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住友生命保険相互会社（社長 佐藤義雄）では、「第３５回こども絵画コンクール」を開催、

２０１１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９９７万点を超え、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。 

 

３５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１９９，６４４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・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。 

 

１９万点を超える応募作品の中から選ばれた優秀作品５８５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

１０８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１２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３５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  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  「ドキドキ！わくわく！」 

５．審査結果 

  ａ．全国審査 ・日時   １０月２７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 ： 藤丸
ふじまる

  一郎
いちろう

 事務局長 

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 ： 米山
よねやま

 和道
ま さ み

 部長 

ルーヴル美術館  ： ロランス・ブロッス 氏 

フランス大使館   ： エレーヌ・ケルマシュター 氏 

 

  ｂ．賞の内訳 ・特別賞   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 

                ボクの、ワタシの、未来賞   ６点 

                ※ボクの、ワタシの、未来賞については、 

後日別途発表いたします。 

         ・金 賞       ６点 

         ・銀 賞      ９０点 

         ・銅 賞        １２０点 

         ・秀作賞        ３５７点 

       

６．データ  応募総数： １９９，６４４点（第１回からの応募総数：９，９７２，７２１点） 

国別内訳 部門別内訳 

日本国内 １９７，４４２点 幼児０～４才部門 ６６，４００点

アメリカ   １，７１３点 幼児５～６才部門 ５１，６１７点

フランス他 ３３１点 小学校１・２年生部門  ３７，７４５点

イギリス     １５８点 小学校３・４年生部門  ２７，３３２点

  小学校５・６年生部門 １５，９３７点

  ＣＧ部門     ６１３点

 

７．展覧会 

・全国展覧会   ：2012 年 1 月 7 日(土)～9 日(月･祝) 東京タワー フットタウン 1 階特設会場  

・ルーヴル展覧会 ：2012 年 3 月 9 日(金)～4 月 9 日(月) ルーヴル美術館（フランス パリ） 

  以 上 

第３５回こども絵画コンクール概要 
【参考資料①】



第３５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歳 日本ユニセフ協会会長賞 プールのすべりだいからみずのなかにすべってはいるとき 堀内　星吾 4 静岡県

幼児０～４歳 金賞 みんなでみたよ。花火どっか～ん！！ 信澤　明咲 3 群馬県

幼児０～４歳 銀賞 ぞうさん 蛇石　啓将 3 茨城県

幼児０～４歳 銀賞 はじめてのスイミング 河本　春菜 4 東京都

幼児０～４歳 銀賞 きらんとすきなもの 西浜　姫蘭 4 東京都

幼児０～４歳 銀賞 しゃぼんだま 岡田　柚香 4 千葉県

幼児０～４歳 銀賞 うさぎのおひめさま 田畑　祐香子 4 神奈川県

幼児０～４歳 銀賞 くじらジェットコースターにのったよ 安藤　仁 3 愛知県

幼児０～４歳 銀賞 大きい車ってすごいな！ 野口　豪太 4 富山県

幼児０～４歳 銀賞 ボールがでてくるビックリゲーム！ 原　昇平 4 石川県

幼児０～４歳 銀賞 セミとりに行ったよ 村田　大翔 4 大阪府

幼児０～４歳 銀賞 ぼく、いっとうしょう！ 濱田　航大 4 愛媛県

幼児０～４歳 銀賞 おおきなぞうさんをみたよ！ 岡田　善希 3 福岡県

幼児０～４歳 銀賞 バスでおでかけ 大町　愛 4 佐賀県

幼児０～４歳 銀賞 ほてるにいったとき 水田　華暖 4 佐賀県

幼児０～４歳 銀賞 はしれ！はしれ！きゅうきゅうしゃ 柳田　琉翔 3 熊本県

幼児０～４歳 銀賞 ふれあいひろば 新垣　華胡 3 沖縄県

幼児５～６歳 日本ユニセフ協会会長賞 だいすきな虫たちにかこまれたらドキドキ！わくわく！ 斉藤　匠汰 6 富山県

幼児５～６歳 金賞 ぞうさんシャワー 清水　冬羽 5 神奈川県

幼児５～６歳 銀賞 ぞうさんにあつまれ！ 平山　美佑 5 宮城県

幼児５～６歳 銀賞 しゃぼん玉 八鍬　咲音 6 宮城県

幼児５～６歳 銀賞 がんばれ！モンテディオ！ 深瀬　和志 5 山形県

幼児５～６歳 銀賞 海の上のバス 白柳　洸征 6 東京都

幼児５～６歳 銀賞 はじめてのえいがかん 田代　良太 5 埼玉県

幼児５～６歳 銀賞 アリとパイナップル 金井　将太朗 5 神奈川県

幼児５～６歳 銀賞 まてまてバナナ 北村　夢咲 5 長野県

幼児５～６歳 銀賞 シフォンとの時間 佐々木　水萌 5 愛知県

幼児５～６歳 銀賞 僕の背よりもずっとずっと高いビルを見たよ 中内　謙秀 6 三重県

幼児５～６歳 銀賞 トランプでばばがあたりそうなとき 金尾　咲菜 5 大阪府

幼児５～６歳 銀賞 ピアノのコンクール 橋本　萌 5 岡山県

幼児５～６歳 銀賞 目が回る～！ 佐藤　望明 5 福岡県

幼児５～６歳 銀賞 「やったー！自転車に乗れたー！」 山領　荘次郎 6 佐賀県

幼児５～６歳 銀賞 どうぶつえんのきりんさんとあったよ 石原　優菜 6 熊本県

幼児５～６歳 銀賞 おうちに神様がやってきた 利光　宏基 6 大分県

小学校１・２年 ルーヴル美術館賞 海の仲間たちと、ドキドキ！わくわく！ 田村　謙成 7 小2 兵庫県

小学校１・２年 金賞 プール 小林　桃寧 7 小1 神奈川県

小学校１・２年 銀賞 おうまとなかよし 大窪　晴人 7 小2 北海道

小学校１・２年 銀賞 うれしい誕生日 及川　咲空 7 小1 岩手県

小学校１・２年 銀賞 すいぞくかん 朽木　利豪 6 小1 宮城県

小学校１・２年 銀賞 カブトムシハウスへようこそ！ 吉澤　空輝 8 小2 東京都

小学校１・２年 銀賞 空から見たぐるぐる花畑 河野　馨 7 小2 東京都

小学校１・２年 銀賞 あけてびっくり！！かわいいおべんとう 齋藤　瑠奈 7 小2 埼玉県

小学校１・２年 銀賞 かぶとむしをかっているよ！ 瀧本　和慶 6 小1 埼玉県

小学校１・２年 銀賞 はじめての発表会 佐野　和奏 8 小2 静岡県

小学校１・２年 銀賞 介護センターで、たいこの発表会 川北　健司 7 小2 三重県

小学校１・２年 銀賞 ちちしぼり 川見　唯衣 7 小2 奈良県

小学校１・２年 銀賞 こわいとら、ひのなかへ 須﨑　亮介 6 小1 愛媛県

小学校１・２年 銀賞 プールでもぐったよ 松本　優星 8 小2 福岡県

小学校１・２年 銀賞 プール 古賀　朝陽 7 小2 佐賀県

小学校１・２年 銀賞 おおきなふね 喜名　美月 6 小1 沖縄県

小学校１・２年 銀賞 Ｍｏｎ　ｃｈａｔ　ｅｔ　ｍｏｉ　（わたしの猫とわたし） Ｔｅａ　Ｖｒｈｏｃｉ 8 小2 クロアチア



第３５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 全国造形教育連盟委員長賞 化石のきょうりゅうをほりだす僕 深田　颯太 9 小4 東京都

小学校３・４年 金賞 すばらしい世界 永松　裕子 9 小4 佐賀県

小学校３・４年 銀賞 だがし屋さんのドキドキわくわく楽しいくじ引き 田中　涼子 10 小4 新潟県

小学校３・４年 銀賞 真夜中のグラス 中村　朱 10 小4 東京都

小学校３・４年 銀賞 ライオンのせなかにのって 丸　小羽音 8 小3 千葉県

小学校３・４年 銀賞 まほうの船 山本　竜 9 小4 千葉県

小学校３・４年 銀賞 四年生の体験学習 梅村　承佑 9 小4 神奈川県

小学校３・４年 銀賞 卵を産んだヌマムツ 川合　央記 10 小4 岐阜県

小学校３・４年 銀賞 きれいな動物 東　さくら 10 小4 愛知県

小学校３・４年 銀賞 恐竜時代へレッツゴー 藤本　拓真 8 小3 石川県

小学校３・４年 銀賞 海の世界 城内　快斗 10 小4 滋賀県

小学校３・４年 銀賞 牛にであえる 中井　雄基 8 小3 京都府

小学校３・４年 銀賞 かえる 小原　愛生 9 小4 大阪府

小学校３・４年 銀賞 みんな友達！ 松本　日菜 9 小4 広島県

小学校３・４年 銀賞 ぼくの大すきな生き物をさがす時間 前田　遥紀 9 小4 徳島県

小学校３・４年 銀賞 無重力で結婚式 斎藤　愛 8 小3 高知県

小学校３・４年 銀賞 花火 スミス　啓 9 小4 アメリカ

小学校５・６年 日本教育美術連盟理事長賞 空飛ぶウサギ型ロケットハウスはボクの発明第１号 棗田　翔陽 11 小5 岡山県

小学校５・６年 金賞 ぼくは、あきらめない！！～もう一度、花をさかせたい～ 阿部　一樹 10 小5 宮城県

小学校５・６年 銀賞 どんな花が咲くのかなぁ 藤村　莉々花 10 小5 宮城県

小学校５・６年 銀賞 ドキドキ！わくわく！まほうのじゅうたんにのっていろんなせかいへ！ 柏田　ひかる 11 小6 東京都

小学校５・６年 銀賞 不思議な本をあけたその先は 倉島　悠太 12 小6 埼玉県

小学校５・６年 銀賞 うちわ祭り 田尻　野々花 10 小5 埼玉県

小学校５・６年 銀賞 一蹴入魂 川口　裕也 12 小6 神奈川県

小学校５・６年 銀賞 水泳大会のスタートの直前 村松　俊希 12 小6 静岡県

小学校５・６年 銀賞 映画館にて 土川　拓野 11 小6 愛知県

小学校５・６年 銀賞 人生 池上　りん 11 小6 大阪府

小学校５・６年 銀賞 今だ！カメレオンのシャッターチャンス！！ 山崎　滉紀 12 小6 岡山県

小学校５・６年 銀賞 花火！！ひまわりの特等席にすわって見たよ 菊池　真幸 10 小5 広島県

小学校５・６年 銀賞 長い三分間（カップヌードル） 前川　青葉 12 小6 高知県

小学校５・６年 銀賞 海の魚たち 鴨川　陽菜 12 小6 長崎県

小学校５・６年 銀賞 夏の夜の神秘～セミくんガンバレー！！ 林　慧悟 11 小6 熊本県

小学校５・６年 銀賞 オオカブトを見つけたよ！ 田中　龍一 11 小5 鹿児島県

小学校５・６年 銀賞 飛べ！　ワン・ツー・スリー 塗木　ひかる 12 小6 イギリス

ＣＧ フランス大使館賞 幻想都市 伊藤　雄生 13 中2 新潟県

ＣＧ 金賞 書架～本から広がるセカイ～ 松尾　祐実 15 中3 千葉県

ＣＧ 銀賞 届くかな、この思い。 植木  夏波 12 中1 青森県

ＣＧ 銀賞 ～舞～ 福田　真由 13 中2 栃木県

ＣＧ 銀賞 生命の樹（いのちのき） 宍戸　承太郎 8 小3 茨城県

ＣＧ 銀賞 希望の星屑 青木　麻緒 14 中3 茨城県

ＣＧ 銀賞 ボクの街を空から見ると・・・。 榎本　晨吾 14 中2 埼玉県

ＣＧ 銀賞 ふしぎな世界を冒険 小林　詩織 7 小2 山梨県

ＣＧ 銀賞 じんべえざめのせなかで　おひるね 相澤　勇希 8 小2 千葉県

ＣＧ 銀賞 宇宙空間自由自在 椿原　崇匡 13 中1 千葉県

ＣＧ 銀賞 ワクワク　ドキドキせん光花火 鈴木　優哉 13 中2 静岡県

ＣＧ 銀賞 Ｄｏ　ｙｏｕ　ａｌｓｏ　ｐａｒｔｉｃｉｐａｔｅ？ 久保　光里 15 中3 愛知県

ＣＧ 銀賞 たいよう 石上　怜奈 13 中1 大阪府

ＣＧ 銀賞 波をつかめ！！ 林　満里奈 14 中3 香川県

ＣＧ 銀賞 Ｄｒｅａｍ　Ｂｏｘ 藤瀬  紀帆 13 中2 イギリス

ＣＧ 銀賞 心の水 岩渕　由佳 14 中2 イギリス

ＣＧ 銀賞 読書（物語の世界へ） 間野　来春 13 中2 アメリカ



   　　　　 　　　第３５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歳 日本ユニセフ協会会長賞
プールのすべりだいから

みずのなかにすべってはいるとき
堀内　星吾 4 ― 静岡県

幼児５～６歳 日本ユニセフ協会会長賞
だいすきな虫たちにかこまれたら

ドキドキ！わくわく！
斉藤　匠汰 6 ― 富山県

小学校１・２年 ルーヴル美術館賞
海の仲間たちと、

ドキドキ！わくわく！
田村　謙成 7 小2 兵庫県

小学校３・４年 全国造形教育連盟委員長賞 化石のきょうりゅうをほりだす僕 深田　颯太 9 小4 東京都

小学校５・６年 日本教育美術連盟理事長賞
空飛ぶウサギ型ロケットハウスは

ボクの発明第１号
棗田　翔陽 11 小5 岡山県

ＣＧ フランス大使館賞 幻想都市 伊藤　雄生 13 中2 新潟県

(敬称略)

【参考資料③】


