
第１３回「家やまちの絵本」コンクール 審査結果の発表 
 

平成２９年１０月１３日（金） 
 
 第１３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、誠にありがとうございまし

た。全部門合わせて４９５作品のご応募をいただき、９月１５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 「輝きはじめた町」   作者  馬上 日菜 

（子どもの部 ： 福島県双葉郡楢葉町 小学校６年生）  
 
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 「ぼくは天じょう」   作者  横須賀 悠人 

（子どもの部 ： 東京都日野市 小学校２年生） 
 
   作品名 「おつきさまのまほう Magic Of The Moon」   

作者  仲宗根 萌 
（中学生・高校生の部 ： 沖縄県中頭郡西原町 高校２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 「お守りかえる」    作者  ガリドディアス 智恵子 

（大人の部 ： 東京都狛江市 無職） 
 
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 「さがしもの大さくせん」作者 立道 駿斗、 立道 都 

（合作の部 ： 福岡県糟屋郡須恵町 立道 駿斗 小学校２年生、立道 都 母） 
 
 
 
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 「へんしん！おうちロボット」 

作者  長山 桜介 
       （子どもの部 ： 兵庫県尼崎市 幼稚園年長） 
   作品名 「いそがなきゃ！」   作者  西山 百花  
       （中学生・高校生の部 ： 兵庫県たつの市 高校２年生） 
   作品名 「えほんのくに KEMBUCHI」  

作者  柴 茜   
       （大人の部 ： 長野県上伊那郡箕輪町 アルバイト） 
   作品名 「りんたと１つぶのたね」作者 澤邉 勇太、 澤邉 貴子  

（合作の部 ： 千葉県船橋市 澤邉 勇太 小学校１年生、澤邉 貴子 母） 



入選（１９作品）            賞状及び副賞（図書券１万円）    
   作品名 「ぼくのようちえん」  作者  永井 奏音 
       （子どもの部 ： 静岡県静岡市 幼稚園年長） 
   作品名 「ありがとう」     作者  米光 翔 
       （子どもの部 ： 埼玉県上尾市 小学校３年生） 
   作品名 「なっちゃんのふしぎなへや」    

作者  金子 みのり 
       （子どもの部 ： 新潟県五泉市 小学校４年生） 
   作品名 「うみのゆうびんやさん」作者  辻村 颯太 
       （子どもの部 ： 神奈川県足柄上郡開成町 小学校１年生） 
   作品名 「ダムにしずんだ村 滝畑」 

作者  森川 大輝 
       （子どもの部 ： 大阪府河内長野市 小学校５年生） 
 
   作品名 「おねえちゃんだから！！」           

作者  兜森 由季 
       （中学生・高校生の部 ： 北海道帯広市 高校３年生） 
   作品名 「ぞうさんのおうち」  作者  杉田 顕優 
       （中学生・高校生の部 ： 千葉県松戸市 中学校３年生） 
   作品名 「ぼくのいえ」     作者  関口 達也 
       （中学生・高校生の部 ： 千葉県松戸市 中学校３年生） 
   作品名 「月の国」       作者  長田 唯以 
       （中学生・高校生の部 ： 静岡県富士宮市 中学校１年生） 
   作品名 「沖縄」        作者 松野 愛美莉 
       （中学生・高校生の部 ： 東京都練馬区 中学校２年生） 
 

作品名 「おばあちゃんへ－やさしい手の思い出―」    
作者 平尾 郁穂 

       （大人の部 ： 静岡県静岡市 会社員） 
作品名 「町に公園を造ろう！」 作者  安藤 邦緒 

       （大人の部 ： 岐阜県本巣郡北方町 無職） 
   作品名 「かくれんぼ－クロスケのつぶやき－」  

作者 髙橋 俊英   
       （大人の部 ： 福岡県遠賀郡岡垣町 自営業） 
   作品名 「暮しのかたちと間取り『住まいの思い出、そして今』」         

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 「うずらのおうち」   作者 酒井 正也 
       （大人の部 ： 長野県飯田市 自営業） 
 
 



   作品名 「ヤンバルクイナと５人の子どもたち」 
作者 金城 明美、 武田 小夏、浦崎 斉磨、 

稲福 陽人、稲福 莉亜奈、浦崎 未安  
（合作の部 ： 沖縄県国頭郡国頭村 金城 明美 国頭村立北国小学校校長、武田 

小夏 小学校５年生、浦崎 斉磨 小学校４年生、稲福 陽人 小

学校３年生、稲福 莉亜奈 小学校２年生、浦崎 未安 小学校１

年生） 
   作品名 「おいしいがいっぱい」 作者 永井 詩花、 山本 絵理 

 （合作の部 ： 兵庫県加東市 永井 詩花 ３才、山本 絵理 叔母） 
   作品名 「コツンの想ぞうのおうち」 

作者 相原 伊知花、相原 洋子  
（合作の部 ： 東京都杉並区 相原 伊知花 小学校４年生、相原 洋子 母） 

   作品名 「君からのおくりもの」 作者 井上 葉月、松岡 智世、礒野 秀章、 
大向 一世、岡本 優人、谷口 博貴  

（合作の部 ： 奈良県宇陀郡曾爾村 井上 葉月 中学校３年生、松岡 智世 中

学校３年生、礒野 秀章 中学校３年生、大向 一世 中学校３年

生、岡本 優人 中学校３年生、谷口 博貴 中学校３年生） 
 
 
 
以上、２８名（組）の方々が受賞されました。誠におめでとうございます。 

 
表彰式は、さる１０月１日（日）、住生活月間中央イベント合同記念式典（長崎県佐世保市、於：

アルカス SASEBO）にて行い、馬上 日菜様（国土交通大臣賞）、横須賀 悠人様（文部科学大臣賞）、

仲宗根 萌様（文部科学大臣賞）、ガリドディアス 智恵子様（住宅金融支援機構理事長賞）、立道 駿

斗様、立道 都様（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作品のパネル展示を、住宅金融支援機構（東京都文京区後楽１－４－１０）の

１F ギャラリー会場にて、平成２９年１１月末日まで行います。 
 
 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１３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・福岡県 各教育委員会 
 

以上 


