧ 銀賞 秋の気配 松本　莉奈 13 中1 愛媛県



   　　　　 　　　　　 第３７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 ザリガニとり 齋藤　昴 4 ― 山形県

幼児５～６歳 日本ユニセフ協会会長賞 ゆうたろうくんとけっこんしき 長門　怜奈 5 ― 宮城県

小学校１・２年 ルーヴル美術館賞 やっほー！！キャンプ、魚とり 利光　宏基 8 小2 大分県

小学校３・４年 全国造形教育連盟委員長賞 ラーメン大すき 彦坂　麻友 8 小3 愛知県

小学校５・６年 日本教育美術連盟理事長賞 ひびけ！届け！ぼくのメロディー 中川　涼賀 10 小5 宮城県

ＣＧ フランス大使館賞 大好きなバドミントン 畠山　鈴未 9 小4 岩手県

(敬称略)

【参考資料③】


