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住友生命保険相互会社（社長 橋本 雅博）では、「第３９回こども絵画コンクール」を開

催、２０１５年３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１０７９万点を超えました。 

 

３９回目を迎えた今年も、国内はもとよりアメリカ、イギリス等海外からもご応募いただき、

応募総数は２１２，８４３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・文部科学省・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。 

 

２１万点を超える応募作品の中から選ばれた優秀作品５４２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月から４月の１カ月にわたり、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（ルーヴル美術館での展示は今年度

で１６年目）。 

 

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３９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  文部科学省 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  「だいすき！ありがとう！」 

５．審査結果 

  ａ．全国審査 ・日時   １０月２７日（火）  

         ・審査員 全国造形教育連盟 ： 大野
お お の

 正人
ま さ と

 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 

文部科学省    ：  岡田
お か だ

 京子
きょうこ

 教育課程調査官 

九州大学     ：  源田
げ ん だ

 悦夫
え つ お

 名誉教授（ＣＧ部門） 

日本ユニセフ協会 ： 池田
い け だ

 礼子
れ い こ

 アドバイザー 

ルーヴル美術館  ： フレデリック・ルコーズ 氏 

           アメリー・ストロベル 氏 

フランス大使館   ： フローランス・ゴッドフェルノー 氏 

 

  ｂ．賞の内訳 ・特別賞   文部科学大臣賞        １点 

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      ８９点 

         ・銅 賞        １１３点 

         ・秀作賞        ３２７点 

       

６．応募総数  ２１２，８４３点（第１回からの応募総数：１０，７９８，４５３点） 

部門別内訳 国別内訳 

幼児０～４才部門 ７６，２５４点 日本国内 ２１１，９７１点 

幼児５～６才部門 ５８，０４１点 アメリカ   ６４８点 

小学校１・２年生部門  ３７，２３２点 イギリス １１９点 

小学校３・４年生部門  ２５，４６４点 その他     １０５点 

小学校５・６年生部門 １５，５５９点   

ＣＧ部門    ２９３点   

 

７．展覧会 

・全国展覧会   ：2016年 1月 9日(土)～11日(月･祝)  東京タワー  

・ルーヴル展覧会 ：2016年 3月 4日(金)～4月 4日(月)  ルーヴル美術館（フランス パリ） 

       以 上 

第３９回こども絵画コンクール概要 
【参考資料①】 



第３９回こども絵画コンクール　全国審査入賞者 【参考資料②】

(ルーヴル美術館に展示する特別・金・銀賞　敬称略）

部　門 受賞名 作品名 本人名前 年齢 学年 都道府県

幼児0才～4才 日本ユニセフ協会会長賞 おとうさんいつもありがとう 小倉　夏希 4 岐阜県

幼児0才～4才 金賞 ハッピーバースデー！！ 工藤　栞帆 4 沖縄県

幼児0才～4才 銀賞 いつも一緒にいてくれてありがとうだいすきな猫、ローシー 嶋崎　心々 3 北海道

幼児0才～4才 銀賞 ママなかないでね♡ 米内口　夢彩 4 青森県

幼児0才～4才 銀賞 パパぼくのおべんとうつくってくれてありがとう 幸田　遼祐 4 宮城県

幼児0才～4才 銀賞 ふうちゃんいつもありがとう 内田　莉子 4 群馬県

幼児0才～4才 銀賞 遠足の思い出いっしょにあそんでくれてありがとう 横倉　伊颯 4 栃木県

幼児0才～4才 銀賞 ママドーナツありがとう大好き 山下　駿介 4 東京都

幼児0才～4才 銀賞 にじ 村田　麻琴 3 東京都

幼児0才～4才 銀賞 いつも遊んでくれてありがとうぼくの友達 鳥海　葵 4 埼玉県

幼児0才～4才 銀賞 ぱぱままありがとう！ 渡邉　玲那 3 岐阜県

幼児0才～4才 銀賞 だいすきおかあさん 谷　一輝 4 愛知県

幼児0才～4才 銀賞 ビューンビューン 植村　昊ノ介 2 福井県

幼児0才～4才 銀賞 だいすきなみんなとおでかけ  でんしゃにのってゆうえんちへ 西平　恭梧 4 大阪府

幼児0才～4才 銀賞 ダンスだいすき 小谷　浬衣沙 4 兵庫県

幼児0才～4才 銀賞 だいすきなおとうさんとおかあさんとわたし。 長野　愛良 3 島根県

幼児0才～4才 銀賞 おいしい牛乳ありがとう！ 河内　月花 3 岡山県

幼児0才～4才 銀賞 おかあさんだいすき 三木　望叶 3 岡山県

幼児0才～4才 銀賞 ママと一緒にお買い物に行ったよ！ 岡﨑　玲菜 3 山口県

幼児0才～4才 銀賞 たくさんおはながさいたよ。チューリップだいすき！ 野口　茉鈴 4 高知県

幼児0才～4才 銀賞 おともだちたくさん 中村　優花 4 鹿児島県

幼児0才～4才 銀賞 沖縄（おきなわ）の海（うみ）にありがとう 大森　詩織 3 沖縄県

幼児5才～6才 日本ユニセフ協会会長賞 カニさんとおさんぽたのしいね！ 藤井　凌央 5 島根県

幼児5才～6才 金賞 かがくかん 水野　ひかる 5 東京都

幼児5才～6才 銀賞 スキーだいすき！ゆきにありがとう！ 石後岡　日菜 5 北海道

幼児5才～6才 銀賞 短冊に願いを込めて…☆ 古川　聖稀 5 青森県

幼児5才～6才 銀賞 がんばったバルーン 佐藤　有希 6 青森県

幼児5才～6才 銀賞 ホタルが見える露天風呂 菅野　和佳奈 5 山形県

幼児5才～6才 銀賞 あいらちゃんとあずちゃん 宮城　紗南 5 茨城県

幼児5才～6才 銀賞 こんなおうちに住みたいな！ 生守　真子 6 東京都

幼児5才～6才 銀賞 太陽を食べてからかぶと虫れっしゃがかぶと虫駅についたよ 金子　和宏 5 東京都

幼児5才～6才 銀賞 ゆいかちゃん(いもうと) 中沢　璃空 5 埼玉県

幼児5才～6才 銀賞 にわのおはなとちょうちょだいすき 篠田　薫花 6 千葉県

幼児5才～6才 銀賞 パパ♡ママ 吉田　心美 5 千葉県

幼児5才～6才 銀賞 あかちゃんをうんでくれてありがとう うまれたらあそぼうね 村瀬　琉空 5 愛知県

幼児5才～6才 銀賞 たけだいこ 上山　夏々子 6 京都府

幼児5才～6才 銀賞 だいすき！ありがとう！いろいろな色！ 森岡　大星 6 大阪府

幼児5才～6才 銀賞 たのしい夜店 金　志相 5 大阪府

幼児5才～6才 銀賞 おかあさん、おねえちゃんだいすき 玉谷　果歩 5 兵庫県

幼児5才～6才 銀賞 お兄ちゃんとソリすべりをしたよ！すごく楽しかったです！ 本保　温子 5 山口県

幼児5才～6才 銀賞 だいすきなかぞくといっしょにまほうのくに 青野　こころ 6 愛媛県

幼児5才～6才 銀賞 いぬのサンタ 倉金　虹心 5 愛媛県

幼児5才～6才 銀賞 みんなありがとう 児玉　光 5 熊本県

幼児5才～6才 銀賞 5さいのたんじょうび アルクダ　海 5 アメリカ



第３９回こども絵画コンクール　全国審査入賞者 【参考資料②】

(ルーヴル美術館に展示する特別・金・銀賞　敬称略）

部　門 受賞名 作品名 本人名前 年齢 学年 都道府県

小学校1・2年生 ルーヴル美術館賞 雨でもたのしい学校 千代谷　宙樹 7 小2 神奈川県

小学校1・2年生 金賞 でんしゃ 八島　諒気 7 小1 宮城県

小学校1・2年生 銀賞 あめがすき 鈴木　康介 6 小1 北海道

小学校1・2年生 銀賞 プール大すき 蒲生　諒成 8 小2 北海道

小学校1・2年生 銀賞 じゅうどうのれんしゅう 佐藤　魁人 6 小1 青森県

小学校1・2年生 銀賞 母と一緒にさんさ太鼓 伊藤　彩楽 7 小2 岩手県

小学校1・2年生 銀賞 しんかいのいきもの 八島　大希 8 小2 宮城県

小学校1・2年生 銀賞 かいちゃんとろけっとにのりたいな 佐々木　樹 6 小1 秋田県

小学校1・2年生 銀賞 見つけたよおたまじゃくし 笹原　あかり 7 小2 山形県

小学校1・2年生 銀賞 だいすきなおにいちゃんとまつり 池田　孝汰 6 小1 茨城県

小学校1・2年生 銀賞 すごいぞきょうりゅう 本間　知輝 7 小2 新潟県

小学校1・2年生 銀賞 ザリガニ大好きありがとう 瓜生　秀志 8 小2 埼玉県

小学校1・2年生 銀賞 クワガタせいちょうありがとう 窪田　彪我 8 小2 千葉県

小学校1・2年生 銀賞 かえるいっぱいだいすき 柴沼　大聖 7 小2 千葉県

小学校1・2年生 銀賞 “かがやき”でおじいちゃんおばあちゃんの家が近くなったよ！ 高西　小町 8 小2 石川県

小学校1・2年生 銀賞 ネコちゃんだいすき 荒木　快晴 6 小1 大阪府

小学校1・2年生 銀賞 おしろまつり 赤松　陽樹 6 小1 兵庫県

小学校1・2年生 銀賞 コウノトリいつもみまもってくれてありがとう 大友　花 7 小2 兵庫県

小学校1・2年生 銀賞 スイミング 南嶋　唯人 6 小1 福岡県

小学校3・4年生 全国造形教育連盟委員長賞 大迫力！山車祭り 木島　琉羽空 10 小4 千葉県

小学校3・4年生 金賞 大好き！！野球 濱山　颯斗 10 小4 青森県

小学校3・4年生 銀賞 楽しい夢の冒険 佐藤　舞奈 8 小3 岩手県

小学校3・4年生 銀賞 空いっぱいのこいのぼり 栁谷　光亮 9 小4 栃木県

小学校3・4年生 銀賞 お父さん 萩原　大翔 8 小3 群馬県

小学校3・4年生 銀賞 大好きなお兄ちゃんの柔道の試合 小澤　采華 9 小4 埼玉県

小学校3・4年生 銀賞 ３年１組大すき！ 田中　伶奈 9 小3 富山県

小学校3・4年生 銀賞 生き物大好き！ 山口　アスカ 9 小4 石川県

小学校3・4年生 銀賞 乗ったり見たり、たくさん思い出ありがとうトワイライト。 鈴木　俊瑛 9 小4 京都府

小学校3・4年生 銀賞 雨上りのにじとかたつむり 加藤　南花 10 小4 大阪府

小学校3・4年生 銀賞 おやつロボ出動!!おなかいーっぱいありがとう！ 藤井　奏多 9 小3 大阪府

小学校3・4年生 銀賞 大好きな和歌山じょう 吉増　俐空 10 小4 和歌山県

小学校3・4年生 銀賞 (弟が)生まれてくれてありがとう 前田　凌駕 9 小4 兵庫県

小学校3・4年生 銀賞 ママー大すき 片岡　凪 8 小3 島根県

小学校3・4年生 銀賞 ママのよみきかせ大すきありがとう 椋目　芽已 9 小3 広島県

小学校3・4年生 銀賞 動物だいすき 齊藤　幸輝 8 小3 高知県

小学校3・4年生 銀賞 大好き　魚つり 今年こそはつるぞ 利光　宏基 10 小4 大分県

小学校5・6年生 文部科学大臣賞 ありがとうごちそうさま 磯部　美佐 10 小5 広島県

小学校5・6年生 日本教育美術連盟理事長賞 みえるめがねありがとう 加茂　由衣 11 小6 静岡県

小学校5・6年生 金賞 おじいちゃんの作った野菜は最高！ 柘植　康太 12 小6 岐阜県

小学校5・6年生 銀賞 この時間がだいすき 船津　玲央 11 小6 群馬県

小学校5・6年生 銀賞 私とつながっている物 小池　泉樹 11 小6 栃木県

小学校5・6年生 銀賞 高い所が大好きな私・素晴しい景色 名和　瑞木 12 小6 東京都

小学校5・6年生 銀賞 みんなだいすき！ 山崎　浬音 10 小5 東京都

小学校5・6年生 銀賞 今日もありがとう 篠田　嵩人 11 小5 千葉県

小学校5・6年生 銀賞 大好きアリーナお世話になりました 金子　恵衣 12 小6 千葉県

小学校5・6年生 銀賞 大好きな弟 福地　竜 10 小5 埼玉県

小学校5・6年生 銀賞 おいしくいただきます 植村　あさみ 10 小5 愛知県

小学校5・6年生 銀賞 大きくなったね私の木も12さい 鈴木　秀奈子 12 小6 京都府

小学校5・6年生 銀賞 小さな小さなはたらきものたちへ 北居　由鈴名 11 小6 兵庫県

小学校5・6年生 銀賞 ありがとういただきます 新田　紳策 10 小5 和歌山県

小学校5・6年生 銀賞 エンピツくんの1日 野中　梨帆 11 小6 兵庫県

小学校5・6年生 銀賞 夢見るキリン 長代　菜々子 11 小6 岡山県

小学校5・6年生 銀賞 夏休み大好き！楽しい思い出ありがとう 時枝　侑矢 11 小6 福岡県

小学校5・6年生 銀賞 いつもたまごをうんでくれてありがとう。 三輪　加葉 11 小5 鹿児島県

ＣＧ フランス大使館賞 ご先祖様（せんぞさま）との晩餐（ばんさん） 鈴木　一世 14 中2 宮城県

ＣＧ 金賞 最高の気分だった晴れの舞台 鵜飼　龍志 14 中3 東京都

ＣＧ 銀賞 お母さんの料理に乾杯！ 井上　大輔 15 中3 山梨県

ＣＧ 銀賞 はばたくおと 橋本　珠く 13 中1 奈良県



   　　　　 　　　　　 第３９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 おとうさんいつもありがとう 小倉　夏希 4 ― 岐阜県

幼児５～６才 日本ユニセフ協会会長賞 カニさんとおさんぽたのしいね！ 藤井　凌央 5 ― 島根県

小学校１・２年 ルーヴル美術館賞 雨でもたのしい学校 千代谷　宙樹 7 小2 神奈川県

小学校３・４年 全国造形教育連盟委員長賞 大迫力！山車祭り 木島　琉羽空 10 小4 千葉県

小学校５・６年 文部科学大臣賞 ありがとうごちそうさま 磯部　美佐 10 小5 広島県

小学校５・６年 日本教育美術連盟理事長賞 みえるめがねありがとう 加茂　由衣 11 小6 静岡県

ＣＧ フランス大使館賞
ご先祖様（せんぞさま）との

晩餐（ばんさん）
鈴木　一世 14 中2 宮城県

(敬称略)

【参考資料③】 


