
第１６回「家やまちの絵本」コンクール 審査結果の発表

  令和２年１０月２３日（金）

第１６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１，６９４作品のご応募をいただき、９月２５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 「ねこくんの おうち」

 作者  金城 妃七

（中学生・高校生の部 ： 沖縄県中頭郡読谷村 高等学校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 「なっちゃん と まほうの音ぷ」 

作者  山岡 桜

（子どもの部 ： 広島県福山市 小学校５年生）

作品名 「小さな 交番」 

作者  佐々木 芽衣

（中学生・高校生の部 ： 静岡県牧之原市 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 「お家 作っちゃえ」 

作者  岡村 直司

（大人の部 ： 埼玉県比企郡 公務員）

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 「こねこと おおきな どーなつ」

作者  富樫 知優 

（中学生・高校生の部 ： 東京都文京区 高等学校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 「恐竜のおんがえし」

作者  出川 雅晴、出川 未華

（子どもの部 ： 千葉県佐倉市 出川 雅晴 小学校４年生、出川 未華 

幼稚園年長）

作品名 「いわお君のぼうけん」 

作者  枚田 結衣花 

（子どもの部 ： 兵庫県芦屋市 小学校５年生）



   作品名 「長屋門ものがたり －お嫁さんがくる－」  
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 「じいじと ばあばの家は完全バリアフリー」 

作者  古德 美羽、 古德 君枝 
（子どもと大人の合作の部 ： 茨城県つくば市 古德 美羽 小学校１年生、  

古德 君枝 母） 
 

審査員特別賞（1 作品） 
   作品名 「まめた の むら」 
                   作者  梅本 すもも 
       （中学生・高校生の部： 兵庫県姫路市 高等学校１年生） 
 
 
入選（２０作品）            賞状及び副賞（図書券１万円）    

作品名 「うさぎ の パン屋」   
作者  森 悠源 

       （子どもの部 ： 埼玉県朝霞市 小学校３年生） 
   作品名 「みかん の かぞく」      

作者  西川 悠美 
       （子どもの部 ： 神奈川県相模原市 小学校１年生） 
   作品名 「はなちゃん と カブトムシの まちたんけん」 
                   作者  奥村 花 
       （子どもの部 ： 東京都世田谷区 小学校１年生）  
   作品名 「虫送り」 

作者  望月 舞奈美 
       （子どもの部 ： 長野県長野市 小学校５年生） 
   作品名 「わたしの いもうと」 

作者  松川 瑠彩 
       （子どもの部 ： 広島県福山市 小学校６年生） 
 
   作品名 「思い出の道」           

作者  小倉 由珠 
       （中学生・高校生の部 ： 千葉県松戸市 中学校３年生） 
   作品名 「サンタさんの ぼうしさがし」     

作者  谷 夏海 
       （中学生・高校生の部 ： 兵庫県宝塚市 高等学校２年生） 
   作品名 「私のおじさん」  

作者  太田 美南 
       （中学生・高校生の部 ： 兵庫県宝塚市 高等学校１年生） 



   作品名 「ラッピー」  
作者  工藤 諭依 

       （中学生・高校生の部 ： 東京都文京区 高等学校２年生） 
   作品名 「なんでも直し屋さん」     

作者  山本 咲乃 
       （中学生・高校生の部 ： 千葉県船橋市 中学校２年生） 
 

作品名 「いえから まちへ」    
作者  安藤 邦緒 

       （大人の部 ： 岐阜県本巣郡北方町 無職） 
作品名 「ボクの山部屋」     

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 「サンディくんのたいへんな１日」  

作者  金子 好美  
       （大人の部 ： 愛知県瀬戸市 ） 
   作品名 「わいわいやま の いのまるくん」        

作者  馬場 はづき 
       （大人の部 ： 福岡県北九州市 大学２年生） 
   作品名 「たいようくんの みらいのまち」   

作者  渡邉 有紀子、渡邉 暁人 
       （大人の部 ： 東京都板橋区 渡邉 有紀子 イラストレーター、渡邉 暁人  

会社員） 
 
   作品名 「ようこそ たのしい わがやへ」 

作者  上橋 正直、上橋 正宙、上橋 正典、 
上橋 佑子、 

（子どもと大人の合作の部 ： 滋賀県長浜市 上橋 正直 小学校１年生、 
上橋 正宙 年中、上橋 正典 ２歳、上橋 佑子 

母） 
   作品名 「あしたも いっしょ」  

作者   立道 珠里、立道 都  
（子どもと大人の合作の部  ： 福岡県糟屋郡須恵町 立道 珠里 年長、立道 都 

母 ） 
   作品名 「夏の縁側の暮らし」 

作者  陳 雨禾、卓 雨澄、陳 建中、卓 文馨 
（子どもと大人の合作の部 ： 奈良県香芝市 陳 雨禾 小学校３年生、卓 雨澄 

年長、陳 建中 父、卓 文馨 母） 
   作品名 「みんなのおうち」 

作者  山﨑 彩香、山﨑 英誠、山﨑 凛太郎 
（子どもと大人の合作の部 ： 群馬県前橋市 山﨑 彩香 教諭、山﨑 英誠  



会社員、山﨑 凛太郎 １歳） 
   作品名 「家たろう」 

作者  剱持 昴、剱持 花芽 
（子どもと大人の合作の部 ： 神奈川県相模原市 剱持 昴 小学校３年生、 

剱持 花芽 母） 
 
 
以上、３０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。 

 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１６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・静岡県・愛知県・京都府・大阪府・ 

兵庫県・広島県、福岡県 各教育委員会 
 

以上 


