
第１４回「家やまちの絵本」コンクール 審査結果の発表 
 

平成３０年１０月２６日（金） 
 
 第１４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１，４７５作品のご応募をいただき、９月２１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 「おふろめいじん」   作者  柴田 愛果 

（中学生・高校生の部 ： 神奈川県横浜市 中学校３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 「スズの 未来予想図」 作者  古川 花 

（子どもの部 ： 石川県珠洲市 小学校６年生） 
 
   作品名 「アイの まち」    作者  駒﨑 つくし 

（中学生・高校生の部 ： 千葉県市原市 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 「いえ ばあちゃん」  作者  古用
ふるもち

 倫子、古用
ふるもち

 一登、古用
ふるもち

 七海 
（合作の部 ： 神奈川県相模原市 古用 倫子 母、古用 一登 幼稚園年長、 

古用 七海 幼稚園年少） 
 
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 「世界で一番 うつくしい町」 

作者  澤邉 勇太、 澤邉 理子、澤邉 貴子 
（合作の部 ： 千葉県船橋市 澤邉 勇太 小学校２年生、澤邉 理子 妹、 

澤邉 貴子 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 「ジンベエのすてきな家」 

作者  植村 陽
さ ん

太
た

 
       （子どもの部 ： 京都府福知山市 小学校２年生） 
   作品名 「楽しい余命３か月」  作者  小林 真子  
       （中学生・高校生の部 ： 千葉県市川市 中学校２年生） 
   作品名 「我輩は京町家に住む犬である」  

作者  八日市 律子  
       （大人の部 ： 京都府宇治市 公立中学校教諭） 
 



   作品名 「おもいでの ドレスやさん」 
作者  本木 夢、家永 珠里、池田 夏日  

（合作の部 ： 神奈川県川崎市 本木 夢 小学校６年生、東京都世田谷区 家永 

珠里 小学校５年生、茨城県神栖市 池田 夏日 小学校４年生） 
 
入選（２０作品）            賞状及び副賞（図書券１万円）    

作品名 「はなちゃん と アゲハチョウ」   
作者  金子 みのり 

       （子どもの部 ： 新潟県五泉市 小学校５年生） 
   作品名 「ひっくりかえった おうち」      

作者  横須賀 理人 
       （子どもの部 ： 東京都日野市 小学校１年生） 
   作品名 「ふしぎな ふしぎな おふろ町」 
                   作者  西尾 壮右 
       （子どもの部 ： 大阪府大阪市 小学校３年生）  
   作品名 「あやちゃんの ぼうし」作者  舌間 結香 
       （子どもの部 ： 福岡県直方市 小学校２年生） 
   作品名 「～次世代に受け継いでいきたい～河内長野だんじり」 

作者  森川 大輝 
       （子どもの部 ： 大阪府河内長野市 小学校６年生） 
 
   作品名 「きいろい くるまは どこいくの？」           

作者  圓尾 桃子 
       （中学生・高校生の部 ： 兵庫県姫路市 高校１年生） 
   作品名 「いい いえ」     作者  森本 萌咲 
       （中学生・高校生の部 ： 兵庫県姫路市 高校１年生） 
   作品名 「これから これから」 作者  平良 咲乃 
       （中学生・高校生の部 ： 沖縄県島尻郡南風原町 高校２年生） 
   作品名 「F ŪSEN  NO  TABI」作者  小川 今日太 
       （中学生・高校生の部 ： 千葉県松戸市 中学校３年生） 
   作品名 「私たちの ねがい」  作者  森田 晶子 
       （中学生・高校生の部 ： 福岡県宮若市 中学校３年生） 
 

作品名 「うちゅうせんになったボクのいえ」    
作者  武田 光弘 

       （大人の部 ： 長野県安曇野市 無職） 
作品名 「３家族のおうち」   作者  安藤 邦緒 

       （大人の部 ： 岐阜県本巣郡北方町 無職） 
   作品名 「スミレさんの おうち」  

作者  ガリドディアス 智恵子   
       （大人の部 ： 東京都狛江市 無職） 



   作品名 「しってる しってる」         
作者  すずき まお 

       （大人の部 ： 宮城県栗原市 公立小学校） 
   作品名 「やどりぎものがたり」 作者  山田 泰輔 
       （大人の部 ： 大阪府大阪市 大学３年生） 
 
   作品名 「かえってくるまえに」 

作者  澁谷 朋花、小田和 舞子  
（合作の部 ： 東京都西東京市 澁谷 朋花 大学４年生、小田和 舞子 大学４

年生） 
   作品名 「獅子が舞う おうち」 作者  酒井 正也、田中 智之 

 （合作の部 ： 長野県飯田市 酒井 正也 自営業、田中 智之 教職員） 
   作品名 「みんなの まちに とどけよう」 

作者  田畑 繁治、他 園児 42 名 
（合作の部 ： 兵庫県神戸市 田畑繁治 保育園教諭、ほか園児 年長） 

   作品名 「ことばあそびえほん あめのち ありんこ あいうえお」 
作者  立道 絢乃、立道 都 

（合作の部 ： 福岡県糟屋郡須恵町 立道 絢乃 小学校１年生、立道 都 母） 
   作品名 「学校の畑は たからもの」 

作者 池田 悠人、安田 すう、佐々木 優人、 
青池 紗和、石川 匠 

（合作の部 ： 愛知県豊田市 池田 悠人 小学校１年生、安田 すう 小学校１

年生、佐々木 優人 小学校３年生、青池 紗和 小学校３年生、

石川 匠 小学校５年生） 
 
以上、２９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１３日（土）、住生活月間中央イベント合同記念式典（栃木県宇都宮市、於：

宇都宮グランドホテル）にて行い、柴田 愛果様（国土交通大臣賞）、古川 花様（文部科学大臣賞）、

駒﨑 つくし様（文部科学大臣賞）、古用
ふるもち

 倫子様、古用 一登様、古用 七海様（住宅金融支援機

構理事長賞）、澤邉 勇太様、澤邉 理子様、澤邉 貴子様（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３０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１４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 


