
第１２回「家やまちの絵本」コンクール 審査結果発表 
平成２８年１０月２１日 

 
 第１２回「家やまちの絵本」コンクールに、沢山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７７９作品のご応募をいただき、９月２３日(金)に最終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、以下の通り、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 「完◇たて穴式住居のたてかた」 作者  萱場 けやき、 萱場 明子 

（合作の部 ： 東京都西多摩郡 萱場 けやき 中学校３年生、萱場 明子 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 「わたしのおとうと」     作者  諸橋 美空 

（子どもの部 ： 新潟県妙高市 小学校２年生） 
 
   作品名 「カールのまほうのえふで」  作者  西山 百花 

（中学生・高校生の部 ： 兵庫県たつの市 高校１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 「りっちゃんと窓ガラスちゃん」 作者  八日市 律子 

（大人の部 ： 京都府宇治市 京都市立上京中学校教諭） 
 
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 「大好きなまち」        作者  馬上 日菜 

（子どもの部 ： 福島県双葉郡 小学校５年生） 
 
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 「住馬都歩音（すまとほおん）」   作者  小林 真子 
       （子どもの部 ： 千葉県市川市 小学校６年生） 
   作品名 「はじめてのであい」      作者  山田 百華   
       （中学生・高校生の部 ： 愛知県安城市 高校３年生） 
   作品名 「こんちゃん」         作者  中根 潮美    
       （大人の部 ： 愛知県碧南市 中学校 心の相談員） 
   作品名 「神様のおうち」        作者  酒井 航、酒井 明日香、酒井 正也 

              （合作の部：長野県飯田市 酒井 航 小学校１年生、酒井 明日香 小学校６年

生、酒井 正也 父） 
 
 
 
 
 



入選（２０作品）            賞状及び副賞（図書券１万円）    
   作品名 「ハッピーのわくわくさがし」  作者  菅谷 彩智 
       （子どもの部 ： 神奈川県横浜市 小学校４年生） 
   作品名 「ひっこし」          作者  長谷部 琥太朗 
       （子どもの部 ： 福島県須賀川市 小学校１年生） 
   作品名 「ポップちゃんのすきな町」   作者  金子 みのり 
       （子どもの部 ： 新潟県五泉市 小学校３年生） 
   作品名 「わたしもう鳥とくらす！」   作者  伊藤 圭織 
       （子どもの部 ： 茨城県牛久市 小学校５年生） 
   作品名 「だいすき」          作者  米光 翔 
       （子どもの部 ： 埼玉県上尾市 小学校２年生） 
   作品名 「夢ノ中ノ家」         作者  島田 琴音 
       （中学生・高校生の部 ： 広島県広島市 高校１年生） 
   作品名 「どんな家？」         作者  小柳 友加奈 
       （中学生・高校生の部 ： 愛知県一宮市 高校３年生） 
   作品名 「色の世界」          作者  福田 成美 
       （中学生・高校生の部 ： 愛知県一宮市 高校３年生） 
   作品名 「ぼくの学校のおくりもの」   作者 石川 瞬 
       （中学生・高校生の部 ： 千葉県市原市 高校１年生） 
   作品名 「ぼくらの町の守り鬼」     作者  廣瀬 京香 
       （中学生・高校生の部 ： 大阪府寝屋川市 中学校２年生） 

作品名 「モエちゃんのせかいの家めぐり」作者  安藤 邦緒 
       （大人の部 ： 岐阜県本巣郡 無職） 
   作品名 「お・つ・か・い  家とまちの絵本  すごろくであそびましょう」   

作者 藤沢 あさみ 
       （大人の部 ： 東京都狛江市 無職） 
   作品名 「ぼくの家につばめが来た」   作者 大槻 拡子 
       （大人の部 ： 長野県松本市 公務員） 
   作品名 「パープルキャットの住むまち」 作者 髙橋 俊英   
       （大人の部 ： 福岡県遠賀郡 自営業） 
   作品名 「ヤドカリ君とハマグリ君  海は広いなー」         

作者 植木 秀視 
       （大人の部 ： 埼玉県さいたま市 建築設計） 
   作品名 「どうぞ」           作者 青柳 慶一郎、 青柳 敬子 
       （合作の部 ： 埼玉県朝霞市 青柳 慶一郎 ２才、青柳 敬子 母） 
   作品名 「そらと不思議なオバケ」    作者 前村 優佳、 梶 汐里、 

梶 真柚夏、嶋田 このみ  
（合作の部 ： 和歌山県日高郡 前村 優佳 中学校１年生、梶 汐理 中学校２

年生、梶 真柚夏 中学校３年生、嶋田 このみ 中学校３年生） 
 
 



   作品名 「うたちゃんのおうち」      作者 永井 詩花、 山本 絵理 
 （合作の部 ： 兵庫県加東市 永井 詩花 ２才、山本 絵理 叔母） 

   作品名 「しろいいえ」          作者 澤邉 勇太、 澤邉 貴子  
（合作の部 ： 千葉県船橋市 澤邉 勇太 幼稚園年長 ６才、澤邉 貴子 母） 

   作品名 「ひとくちたべたら」       作者 立道 駿斗、 立道 都 
（合作の部 ： 福岡県糟屋郡 立道 駿斗 小学校１年生、立道 都 母） 

 
 
 
 
 
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、さる 10 月 15 日（土）、住生活月間中央イベント合同記念式典（兵庫県神戸市）にて行

い、萱場 けやき様・萱場 明子様（国土交通大臣賞）、諸橋 美空様（文部科学大臣賞）、西山 百

花様（文部科学大臣賞）、八日市 律子様（住宅金融支援機構理事長賞）、馬上 日菜様（都市再生機

構理事長賞）に、賞状と副賞が授与されました。 
 
表彰式参加の上記５作品、および住生活月間中央イベント実行委員会委員長賞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、平成 28 年 11 月末まで行います。 
 
 
 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１２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 


