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住友生命保険相互会社（社長 橋本雅博）では、「第４０回こども絵画コンクール」を開催、

２０１６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１,０９９万点を超えました。 

 

４０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１９４，９９４点 にも上りました。 

 
今般、１０月２５日に全国審査会を実施し、熊本地震で被害を受けたこどもたちを対象とし

た新設の特別賞「かがやくみらい賞」を含め、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・日本ユニセフ協会・

ルーヴル美術館より代表の方々にご協力いただきました。 

 

１９万点を超える応募作品の中から選ばれた優秀作品４９７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、新設の特別賞「かがやくみ

らい賞」を含め、特別・金・銀賞を受賞した１０３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１７年目）。 

 

なお、コンクールの概要、「かがやくみらい賞」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４０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  桜田・牛窪 

    ＴＥＬ：０３－５５５０－５８６５ 

    ＦＡＸ：０３－５５５０－４４３４ 



１点 

２点 

１点 

１点 

１点 

１点 

 

 

 

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  「ゆめみるみらい かがやくみらい」 

５．審査結果 

  ａ．全国審査 ・日 程 １０月２５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

 教科調査官 

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  ： ヤン・ルトゥエル 氏 

           アンヌ・ドゥマルク 氏 

           アメリー・ストロベル 氏 

 

  ｂ．賞の内訳 ・特別賞   文部科学大臣賞      

日本ユニセフ協会会長賞 

全国造形教育連盟委員長賞 

                日本教育美術連盟理事長賞 

                ルーヴル美術館賞 

                かがやくみらい賞 

         ・金 賞       ５点 

         ・銀 賞      ９１点 

         ・銅 賞        １２０点 

         ・秀作賞        ２７４点 

       

６．データ  応募総数： １９４，９９４点（第１回からの応募総数：１０，９９３，４４７点） 

国別内訳 部門別内訳 

日本国内 １９４，０３９点 幼児０～４才部門 ６９，４３６点 

アメリカ   ７９６点 幼児５～６才部門 ５３，７０９点 

イギリス １５９点 小学校１・２年生部門  ３３，８１８点 

  小学校３・４年生部門  ２３，７８２点 

  小学校５・６年生部門  １４，２４９点 

 

７．展覧会 

・全国展覧会   ：2017 年 1月 7日(土)～ 9 日(月･祝)  東京タワー  

・ルーヴル展覧会 ：2017 年 3月 3日(金)～4月 3日(月)  ルーヴル美術館（フランス パリ） 

 

以 上 

 

第４０回こども絵画コンクール概要 
【参考資料①】 



 
 
 

◆新設賞名 

   「かがやくみらい賞」 

 

◆資  格 

   熊本県に在住の幼児･小学生（中学生以上はご応募いただけません） 

    ※平成２８年４月１４日時点で熊本県に居住していて、現在は避難のため他県に転居され 

た方も対象になります。応募画用紙のご住所記入欄に、以前にお住まいの住所と現在お 

住まいの住所をご記入ください。 

 

◆入賞作品数 

   上記資格の応募者の中から１点（部門問わず）。 

 

◆審査基準 

  第４０回のテーマ「ゆめみるみらい かがやくみらい」で描いた応募作品の中から、 

“希望ある力強い未来”を強く感じる作品を選出。 

 

以 上 

【参考資料②】 
「かがやくみらい賞」概要 



第40回こども絵画コンクール　全国審査入賞者 【参考資料③】

(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 文部科学大臣賞 かぞくなかよし！ 中村　綾乃 4 茨城県

幼児0才～4才 日本ユニセフ協会会長賞 アイスクリーム屋さん 牧野　綾菜 4 岐阜県

幼児0才～4才 金賞 お山になりたい 髙瀨　梨帆 3 埼玉県

幼児0才～4才 銀賞 ひこうきのりたいな 中村　博仁 3 北海道

幼児0才～4才 銀賞 パティシエになってウエディングケーキをつくりたい。 鈴木　真心 4 青森県

幼児0才～4才 銀賞 サッカー選手になる 盛澤　洸臥 4 群馬県

幼児0才～4才 銀賞 カブトムシで空をとぶぼく 栗山　智 4 東京都

幼児0才～4才 銀賞 キリンさんとたのしいおさんぽ 中島　映月 4 神奈川県

幼児0才～4才 銀賞 おはなのなかでかくれんぼ 渡辺　咲希 4 神奈川県

幼児0才～4才 銀賞 あちちたこやき 請井　美彩希 4 愛知県

幼児0才～4才 銀賞 天王さんでおどってる 木下　晴登 4 三重県

幼児0才～4才 銀賞 忍者屋敷へようこそ 近藤　響 4 富山県

幼児0才～4才 銀賞 やさしいおいしゃさん 浜谷　美月 4 富山県

幼児0才～4才 銀賞 ママのドレス私が作ったの！ 清水　柑花 4 石川県

幼児0才～4才 銀賞 アイドルになりたいな 鶴岡　杏菜 3 奈良県

幼児0才～4才 銀賞 大好きなくだものやさんになりたいな 小寺　音羽 4 大阪府

幼児0才～4才 銀賞 お友達を飛行機に乗せてちょうちょや鳥と空を飛びたいな！ 岡田　圭介 4 大阪府

幼児0才～4才 銀賞 みんなニコニコ 　なかよし 伊東　伶衣 4 大阪府

幼児0才～4才 銀賞 うちゅうじんとわたしがあそんでいるよ 森貞　帆加 4 兵庫県

幼児0才～4才 銀賞 空がとべる服を着て高く飛びたいな 西山　愛理 3 島根県

幼児0才～4才 銀賞 おとうさんとけっこんするよ 桑原　夏萌 3 島根県

幼児0才～4才 銀賞 きんぎょをとりたい 遠藤　康太 3 香川県

幼児0才～4才 銀賞 大きくなったらケーキ屋さんになりたいな。 近藤　葵 4 香川県

幼児0才～4才 銀賞 白バイにのりたい 樋本　麟太郎 4 福岡県

幼児0才～4才 銀賞 ライオンにのってるぼく 岩﨑　雅 4 佐賀県

幼児0才～4才 銀賞 バナナとトマトを食べるゴリラ 嶋本　大輝 4 熊本県

幼児0才～4才 銀賞 なかよしパパ.ママ 梅澤　心和 3 鹿児島県

幼児0才～4才 銀賞 お母さんお姉ちゃんとここです 和仁屋　心瑚 3 沖縄県

幼児5才～6才 日本ユニセフ協会会長賞 きりんさん、だいすきなおはなのくにへいけたらいいね 岡崎　愛 5 島根県

幼児5才～6才 かがやくみらい賞 ケーキの家に住みたいな 西村　美歌恵 6 福岡県

幼児5才～6才 金賞 お花のあかるい世界の家へようこそ 山崎　光穂 5 神奈川県

幼児5才～6才 銀賞 めざせ！！金メダル 畠山　健吾 5 北海道

幼児5才～6才 銀賞 わあ～い！らいおんのうえにのれたよ！きもちいいね 野村　新汰 6 青森県

幼児5才～6才 銀賞 わーいすいかだ！ 遠藤　光 5 宮城県

幼児5才～6才 銀賞 発車、オーライ！ 小松　知維 5 秋田県

幼児5才～6才 銀賞 かわいいおよめさんになる！ 齋藤　芽叶 6 山形県

幼児5才～6才 銀賞 虫博士（むしはかせ）になりたいな 舘川　栄都 5 福島県

幼児5才～6才 銀賞 アイドルになりたい 中村　心咲 5 群馬県

幼児5才～6才 銀賞 カタツムリの合唱会 張替　優希 6 茨城県

幼児5才～6才 銀賞 つよくてやさしいおまわりさんになる！ 齋藤　愛空 5 長野県

幼児5才～6才 銀賞 ばすにのっておかいもの 田中　優月 5 岐阜県

幼児5才～6才 銀賞 あそびのくにでいっぱいあそびたいな 三箇　千里 5 富山県

幼児5才～6才 銀賞 けいさつかんになって、どろぼうをつかまえるところ 中尾　秋芽 5 大阪府

幼児5才～6才 銀賞 ずっと一緒に 増尾　海斗 5 大阪府

幼児5才～6才 銀賞 プリンセスになりたい 内藤　栞那 5 大阪府

幼児5才～6才 銀賞 いろんなケーキをつくりたいな！ 濱田　心春 5 奈良県

幼児5才～6才 銀賞 雨の日にかたつむりと出会ったよ。 安達　一花 5 山口県

幼児5才～6才 銀賞 宇宙のねことねこじゃらしで遊びたいな. 林田　姫波 5 山口県

幼児5才～6才 銀賞 おとなになったわたし 猪塚　奈津 6 香川県

幼児5才～6才 銀賞 忍者 小藏　章継 5 熊本県

幼児5才～6才 銀賞 大きいタワーをつくろう 吉岡　李紗 5 熊本県

幼児5才～6才 銀賞 おててをのばせばくだものだらけ 山口　杏慈 5 鹿児島県

幼児5才～6才 銀賞 ロボットとクッキング 比嘉　彰則 5 沖縄県



第40回こども絵画コンクール　全国審査入賞者 【参考資料③】

(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 全国造形教育連盟委員長賞 ねこちゃんのピアノ 山﨑　璃子 6 小1 熊本県

小学校1・2年生 金賞 ワクワクする宇宙旅行 CHOI　SUNGKYU 6 小1 東京都

小学校1・2年生 銀賞 トリマーのしごとです。 吉田　葵 7 小2 北海道

小学校1・2年生 銀賞 お花と緑がいっぱいのがっこう 橘井　心乃 6 小1 北海道

小学校1・2年生 銀賞 たのしいよる 長沼　八重 7 小2 宮城県

小学校1・2年生 銀賞 やさしいおいしゃさん 上久保　結斗 7 小2 茨城県

小学校1・2年生 銀賞 ぼくのゆめの町けんせつ中！ 中村　頼人 7 小2 埼玉県

小学校1・2年生 銀賞 にじのピアノひきたいな 渡邊　里菜 6 小1 岐阜県

小学校1・2年生 銀賞 とりさんとすむたのしいおうち 丹羽　彩樺 6 小1 愛知県

小学校1・2年生 銀賞 みらいのロボットのいるまち 大橋　由菜 6 小1 滋賀県

小学校1・2年生 銀賞 未来のレストラン 稲葉　拓海 7 小1 大阪府

小学校1・2年生 銀賞 みらいへつづけちかのみち 田村　直也 8 小2 兵庫県

小学校1・2年生 銀賞 おしろみたいないえをつくりたいです 野村　拓甫 8 小2 岡山県

小学校1・2年生 銀賞 すいかのおふろ 大竹　莉央 7 小2 広島県

小学校1・2年生 銀賞 かがやく魚 池渕　寛太 8 小2 長崎県

小学校1・2年生 銀賞 たいやま 江里　心道 6 小1 佐賀県

小学校1・2年生 銀賞 みらいのおまつりへいこう 河原　千容 7 小1 熊本県

小学校1・2年生 銀賞 にじのおしろのおんがくかい 下田　さくら 8 小2 熊本県

小学校1・2年生 銀賞 恐竜やロボットとお仕事をする　ぼくの楽しい未来 有馬　一織 6 小1 鹿児島県

小学校3・4年生 日本教育美術連盟理事長賞 今度は、私がお母さん 山向　美緒 10 小4 岡山県

小学校3・4年生 金賞 星空の中でキャンプ 関川　敦也 9 小4 新潟県

小学校3・4年生 銀賞 夢みる花嫁さん 佐藤　舞奈 9 小4 岩手県

小学校3・4年生 銀賞 空手の修業 福永　光彦 9 小4 神奈川県

小学校3・4年生 銀賞 すいれんの下に広がるアナザーワールド 遠藤　虹光 9 小4 宮城県

小学校3・4年生 銀賞 未来のぼくはすもうとり 名須川　琉 8 小3 福島県

小学校3・4年生 銀賞 未来のツリーハウス 飛田　悠翔 9 小4 茨城県

小学校3・4年生 銀賞 楽しい世界 土田　祐翔 9 小4 新潟県

小学校3・4年生 銀賞 未来の昆虫たち 星野　龍馬 9 小4 新潟県

小学校3・4年生 銀賞 きんみらい的なみらい 小島　彪 9 小4 東京都小学校3・4年生 銀賞 きんみらい的なみらい 小島　彪 9 小4 東京都

小学校3・4年生 銀賞 小坂の滝画家としてえがくぼく 垣﨑　柊哉 9 小4 岐阜県

小学校3・4年生 銀賞 未来の水族館列車 大田　慎 10 小4 石川県

小学校3・4年生 銀賞
ぼくは、ゲームが好きなので、将来はゲームのカセットを

自分で、作りたいです。未来の夢がかなうといいなあ
廣川　禎悦 8 小3 大阪府

小学校3・4年生 銀賞 夢みる花屋さん 松田　悠里 8 小3 和歌山県

小学校3・4年生 銀賞 世界中で習字の先生 椋目　芽已 10 小4 広島県

小学校3・4年生 銀賞 未来の地球 寶来　叶和 9 小4 鹿児島県

小学校3・4年生 銀賞 豪か客船で宇宙旅行へ 中下　璃音 9 小3 イギリス

小学校5・6年生 ルーヴル美術館賞 夢を見てるひとんちの「ホラ」 平吹　希雛 12 小6 山形県

小学校5・6年生 金賞 こかげに住む町 片桐　日向子 10 小5 東京都

小学校5・6年生 銀賞 サッカー日本代表 櫻庭　純清 11 小6 青森県

小学校5・6年生 銀賞 設計したぞ！ぼくの島 松本　敬 10 小5 兵庫県

小学校5・6年生 銀賞 マンガ家のぼく 久保　旭 11 小6 東京都

小学校5・6年生 銀賞 これから始まる新しい物語 飯島　鈴 12 小6 千葉県

小学校5・6年生 銀賞 未来へ向かって走れリニアモーターカー 齋藤　光起 10 小5 岐阜県

小学校5・6年生 銀賞 博士・夢・未来 山本　喜織 10 小5 静岡県

小学校5・6年生 銀賞 鳥の音楽たいに会いたいな 福井　琥太郎 11 小5 愛知県

小学校5・6年生 銀賞 デザイナー 板良敷　アシュリー 11 小6 大阪府

小学校5・6年生 銀賞 水の仲間と空中さんぽ 中川　湧介 10 小5 奈良県

小学校5・6年生 銀賞 ぼくの未来と世界の大結晶 竹中　一真 12 小6 兵庫県

小学校5・6年生 銀賞 真剣勝負 小川　樹基 11 小6 兵庫県

小学校5・6年生 銀賞 つかまえちゃうぞ 河原　渚 10 小5 広島県



   　　　　 　　　　　 第４０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 本人名前 年齢 学年 都道府県

幼児０～４才 文部科学大臣賞 かぞくなかよし！ 中村　綾乃 4 - 茨城県

幼児０～４才 日本ユニセフ協会会長賞 アイスクリーム屋さん 牧野　綾菜 4 - 岐阜県

幼児５～６才 日本ユニセフ協会会長賞
きりんさん、だいすきな

おはなのくにへいけたらいいね
岡崎　愛 5 - 島根県

【参考資料④】

小学校１・２年 全国造形教育連盟委員長賞 ねこちゃんのピアノ 山﨑　璃子 6 小1 熊本県

小学校３・４年 日本教育美術連盟理事長賞 今度は、私がお母さん 山向　美緒 10 小4 岡山県

小学校５・６年 ルーヴル美術館賞 夢を見てるひとんちの「ホラ」 平吹　希雛 12 小6 山形県

幼児５～６才 かがやくみらい賞 ケーキの家に住みたいな 西村　美歌恵 6 - 福岡県

(敬称略)


