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住友生命保険相互会社（社長 佐藤義雄）では、「第３３回こども絵画コンクール」を開催、

２００９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９５３万点を超え、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。 

 

３３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２３７，３５６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・文部科学省・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６４０点を、東京・大阪で行なう全国

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

した上位１００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１０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３３回こども絵画コンクール審査結果 

 



 

 

１．主  催  住友生命こども絵画コンクール実行委員会 

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  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  「 たのしいみらい ～みんなのちきゅう～ 」 

５．審査結果 

  ａ．全国審査 ・日時   １０月２９日（木）  

         ・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 ：  花篤
けいとく

  實
みのる

 理事長 

文部科学省    ： 村上
むらかみ

 尚徳
なおのり

 教科調査官 

九州大学     ：  源田
げ ん だ

 悦夫
え つ お

 教授（ＣＧ部門） 

ルーヴル美術館  ： 文化局 ファブリス・ドゥアール氏 

※特別賞に関しては各団体の代表者が最終選定 

 

  ｂ．賞の内訳 ・特別賞   文部科学大臣奨励賞   ４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 

                日本ユニセフ協会会長賞   ２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     ８３点 

         ・銅 賞       １２０点 

         ・秀作賞       ４２１点 

 

６．データ  応募総数： ２３７，３５６点（第１回からの応募総数：９，５３６，３４３点） 

国別内訳 部門別内訳 

日本国内 ２３４，７９８点 幼児０～４才部門 ７５，７６８点 

アメリカ    ２，１４１点 幼児５～６才部門 ６６，８５３点 

フランス ２２４点 小学校１・２年生部門  ４３，２２８点 

イギリス     １９３点 小学校３・４年生部門  ３１，６１４点 

  小学校５・６年生部門 １９，２９５点 

  ＣＧ部門     ５９８点 

 

７．展覧会 

・ 全国展（東京）：2009 年 12 月 19 日(土)、20 日(日) 日本科学未来館(台場) 

・ 全国展（大阪）：2010 年 1 月 23 日(土)、24 日(日)   なにわの海の時空館（南港） 

・ ルーヴル展覧会：2010 年 3 月 12 日(金)～4 月 12 日(月) ルーヴル美術館（フランス パリ） 

 
  以 上 

第３３回こども絵画コンクール概要 【参考資料①】 



第３３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才 日本ユニセフ協会会長賞 お父さんがみんなを抱っこしてお風呂に入っているよ 広戸　舞 3 ― 島根県

幼児0～4才 文部科学大臣奨励賞 なないろのイエ 門戸　照樹 4 ― 北海道

幼児0～4才 金賞 かぞくのみんなでおそらにすんでみたいなあ 源　優奈 4 ― 島根県

幼児0～4才 銀賞 たいようのいえ 伊藤　咲楽々 4 ― 山形県

幼児0～4才 銀賞 カメさん電車エコだよ 星　央斗 4 ― 福島県

幼児0～4才 銀賞 消防士になりたいな 野口　直誠 4 ― 栃木県

幼児0～4才 銀賞 風船にのって 髙山　なる 3 ― 千葉県

幼児0～4才 銀賞 お友達とブランコ 藤岡　四季 4 ― 東京都

幼児0～4才 銀賞 がったいおにぎり 矢部　義政 3 ― 神奈川県

幼児0～4才 銀賞 ちきゅうとなかよし 上杉　茶琴 2 ― 石川県

幼児0～4才 銀賞 きょうりゅうさん　つかまえた 中島　嘉一 3 ― 岐阜県

幼児0～4才 銀賞 雨にもまけないカタツムリがいる！ 川井　恵登 4 ― 三重県

幼児0～4才 銀賞 お空をおさんぽできるこいのぼり 中川　遙渚 4 ― 大阪府 

幼児0～4才 銀賞 未来の私～お姫様になりたい 高田　葵 4 ― 兵庫県

幼児0～4才 銀賞 みらいのぼくのくるま 須﨑　亮介 4 ― 愛媛県

幼児0～4才 銀賞 クッキーのおうち 西村　咲楽 4 ― 熊本県

幼児0～4才 銀賞 家と花 米盛　花 4 ― 鹿児島県

幼児5～6才 日本ユニセフ協会会長賞 友だちロボット 稲垣　柊耶 5 ― 北海道

幼児5～6才 金賞 宇宙までとどくタワー 矢嶋　蒼 6 ― 千葉県

幼児5～6才 銀賞 きょうりゅうすべりだいは ながいな～ 古明地　卓人 5 ― 茨城県

幼児5～6才 銀賞 ずっとずっとそらがあかいといい 阿部　さくら 5 ― 埼玉県

幼児5～6才 銀賞 世界はつながっている 森山　未和 5 ― 埼玉県

幼児5～6才 銀賞 北極ギツネのすむきれいな世界 木須　智也 5 ― 東京都

幼児5～6才 銀賞 そらとぶじてんしゃ 村田　康介 5 ― 静岡県

幼児5～6才 銀賞 宇宙人たちとみんないっしょに生活 藤田　一慧 6 ― 滋賀県

幼児5～6才 銀賞 ホタルといっしょにおそらのさんぽ 松川　朔弥 5 ― 京都府

幼児5～6才 銀賞 おいしい おすしを にぎるよ． 大森　美結 5 ― 大阪府

幼児5～6才 銀賞 氷の世界 岡村　来夢 5 ― 大阪府

幼児5～6才 銀賞 雲までとどくような長い電車があったらいいな 辻井　隼弥 5 ― 大阪府

幼児5～6才 銀賞 ボクのザリガニたまごがいっぱい 早川　翔 5 ― 岡山県

幼児5～6才 銀賞 消防車かっこいい！！ 田中　歩夢 5 ― 愛媛県

幼児5～6才 銀賞 かめさんワールド 柳川　林心 5 ― 愛媛県

幼児5～6才 銀賞 そらをとびたい 秋永　紅葉 5 ― 福岡県

小学校1･2年生 文部科学大臣奨励賞 道は続いている 赤坂　翼 8 小2 神奈川県

小学校1･2年生 ルーヴル美術館賞 みらいのせかい 元木　花 8 小2 アメリカ

小学校1･2年生 金賞 みらいのひこうき 森　寧音 7 小1 大阪府

小学校1･2年生 銀賞 よるの浪岡ねぷた 猪股　研仁 7 小2 青森県

小学校1･2年生 銀賞 うちゅうのきのこのおうち 佐藤　理子 7 小2 秋田県

小学校1･2年生 銀賞 いろいろな世界 岡田　哲明 7 小2 東京都

小学校1･2年生 銀賞 ホバークラフトの船に乗って世界の海をわたる 米田　善 7 小2 神奈川県

小学校1･2年生 銀賞 友だちいっぱい 山本　雄大 8 小2 京都府

小学校1･2年生 銀賞 海で、なかよくおさんぽ 中川　陽太 6 小1 奈良県

小学校1･2年生 銀賞 どうぶつのまち 大隅　寛太 6 小1 大阪府 

小学校1･2年生 銀賞 お空で楽しめる未来 坂本　真帆 7 小2 大阪府 

小学校1･2年生 銀賞 いちごのいえにすみたいなあ 佐伯　普美 7 小2 兵庫県

小学校1･2年生 銀賞 トンボにのって学校へいきたいな。 早川　諒 7 小2 岡山県

小学校1･2年生 銀賞 エコ・ビル・ソーラーカー 山田　宗草 7 小1 愛媛県

小学校1･2年生 銀賞 はないっぱいのみらい 前畑　愛梨沙 7 小1 鹿児島県

小学校1･2年生 銀賞 海での共存生活～魚とともに生きる～ 大黒　朱莉 6 小1 沖縄県

小学校1･2年生 銀賞 タイムマシンにのりたいな 石神　慎也 7 小2 アメリカ



第３３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年生 全国造形教育連盟委員長賞 海や宇宙には、ふしぎがいっぱい 中村　築 10 小4 東京都

小学校3･4年生 文部科学大臣奨励賞 海底旅行へ出発だ！！ 小田原　さくら 9 小4 広島県

小学校3･4年生 金賞 紙ひこうきの楽しい旅 五百﨑　愛純 9 小4 和歌山県

小学校3･4年生 銀賞 地球はみんなのお母さん～ずっと元気でいてね～ 阿部　一樹 8 小3 宮城県

小学校3･4年生 銀賞 楽しいみらい（魚の車と魚のジェット機） 五十嵐　丈明 9 小3 新潟県

小学校3･4年生 銀賞 サマースクールは海の中で 小林　美悠 9 小4 茨城県

小学校3･4年生 銀賞 ツリーハウス 石澤　有里子 10 小4 群馬県

小学校3･4年生 銀賞 一つだけの世界 西村　多央 9 小3 埼玉県

小学校3･4年生 銀賞 大自然と大切な家族 緑川　愛唱 8 小3 東京都

小学校3･4年生 銀賞 花いっぱい木いっぱい 法泉寺　颯 9 小4 神奈川県

小学校3･4年生 銀賞 タイムマシンを作る工場で働く。 米田　響 8 小3 神奈川県

小学校3･4年生 銀賞 うちゅうトンネル 宇野 元康 9 小4 静岡県

小学校3･4年生 銀賞 みらいの虫 寺田　丈 8 小3 岐阜県

小学校3･4年生 銀賞 すばらしい芸術の世界！ 俣野　莉歩 10 小4 愛知県

小学校3･4年生 銀賞 未来の森で虫と遊ぶ 山口　黎士 8 小3 大阪府

小学校3･4年生 銀賞 空に向かって飛ぶにゃんこ 石橋　茉衣 10 小4 大阪府 

小学校3･4年生 銀賞 未来のハッピーアイランド 井手　賀奈子 9 小3 沖縄県

小学校5･6年生 日本教育美術連盟理事長賞 未来の地球はハートの世界！？ 村上　春香 11 小5 宮城県

小学校5･6年生 文部科学大臣奨励賞 未来都市―人類、緑を守る― 藤木　貴城 11 小5 東京都

小学校5･6年生 金賞 夜空へのメッセージ 菅井　ひなの 11 小6 千葉県

小学校5･6年生 銀賞 未来で自然がぼくらにあたえてくれるもの。 越野　伊織 11 小6 北海道

小学校5･6年生 銀賞 地球みどりにな～れ－私の手で 新井　佳 10 小5 神奈川県

小学校5･6年生 銀賞 日本中をアートするデザイナー 横田　さくら 11 小5 愛知県

小学校5･6年生 銀賞 未来のまちはカラフル！ 寺野　葉 12 小6 大阪府 

小学校5･6年生 銀賞 自然と花やかな町 馬場　美帆 11 小5 大阪府

小学校5･6年生 銀賞 平和なりんごの木 山本　泉華 11 小5 大阪府

小学校5･6年生 銀賞 みんなの世界 横山　風花 12 小6 大阪府

小学校5･6年生 銀賞 ぼくらの水中公園 清水　颯介 10 小5 鳥取県

小学校5･6年生 銀賞 魚型セカンドロケットハウスで未知の宇宙探索に出発！ 河本　弘輝 10 小5 岡山県

小学校5･6年生 銀賞 美しい空気 美しい水 われらの地球（野生のトキが大空を舞う） 津田　真帆 10 小5 高知県

小学校5･6年生 銀賞 鎮守の森でかくれんぼ 宮崎　恭寛 11 小5 大分県

小学校5･6年生 銀賞 海底魚採機 里木　隆太 11 小6 熊本県

小学校5･6年生 銀賞 ロボットの飲食店 蓑星　新 10 小5 熊本県

小学校5･6年生 銀賞 未来の風景 東郷　里彩 11 小6 鹿児島県

CG フランス大使館賞 生命と地球． 伊藤　彩希 13 中2 宮城県

CG 金賞 ユートピアへ～ココロの翼 玉井　夕紀子 13 中2 鳥取県

CG 銀賞 元気な太陽が楽しい未来のもと 小瀬　真由子 13 中2 神奈川県

CG 銀賞 光であふれる地球 坪木　理菜 14 中3 長野県

CG 銀賞 未来における生物実験 小林 健太郎 14 中3 静岡県

CG 銀賞 未来の仲間 樽井　佑奈 14 中3 岐阜県

CG 銀賞 大好きな動物 荒尾　澪乃介 7 小2 愛知県

CG 銀賞 地球の未来？ふせげ温暖化！！ 滝川　佳汰 13 中2 愛知県

CG 銀賞 宇宙（そら）ＢＡＮＤ 中江　泉希 12 中1 大阪府

CG 銀賞 未来の乗り物 松浦　千尋 11 小6 大阪府

CG 銀賞 未来 和田　開夢 12 中1 大阪府 

CG 銀賞 宇宙旅行 岡本 莉花 13 中2 岡山県

CG 銀賞 楽しい一日 下司　梓布 9 小4 高知県

CG 銀賞 次は 加藤　舞 15 中3 アメリカ

CG 銀賞 明日の地球 岩渕　由佳 12 小6 イギリス



第３３回こども絵画コンクール　特別賞受賞作品  【参考資料③ 】
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 文部科学大臣奨励賞 なないろのイエ 門戸　照樹 4 ― 北海道

小学校1･2年生 文部科学大臣奨励賞 道は続いている 赤坂　翼 8 小2 神奈川県

小学校3･4年生 文部科学大臣奨励賞 海底旅行へ出発だ！！ 小田原　さくら 9 小4 広島県

小学校5･6年生 文部科学大臣奨励賞 未来都市―人類、緑を守る― 藤木　貴城 11 小5 東京都

幼児0～4才 日本ユニセフ協会会長賞 お父さんがみんなを抱っこして
お風呂に入っているよ 広戸　舞 3 ― 島根県

幼児5～6才 日本ユニセフ協会会長賞 友だちロボット 稲垣　柊耶 5 ― 北海道

小学校1･2年生 ルーヴル美術館賞 みらいのせかい 元木　花 8 小2 アメリカ

小学校3･4年生 全国造形教育連盟委員長賞 海や宇宙には、ふしぎがいっぱい 中村　築 10 小4 東京都

小学校5･6年生 日本教育美術連盟理事長賞 未来の地球はハートの世界！？ 村上　春香 11 小5 宮城県

CG フランス大使館賞 生命と地球． 伊藤　彩希 13 中2 宮城県


