
第１１回「家やまちの絵本」コンクール 審査結果発表 
平成 2７年 10 月 

 
 第１１回「家やまちの絵本」コンクールにたくさんのご応募をいただき、ありがとうございました。

全部門合わせて１，３３１作品のご応募をいただき、9 月 18 日(金)に審査会を実施いたしました。

厳正な審査の結果、次の方々が受賞されましたので、発表いたします。 
 
国土交通大臣賞（1 作品）       賞状及び副賞（図書券 5 万円） 
   作品名 「おばけのようちえん」 作者  立道 駿斗 立道 都 

（合作の部 ： 福岡県糟屋郡 立道 駿斗 幼稚園年長 5 才 立道 都 母）  
 
文部科学大臣賞（2 作品）     賞状及び副賞（図書券 5 万円） 
   作品名 「大きな声で」     作者  小林 真子 

（子どもの部 ： 千葉県市川市 小学校５年生） 
 
   作品名 「コトバのキャッチボール」  作者  丸尾 佳保 

（中学生・高校生の部 ： 兵庫県揖保郡 中学３年生） 
 
住宅金融支援機構理事長賞（１作品）  賞状及び副賞（図書券 5 万円） 
   作品名 「おうちのたね」    作者  菅原 奈津子 

（大人の部 ： 大阪府豊中市） 
 
都市再生機構理事長賞（１作品）    賞状及び副賞（図書券 5 万円） 
   作品名 「モエちゃんの おかしのおうち」   作者 安藤 邦緒 

（大人の部 ： 岐阜県本巣郡） 
 
住生活月間中央イベント実行委員会委員長賞（４作品）  賞状及び副賞（図書券３万円） 
   作品名 「おしろ」       作者  大澤 愛美 
      （中学生・高校生の部 ： 東京都葛飾区 高校３年生） 
   作品名 「野辺地のめじゃーず」 作者  岡野 麻奈 原田 遥 西堀 杏子  

熊沢 千尋 浅野 奏   
      （合作の部 ： 青森県上北郡 高校３年生） 
   作品名 「太田さんと家とまち」 作者 太田 利三 絵画教室生徒 1６名    
      （合作の部 ： 静岡県富士市 太田 利三：画家  

絵画教室生徒 1６名：小学生・主婦） 
   作品名 「すずめのおうち」   作者  荒 旬之輔 荒 晴子） 
      （合作の部：東京都世田谷区 荒 旬之輔 幼稚園年中 ４才 荒 晴子 母） 
 
 
 
 



入選（２０作品）       賞状及び副賞（図書券１万円）    
   作品名 「わたしの家や町」      作者  上田 海未  
       （子どもの部 ： 愛知県清須市 小学校５年生） 
   作品名 「ふしぎな家」        作者  栁 香りん 
       （子どもの部 ： 神奈川県横浜市 小学校３年生） 
   作品名 「おうちにおいで」      作者  中川 一輝 
       （子どもの部 ： 滋賀県大津市 幼稚園年長 ６才） 
   作品名 「ひととき」         作者  砂金 諒 
       （子どもの部 ： 東京都江東区 小学校４年生） 
   作品名 「あさがおのたんけん」    作者  森下 かの 
       （子どもの部 ： 大阪府高槻市 小学校１年生） 
   作品名 「赤髪の少女」        作者  菊地 恵奈 
       （中学生・高校生の部 ： 静岡県沼津市 高校３年生） 
   作品名 「とこちゃんのプチぼうけん」 作者  梶田 愛莉 
       （中学生・高校生の部 ： 愛知県一宮市 高校３年生） 
   作品名 「竹林マンション」      作者  宮尾 澪香 
       （中学生・高校生の部 ： 山口県下関市 高校３年生） 
   作品名 「ツバメと家」        作者 佐々木 明日香 
       （中学生・高校生の部 ： 兵庫県揖保郡 中学３年生） 
   作品名 「がんばれこうちゃん     作者  三木 咲良 
       （中学生・高校生の部 ： 兵庫県揖保郡 中学３年生） 

作品名 「満月の日はぼくの家」    作者  秋谷 正夫 
       （大人の部 ： 千葉県鎌ヶ谷市 公務員） 
   作品名 「月に恋した太陽」      作者 渡辺 昭子 
       （大人の部 ： 東京都江戸川区 主婦） 
   作品名 「かなへびねえさん」     作者 三島 由美 
       （大人の部 ： 愛知県碧南市 主婦） 
   作品名 「いたずらな風の吹く街」   作者 栁 恵美   
       （大人の部 ： 神奈川県横浜市 会社員） 
   作品名 「このいえ だれのいえ」   作者 塩見 尚路  
       （大人の部 ： 静岡県伊東市 特別支援学校 講師） 
   作品名 「ぼくはまちのえほんやさん」   作者 住吉 諒 住吉 直子 住吉 千翔  
       （合作の部 ： 徳島県三好市 住吉 諒 小学２年生 住吉 直子 母  

住吉 千翔 幼稚園年少 ５才） 
   作品名 「どんな おうちに すんでるの？」作者 永井 奏音 永井 志穂 永井 詩花   
       （合作の部 ： 静岡県静岡市 永井 奏音 幼稚園年少 ４才 永井 志穂 母 

永井 詩花 １才） 
   作品名 「すてきなおうち」        作者 大岡 陽麻里 大岡 早苗  

 （合作の部 ： 神奈川県横浜市 大岡 陽麻里 幼稚園年少 ４才  
大岡 早苗 母） 

 



   作品名 「ちゅうたとつみきのいえ」    作者 澤邊 勇太 澤邊 貴子  
（合作の部 ： 千葉県船橋市 澤邊 勇太 幼稚園年中 ５才  
澤邊 貴子 母） 

   作品名 「カドヤ食堂の四季」       作者 星野 英俊 青山 恵子 
（合作の部 ： 神奈川県藤沢市 特別支援学校 教諭） 

 
 
 
 
 
以上、29 名（組）の方々が受賞されました。おめでとうございます。 
 
表彰式は、10 月 17 日（土）、住生活月間中央イベント式典（神奈川県横浜市）にて行い、 

立道 駿斗様・立道 都様（国土交通大臣賞）、小林 真子様（文部科学大臣賞）、丸尾 佳保様（文

部科学大臣賞）、菅原 奈津子様（住宅金融支援機構理事長賞）、に、賞状・副賞が授与されました。

（都市再生機構理事長賞 安藤 邦緒様は、仕事のご都合で欠席） 
 
 上記５作品（表彰式参加）及び住生活月間中央イベント実行委員会委員長賞の４作品のパネル展示

を、住宅金融支援機構（東京都文京区）のギャラリー会場にて行います。（平成 27 年 11 月末まで） 
 
 
 次回のコンクールも皆様からのたくさんのご応募、心よりお待ちしております。 
 
第 1１回「家やまちの絵本」コンクール 
主催 住生活月間中央イベント実行委員会  
共催 一般社団法人 住宅生産団体連合会 
後援 国土交通省、文部科学省、住宅金融支援機構、都市再生機構、 
   東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・愛知県・京都府・兵庫県各教育委員会 


