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住友生命保険相互会社（社長 橋本雅博）では、「第３８回こども絵画コンクール」を開催、

２０１４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１０５８万点を超えました。 

 

３８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２１７，３９７点 にも上りました。 

 

今般、１０月２８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。 

 

２１万点を超える応募作品の中から選ばれた優秀作品５６０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１５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３８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  「これがイチバン！」 

５．審査結果 

  ａ．全国審査 ・日時   １０月２８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 

文部科学省    ：  岡田
お か だ

 京子
きょうこ

 教科調査官 

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 ： 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 

フランス大使館   ： シドニー・ぺロール 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        ３４５点 

       

６．データ  応募総数： ２１７，３９７点（第１回からの応募総数：１０，５８５，６１０点） 

国別内訳 部門別内訳 

日本国内 ２１４，７７８点 幼児０～４才部門 ７５，５１８点 

アメリカ   ２，０１３点 幼児５～６才部門 ５８，０４６点 

フランス他 ４３８点 小学校１・２年生部門  ３９，２５１点 

イギリス     １６８点 小学校３・４年生部門  ２７，８９３点 

  小学校５・６年生部門 １６，２８５点 

  ＣＧ部門    ４０４点 

 

７．展覧会 

・全国展覧会   ：2015年 1月 10日(土)～12日(月･祝) 東京タワー フットタウン 

・ルーヴル展覧会 ：2015年 3月 6日(金)～4月 6日(月)  ルーヴル美術館（フランス パリ） 

       以 上 

第３８回こども絵画コンクール概要 
【参考資料①】 



部　門 受賞名 作品名 本人名前 年齢 学年 都道府県

幼児０～４才 日本ユニセフ協会会長賞 かぞくりょこう 植田　悠愛 4 － 熊本県

幼児０～４才 金賞 みかん屋さん 堤　奏音 4 － 青森県

幼児０～４才 銀賞 チャグチャグ馬っこ大きいな！ 髙峯　ゆきな 4 － 岩手県

幼児０～４才 銀賞 うちのみみちゃん 渡部　麻衣 4 － 宮城県

幼児０～４才 銀賞 しゃぼんだまといちごとみんな 市川　華音 2 － 秋田県

幼児０～４才 銀賞 わらっているパパ 関根　杏 2 － 茨城県

幼児０～４才 銀賞 どうぶつえん 矢部　心彩 4 － 茨城県

幼児０～４才 銀賞 おもちぺったん！ 遠藤　色羽 3 － 新潟県

幼児０～４才 銀賞 スペシャル 入江　孝紀 4 － 東京都

幼児０～４才 銀賞 ママ 石井　千尋 4 － 千葉県

幼児０～４才 銀賞 ライオンのおひめさま。 水野　陽希 4 － 神奈川県

幼児０～４才 銀賞 おもしろいおさかな 亀谷　茉由 3 － 石川県

幼児０～４才 銀賞 やさしいライオン 田中　虹心 4 － 石川県

幼児０～４才 銀賞 はーとのすべりだい 原田　美葉乃 4 － 大阪府

幼児０～４才 銀賞 だいすきな　おうどんやさん 狩集　勇臥 4 － 大阪府

幼児０～４才 銀賞 だいすきないちごのケーキ 岡方　楓 4 － 奈良県

幼児０～４才 銀賞 大好きな恐竜 林　憲之介 4 － 兵庫県

幼児０～４才 銀賞
ぼくのすきなもの（くわがたむし、かえる、
おたまじゃくし、かたつむり、いもうと）

河本　清史朗 4 － 兵庫県

幼児０～４才 銀賞 かぶとむし 迫川　寵心 3 － 広島県

幼児０～４才 銀賞
ぶらんこ大好き♡大好きなかぞくと
こうえんにあそびにいくの♡

柴田　咲和 4 － 山口県

幼児０～４才 銀賞 クジラ大すき 宮武　佑多 4 － 香川県

幼児０～４才 銀賞 ジンベイザメと目が合ったよ！！ 鶴田　侑也 4 － 千葉県

幼児５～６才 日本ユニセフ協会会長賞 キャンプみんなでお泊まりしたこと 田中　詩乃 5 － 熊本県

幼児５～６才 金賞 かぶとむし　だいすき 田島　夢羽 5 － 福井県

幼児５～６才 銀賞 よるのくうこう 小松澤　拓登 6 － 北海道

幼児５～６才 銀賞 虹色のザリガニ 東海林　柚貴 5 － 福島県

幼児５～６才 銀賞 すべりだい楽しいな！！ 田所　優仁 5 － 茨城県

幼児５～６才 銀賞 私のはじめての自転車♡ 上月　稟可 5 － 東京都

幼児５～６才 銀賞 ねこのしろ 野澤　慧華 5 － 埼玉県

幼児５～６才 銀賞 サッカー（ゴールキーパー） 和田　拓大 6 － 埼玉県

幼児５～６才 銀賞 すぴのさうるすだいすき！ 中邑　颯汰 5 － 富山県

幼児５～６才 銀賞 恐竜と仲よし 松山　拓幹 5 － 大阪府

幼児５～６才 銀賞 みんなでたべるケーキがイチバン！ 山田　妃莉 6 － 大阪府

幼児５～６才 銀賞 金魚すくいいっぱいすくえるかな?！ 庭田　迅 5 － 大阪府

幼児５～６才 銀賞 海にお出掛け 照屋　虎白 6 － 大阪府

幼児５～６才 銀賞 お母さんのつくったカレーがいちばん 田中　柚衣 5 － 兵庫県

幼児５～６才 銀賞 かにさんおさんぽしているよ 桑原　琉衣 6 － 島根県

幼児５～６才 銀賞 ぼくのねこあーさ 三浦　天晴 5 － 愛媛県

幼児５～６才 銀賞 はなび 有永　莉望 5 － 福岡県

幼児５～６才 銀賞 大好きな飛行機と電車！ 今中　寛吉 5 － 福岡県

幼児５～６才 銀賞 はっぴょうかいがんばります 林　優那 5 － 福岡県

幼児５～６才 銀賞 動物園の白くま 小早川　宗大 5 － 熊本県

幼児５～６才 銀賞 バッタつかまえたよ 西川　赳司 6 － 熊本県

幼児５～６才 銀賞 イチゴトラステゴサウルス 平嶋　亜紀人 5 － 熊本県

第３８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 本人名前 年齢 学年 都道府県

第３８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１・２年生 ルーヴル美術館賞 海の中（うみのなか）をのぞいてみたら・・・ 遠藤　虹光 7 小2 宮城県

小学校１・２年生 金賞 楽しい山ぐちのりょこう 鈴木　希乃 7 小２ 広島県

小学校１・２年生 銀賞 この町大すき 佐藤　舞奈 7 小2 岩手県

小学校１・２年生 銀賞 かめのさくらがたまごをうんだよ 後藤　愛子 6 小1 山形県

小学校１・２年生 銀賞 いちばんたのしかったこと家族でお馬 紺野　加夢衣 6 小1 群馬県

小学校１・２年生 銀賞 いっぽんの木から生まれる果物 黄　堯鉐 6 小１ 東京都

小学校１・２年生 銀賞 そとであそぶねこ 堀　直弘 6 小1 東京都

小学校１・２年生 銀賞
イチバンすきなかぞくみんなでたべる、

イチバンすきなやきにく
髙橋　花楓 7 小2 東京都

小学校１・２年生 銀賞 いってみたいきょうりゅうのせかい 和田　格奈 7 小2 東京都

小学校１・２年生 銀賞 じゃんけんれっしゃ 山田　果暖 7 小2 愛知県

小学校１・２年生 銀賞 これがイチバン！ぼくのピカピカデスク♡ 齊藤　哲也 7 小1 富山県

小学校１・２年生 銀賞 マンローごうのぼうけん 坂木　此花 7 小2 石川県

小学校１・２年生 銀賞 昼ね大すき 中野　航 7 小2 大阪府

小学校１・２年生 銀賞 ぶんぶんみつばち 小柴　慶太 6 小1 大阪府

小学校１・２年生 銀賞 あおいうみ 小西　世莉 7 小１ 大阪府

小学校１・２年生 銀賞 さかな花火の女王さま 尾﨑　百夏 7 小１ 鳥取県

小学校１・２年生 銀賞 しゃぼんだま 東　祐奈 6 小1 福岡県

小学校１・２年生 銀賞 だいくさんになりたいな！ 岩﨑　颯月 6 小１ 福岡県

小学校１・２年生 銀賞 ぼくのふえでおどるししまい 田代　汀 7 小2 宮崎県

小学校３・４年生 文部科学大臣賞 読書の時間 安田　理子 9 小3 神奈川県

小学校３・４年生 全国造形教育連盟委員長賞 八甲田の春スキー 赤石　るな 9 小4 青森県

小学校３・４年生 金賞 これがイチバン！「茅ヶ崎浜降祭」 井伊　彩花 9 小4 アメリカ

小学校３・４年生 銀賞 ほんとうにいた！！恐竜ロボット 上田　航志 8 小3 東京都

小学校３・４年生 銀賞 ぼくが一番でタッチ！ 篠田　嵩人 10 小4 千葉県

小学校３・４年生 銀賞 そびえたつ長浜城 柴田　幸輝 10 小４ 滋賀県

小学校３・４年生 銀賞 大きなキャンバスで絵をかきたい。 土居　樹 9 小4 大阪府

小学校３・４年生 銀賞 魚つり！！つりたい魚たち！！ 鳥飼　陸 8 小3 大阪府

小学校３・４年生 銀賞 野球観戦（やきゅうかんせん） 芦田　遥 10 小4 大阪府

小学校３・４年生 銀賞 むかしのいきもの 中本　路瑛 8 小３ 奈良県

小学校３・４年生 銀賞 深い海 佐藤　花菜 9 小4 兵庫県

小学校３・４年生 銀賞 試合が一番 渡邉　新太　 10 小4 兵庫県

小学校３・４年生 銀賞 ねるのが一番 佐々木　わか子 9 小4 島根県

小学校３・４年生 銀賞 サッカーをしている人 草苅　尚哉 8 小３ 岡山県

小学校３・４年生 銀賞 オオクワガタ、一番大きいの発見！ 和田　健吾 9 小3 香川県

小学校３・４年生 銀賞 ぶ器よさようなら 露口　真大 10 小4 愛媛県

小学校３・４年生 銀賞 速く泳げＮｏ．１ 真鍋　優維 8 小3 愛媛県

小学校３・４年生 銀賞 海の中って大好き 翁長　江梨香 9 小4 沖縄県

小学校５・６年生 日本教育美術連盟理事長賞 大歓声 瀬戸口　佳司 10 小５ 福岡県

小学校５・６年生 金賞 ぼくといとこと東京スカイツリーに行った 竹内　郁人 10 小5 北海道

小学校５・６年生 銀賞 大すきなバイオリン 後村　明志 12 小6 青森県

小学校５・６年生 銀賞 オレンジの放課後 髙栁　奏子 11 小6 岩手県

小学校５・６年生 銀賞 ボールよ、飛んでいけ！！ 黒川　千聡 10 小5 山形県

小学校５・６年生 銀賞 サッカー一番 中村　匠 10 小5 新潟県

小学校５・６年生 銀賞 上まで登ると最高だよ 相羽　祐希 11 小６ 東京都

小学校５・６年生 銀賞 ファーストトランペットにちょうせん 谷口　公太 10 小５ 千葉県

小学校５・６年生 銀賞 ミクロ宇宙はにぎやかだ！ 北居　由鈴名 10 小5 兵庫県

小学校５・６年生 銀賞 家が一番(林間でした) 小峯　聖英 11 小5 大阪府

小学校５・６年生 銀賞 イモリが１番！ 川﨑　鉄丸 10 小５ 和歌山県

小学校５・６年生 銀賞 神楽がイチバン！ 永尾　太一 11 小6 島根県

小学校５・６年生 銀賞 おじいちゃんの畑の野菜 長塩　拓麿 11 小６ 岡山県

小学校５・６年生 銀賞 土佐の夏（よさこい祭り） 齋藤　愛 11 小6 高知県

小学校５・６年生 銀賞 おひるねがイチバン・・・・ＺＺ 上地　莉子 10 小5 大分県

小学校５・６年生 銀賞 桜島 北村　佳大 10 小5 鹿児島県

小学校５・６年生 銀賞 青い地球 藤岡　美海 11 小5 フランス

ＣＧ フランス大使館賞 トビウオ 辻田　明弥 12 中1 愛知県

ＣＧ 金賞 臨場感 濵本　百合 14 中3 福岡県

ＣＧ 銀賞 誇り 山上　桃花 14 中３ 北海道

ＣＧ 銀賞 あくまの国の不思議な動物 岩川　貴文 10 小５ 鹿児島県



   　　　　 　　　　　 第３８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 かぞくりょこう 植田　悠愛 4 ― 熊本県

幼児５～６才 日本ユニセフ協会会長賞 キャンプみんなでお泊まりしたこと 田中　詩乃 5 ― 熊本県

小学校１・２年 ルーヴル美術館賞
海の中（うみのなか）を
のぞいてみたら・・・

遠藤　虹光 7 小2 宮城県

小学校３・４年 文部科学大臣賞 読書の時間 安田　理子 9 小3 神奈川県

小学校３・４年 全国造形教育連盟委員長賞 八甲田の春スキー 赤石　るな 9 小4 青森県

小学校５・６年 日本教育美術連盟理事長賞 大歓声 瀬戸口　佳司 10 小5 福岡県

ＣＧ フランス大使館賞 トビウオ 辻田　明弥 12 中１ 愛知県

(敬称略)

【参考資料③】 


