
第１５回「家やまちの絵本」コンクール 審査結果の発表 
 

令和元年１０月２５日（金） 
 
 第１５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１，４０６作品のご応募をいただき、９月２０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 「あおむしたちとキャベツのいえ」 

              作者  栢下 将辰、栢下 彩子 
（合作の部 ： 東京都西東京市 栢下 将辰 小学校１年生、栢下 彩子 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 「わたしのまちの 元気なひけつ」   

作者  舌間 結香 
（子どもの部 ： 福岡県直方市 小学校３年生） 

 
   作品名 「たんぽぽの旅」    作者  入江 綾乃 

（中学生・高校生の部 ： 福岡県宮若市 中学校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 「ぼくのおうち」    作者  小杉 美帆 

（中学生・高校生の部 ： 東京都目黒区 高校３年生） 
 
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 「なかよし町へ ようこそ」 

作者  西尾 巧   
（子どもの部 ： 埼玉県川越市 小学校２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 「大好きな まち 大好きな 家」 

作者  金子 みのり 
       （子どもの部 ： 新潟県五泉市 小学校６年生） 
   作品名 「リフォーム屋のホム」 作者  長谷川 藍  
       （中学生・高校生の部 ： 福島県会津若松市 高校２年生） 
   作品名 「ゆきごもり ～北の国の家に冬がやってくる～」  

作者  藤田 智恵子  
       （大人の部 ： 北海道江別市 主婦） 
 



   作品名 「おもしろカブト＆クワガタ図鑑」 
作者  剱持 昴、剱持 花芽  

（合作の部 ： 神奈川県相模原市 剱持 昴 小学校２年生、剱持 花芽 母） 
 
入選（２０作品）            賞状及び副賞（図書券１万円）    

作品名 「ふ 思
し

ぎな テレビ」   
作者  横須賀 理人 

       （子どもの部 ： 東京都日野市 小学校２年生） 
   作品名 「このとびらのむこうに」      

作者  傍士 涼世 
       （子どもの部 ： 兵庫県神戸市 小学校６年生） 
   作品名 「おうごんのいちご」 
                   作者  中村 千結良 
       （子どもの部 ： 福岡県福岡市 小学校３年生）  
   作品名 「このまちにバンザイ」 

作者  新階 玲舞 
       （子どもの部 ： 新潟県新潟市 小学校６年生） 
   作品名 「わたしのせかい」 

作者  矢田 詩 
       （子どもの部 ： 京都府京都市 小学校１年生） 
 
   作品名 「なつやすみ絵日記」           

作者  辻 ひなた 
       （中学生・高校生の部 ： 兵庫県姫路市 高校１年生） 
   作品名 「うみのドレス」    作者  藤田 沙奈 
       （中学生・高校生の部 ： 北海道江別市 中学校２年生） 
   作品名 「Knock Knock 世界を訪ねる旅」  

作者  野村 実紗子 
       （中学生・高校生の部 ： 群馬県みどり市 中学校１年生） 
   作品名 「うちゅうのむこうに」 作者  小林 花玲 
       （中学生・高校生の部 ： 兵庫県宝塚市 高校２年生） 
   作品名 「思い出の場所」    作者  斉藤 可澄美 
       （中学生・高校生の部 ： 福島県相馬市 高校２年生） 
 

作品名 「ボクが家をたてるなら」    
作者  武田 光弘 

       （大人の部 ： 長野県安曇野市 無職） 
作品名 「ぼくの応急仮設住宅」 作者  安藤 邦緒 

       （大人の部 ： 岐阜県本巣郡北方町 無職） 
   作品名 「ケンチクカ・マスク」 作者  河野 正樹   
       （大人の部 ： 神奈川県横浜市 会社員） 



   作品名 「山
や ま

部屋
べ や

」       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 「ムササビのおうち」  作者  酒井 正也 
       （大人の部 ： 長野県飯田市 自営業） 
 
   作品名 「はーとのまどからのぞいたら」 

作者  金﨑 未和、白樫 茉素   
（合作の部 ：  和歌山県日高郡由良町 金﨑 未和 中学校２年生、白樫 茉素 

中学校２年生） 
   作品名 「４７災害を忘れない」 作者  岩元 還那、竹川 愛乃、田中 遥菜、 

松田 愛海、水野 希咲、村上 真依、 
山本 果穂、岡本 夢叶、木下 湧貴、 
澤田 優羽、杉山ふう香、但木 志帆、 
山内 帆嵩 

（合作の部  ：  愛知県豊田市 岩元 還那、竹川 愛乃、田中 遥菜、松田 愛海、

水野 希咲、村上 真依、山本 果穂 （計７名） 高校 3 年生、

岡本 夢叶、木下 湧貴、澤田 優羽、杉山ふう香、但木 志帆、

山内 帆嵩 （計６名） 高校 2 年生） 
   作品名 「すてきなまち どんなまち？」 

作者  菅原 裕花、須田 好美 
（合作の部 ： 東京都西東京市 菅原 裕花 大学４年生、須田 好美 大学４年

生） 
   作品名 「うさおのおうち」 

作者  高江洲 七海、高江洲 杏、高江洲 柚、 
高江洲 真弓 

（合作の部 ： 沖縄県沖縄市 高江洲 七海 小学校２年生、高江洲 杏 保育園

年中、高江洲 柚 保育園年中、高江洲 真弓 母） 
   作品名 「ドア ～ぼくのぼうけん～」 

作者  澤邉 勇太 澤邉 理子 澤邉 智宏  
澤邉 貴子 

（合作の部 ： 千葉県船橋市 澤邉 勇太 小学校３年生、澤邉 理子 妹、 
澤邉 智宏 父、澤邉 貴子 母） 

 
審査員特別賞（1 作品、1 団体） 
   作品名 「はなちゃん ようちゅうのおうちに おとまり」 
                   作者  奥村 花 
       （子どもの部 ： 東京都世田谷区 奥村 花 幼稚園年長） 
   団体名 「姫路市立 姫路高等学校」 
       （兵庫県姫路市 ２３８名 高校 1 年生全員） 
        ※今年度最多応募校であり、且つ作品全般のクオリティが高いことから選定 
 



以上、３０名（組）、１団体（学校）の方々が受賞されました。誠におめでとうございます。 
 
１０月１２日（土）、住生活月間中央イベント合同記念式典（於：東京プリンスホテル）にて、国

土交通大臣賞、文部科学大臣賞、住宅金融支援機構理事長賞、都市再生機構理事長賞の受賞者に、賞

状と副賞が授与される予定でしたが、台風１９号の上陸による上記合同記念式典の中止に伴い、表彰

式も中止となりました。 
 
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、令和元年１１月２９日（金）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１５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、 
   北海道、群馬県、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・愛知県・京都府・兵庫県・広島県、 

福岡県 各教育委員会 
 

以上 


