
 

 

                                         ２００８年１２月５日 

住友生命保険相互会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

住友生命保険相互会社（社長 佐藤義雄）では、「第３２回こども絵画コンクール」を開催、

２００８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９２９万点を超え、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。 

 

３２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、応募総数は昨年を上回る ２４７，６２０点 にも上りました。 

 
今般、１０月３１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。 

 

２４万点を超える応募作品の中から選ばれた優秀作品６６０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９年目）。 

 

なおコンクールの概要、入賞者は参考資料の通りです。 

 

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３２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  「 たいせつにしたいもの 」 

５．審査結果 

  ａ．全国審査 ・日時   １０月３１日（金）  

         ・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    ： 奥村
おくむら

 高明
たかあき

 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     ８４点 

         ・銅 賞       １２０点 

         ・秀作賞       ４４０点 

 

６．データ  応募総数： ２４７，６２０点（第１回からの応募総数：９，２９８，９８７点） 

国別内訳 部門別内訳 

日本国内 ２４５，６３０点 幼児０～４才部門 ８０，１４２点 

アメリカ    １，５２５点 幼児５～６才部門 ６８，２２０点 

フランス ２５６点 小学校１・２年生部門  ４４，６０８点 

イギリス     ２０９点 小学校３・４年生部門  ３３，１１５点 

  小学校５・６年生部門 ２０，９６４点 

  ＣＧ部門     ５６９点 

 

７．展覧会 

・ 全国展（東京）：2008 年 12 月 19 日(金)～12 月 21 日(日) 日本科学未来館(台場) 

・ 全国展（大阪）：2009 年 1 月 23 日(金)～1 月 25 日(日)  なにわの海の時空館（南港） 

・ ルーヴル展覧会：2009 年 3 月 13 日(金)～4 月 13 日(月)   ルーヴル美術館 

 
  以 上 

第３２回こども絵画コンクール概要 【参考資料①】 



第３２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 おばあちゃん 硲　琴恵 4 - 和歌山県

幼児0～4才 金賞 かっこいいむし 佐野　優斗 4 - 兵庫県

幼児0～4才 銀賞 風船の世界でお散歩 田中　怜愛 4 - 青森県

幼児0～4才 銀賞 ミルキーローズがすき 五百竹　祐名 4 - 東京都

幼児0～4才 銀賞 金魚とねこ 重久　将志 4 - 東京都

幼児0～4才 銀賞 ひこうき 富松　諒 4 - 埼玉県

幼児0～4才 銀賞 ぼくのアメリカザリガニ 太田　航平 4 - 岐阜県

幼児0～4才 銀賞 ぴあのがだいじだよ 光崎　澪 4 - 愛知県

幼児0～4才 銀賞 虹と神様と私 大橋　永依未 4 - 愛知県

幼児0～4才 銀賞 ばあばとふろ 寺本 楓汰 3 - 大阪府

幼児0～4才 銀賞 みんなだいすき 樽井　みか 4 - 大阪府

幼児0～4才 銀賞 はたけで.なったすいかは.おいしかったよ. 和久利　華鈴 4 - 島根県

幼児0～4才 銀賞 ステキなカタツムリ 戸田　昌宏 4 - 愛媛県

幼児0～4才 銀賞 大切な東部っこのおともだち 永野　楓佳 4 - 高知県

幼児0～4才 銀賞 金魚 上田　ほのか 4 - 福岡県
幼児0～4才 銀賞 ＭＡ　ＭＥＲＥ Marina　MARUYAMA - - フランス

幼児5～6才 文部科学大臣奨励賞 いろいろなわたしのたからもの 北原　万璃子 6 - 滋賀県

幼児5～6才 日本ユニセフ協会会長賞 みんな 稲川　紡 5 - 兵庫県

幼児5～6才 金賞 大きな　おふろ 藤井 陽土 5 - 福岡県

幼児5～6才 銀賞 きかんしゃトーマス 川成　祐哉 5 - 北海道

幼児5～6才 銀賞 猫のごくう 蛯子　凌羽 5 - 北海道

幼児5～6才 銀賞 かぶとむしが　いっぱいいたら　いいな。 萬年　司 5 - 福島県

幼児5～6才 銀賞 いきもの 永山　真道 5 - 福島県

幼児5～6才 銀賞 クワガタ 杉嵜　一馬 6 - 群馬県

幼児5～6才 銀賞 かぶとむしとくわがたむし 森田　知希 5 - 千葉県

幼児5～6才 銀賞 ぶどうがり 加藤　球斗 6 - 愛知県

幼児5～6才 銀賞 なかよし　でんしゃ 次田 ヒトミ 5 - 大阪府

幼児5～6才 銀賞 プール 谷村　唯菜 6 - 奈良県

幼児5～6才 銀賞 タンカー 吉田　翔野 5 - 兵庫県

幼児5～6才 銀賞 台風一家 山田　宗草 6 - 愛媛県

幼児5～6才 銀賞 すべて 野中　敬真 5 - 福岡県

幼児5～6才 銀賞 わたしのドレス 水野 奏 5 - 佐賀県

幼児5～6才 銀賞 みんなのまちを守る　はたらく車 長嶺　一輝 5 - 沖縄県

小学校1･2年生 文部科学大臣奨励賞 みんなでした 花火 田中　結依 6 小1 福岡県

小学校1･2年生 ルーヴル美術館賞 地球の温度を下げたいな 阿部　一樹 7 小2 宮城県

小学校1･2年生 金賞 きんぎょすくい 東谷　温大 6 小1 徳島県

小学校1･2年生 銀賞 金ぎょにえさをやったよ。 工藤　菜々恵 7 小2 青森県

小学校1･2年生 銀賞 ぼくの夏休み 井上　諒祐 8 小2 栃木県

小学校1･2年生 銀賞 みんなの笑顔 平野　幹根 8 小2 東京都

小学校1･2年生 銀賞 箱から飛び出す ぼくの空想物語
～ぼくと昆虫たちのｓｎｏｗパーティー～ 堀尾　空生 7 小2 愛知県

小学校1･2年生 銀賞 お兄ちゃんとの将棋 山下　晴揮 7 小2 富山県

小学校1･2年生 銀賞 楽しいとも旗まつり 角  和優 7 小2 石川県

小学校1･2年生 銀賞 森にすんでいる　だいすきな虫たち 向井　啓人 6 小1 京都府

小学校1･2年生 銀賞 ハムスター　くるみちゃん 間所　美南実 6 小1 京都府

小学校1･2年生 銀賞 バレー 平川　佳湖 8 小2 奈良県

小学校1･2年生 銀賞 たいせつにしたいもの 岡田　健吾 7 小2 山口県

小学校1･2年生 銀賞 おねえちゃんとわたしのピアノ 坪内　萌 6 小1 愛媛県

小学校1･2年生 銀賞 ケンクンのいえ 矢野　琴美 6 小1 福岡県

小学校1･2年生 銀賞 わが家の金魚 篠原　千尋 7 小1 熊本県

小学校1･2年生 銀賞 ４ひきのどじょう 矢野　智也 8 小2 宮崎県



第３２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 文部科学大臣奨励賞 金魚　の　レッド 島田　英里 9 小4 岐阜県

小学校3･4年生 全国造形教育連盟委員長賞 プチネコのおきもの 羽鳥　柚美 10 小4 北海道

小学校3･4年生 金賞 地球の未来 井上　晃太郎 8 小3 京都府

小学校3･4年生 銀賞 １回はかちたいな 木村　青頌 8 小4 青森県

小学校3･4年生 銀賞 心をひとつに一緒に踊るなかまたち 綿引　美裕 8 小3 新潟県

小学校3･4年生 銀賞 『花火』 矢嶋　祥子 10 小4 千葉県

小学校3･4年生 銀賞 みんなにとって木はたいせつ 加藤　里彩 9 小3 愛知県

小学校3･4年生 銀賞 サッカーボールと仲間 小松　巧 9 小4 京都府

小学校3･4年生 銀賞 思い出の写真 髙木　京香 9 小4 京都府

小学校3･4年生 銀賞 いつも一緒の家族 髙田 咲惠 10 小4 大阪府

小学校3･4年生 銀賞 ゆめ・レスキュー隊員 近藤　慶哉 8 小3 鳥取県

小学校3･4年生 銀賞 友だちとかげふみ 伊東　哲博 8 小3 広島県

小学校3･4年生 銀賞 あわおどり 東谷　颯大 8 小3 徳島県

小学校3･4年生 銀賞 ぼくの大切な時間 宝田　勇樹 9 小3 香川県

小学校3･4年生 銀賞 魔女になる夢 安武  茉子 10 小4 福岡県

小学校3･4年生 銀賞 海ガメ 大窪　里咲 9 小3 長崎県

小学校3･4年生 銀賞 Ｌe sourire Amelys AMGHAR-WAUQUIER - - フランス

小学校5･6年生 文部科学大臣奨励賞 うつくしい水 北島　陽 10 小5 神奈川県

小学校5･6年生 日本教育美術連盟理事長賞 いつも私の心をいやしてくれる音楽 橋本　絵里奈 12 小6 大阪府

小学校5･6年生 金賞 花びん 松岡　奈央 11 小5 奈良県

小学校5･6年生 銀賞 家族との時間 保坂　聖也 12 小6 山梨県

小学校5･6年生 銀賞 海のファンタジー 木村　夏海 10 小5 埼玉県

小学校5･6年生 銀賞 ふれあいの伝統行事 中尾　朱里 11 小5 神奈川県

小学校5･6年生 銀賞 大切なインコ 岡田　拓 10 小5 三重県

小学校5･6年生 銀賞 カメのふ化 中川　泰暉 10 小5 兵庫県

小学校5･6年生 銀賞 南の海 国光　郁希 11 小6 岡山県

小学校5･6年生 銀賞 １番大切なもの 摩嶋　薫 11 小6 山口県

小学校5･6年生 銀賞 イルカの旅 眞鍋　貞弘 11 小6 愛媛県

小学校5･6年生 銀賞 三線の音にさそわれて 小原　涼太 11 小6 高知県

小学校5･6年生 銀賞 ぼくの学校 大家　隆平 11 小6 高知県

小学校5･6年生 銀賞 夜のパレード 福島　麻弥 10 小5 福岡県

小学校5･6年生 銀賞 メガトン 冨田 仁 11 小6 福岡県

小学校5･6年生 銀賞 宝の海・有明海 永松　寛之 11 小5 佐賀県
小学校5･6年生 銀賞 月夜で神楽 高畑　洸作 12 小6 大分県

CG フランス大使館賞 たいせつに　したいもの　（すべて！！） 渡辺　琢哉 13 中2 愛知県

CG 金賞 JAPAN 戸井田　透子 14 中3 東京都

CG 銀賞 心のイメージ 松原 浩介 10 小5 北海道

CG 銀賞 要塞 榊　友次郎 14 中3 福島県

CG 銀賞 地球 黒川　真早騎 13 中1 茨城県

CG 銀賞 龍 家近　ひとみ 13 中2 千葉県

CG 銀賞 『休息』 水越　由里子 15 中3 山梨県

CG 銀賞 命のはて 柴　華愛 12 中1 長野県

CG 銀賞 虫歯はいやっ！ 稲田　直樹 9 小4 大阪府

CG 銀賞 遺産の共存 石丸　貴登 15 中3 愛媛県

CG 銀賞 宇宙 速瀬　博隆 10 小5 高知県

CG 銀賞 スーパーひこうき 河邊 周 5 - 長崎県

CG 銀賞 おさんぽ 米盛　大翔 9 小4 鹿児島県

CG 銀賞 ありがとう、おじいちゃんおばあちゃん 石神　よし乃 15 中3 鹿児島県

CG 銀賞 コケコッコー 小久保　賢治 14 中2 鹿児島県

CG 銀賞 間違った製品 加藤 舞 - 中2 アメリカ



第３２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5～6才 文部科学大臣奨励賞
いろいろなわたしの

たからもの
北原　万璃子 6 ー 滋賀県

小学校1･2年生 文部科学大臣奨励賞 みんなでした 花火 田中　結依 6 小1 福岡県

小学校3･4年生 文部科学大臣奨励賞 金魚　の　レッド 島田　英里 9 小4 岐阜県

小学校5･6年生 文部科学大臣奨励賞 うつくしい水 北島　陽 10 小5 神奈川県

幼児0～4才 日本ユニセフ協会会長賞 おばあちゃん 硲　琴恵 4 ー 和歌山県

幼児5～6才 日本ユニセフ協会会長賞 みんな 稲川　紡 5 ー 兵庫県

小学校1･2年生 ルーヴル美術館賞 地球の温度を下げたいな 阿部　一樹 7 小2 宮城県

小学校3･4年生 全国造形教育連盟委員長賞 プチネコのおきもの 羽鳥　柚美 10 小4 北海道

小学校5･6年生 日本教育美術連盟理事長賞
いつも私の心を

いやしてくれる音楽
橋本　絵里奈 12 小6 大阪府

CG フランス大使館賞
たいせつに　したいもの

　（すべて！！）
渡辺　琢哉 13 中2 愛知県


