
第１７回「家やまちの絵本」コンクール 審査結果の発表 
 
                               令和３年１０月２２日（金） 
 
 第１７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１，９２１作品のご応募をいただき、９月２４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 「インターフォンの ぴーたろう」」 

              作者  小出 芭奈 
（中学生・高校生の部 ： 東京都江東区 高等学校１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 今日家出を する」   

作者  柳沢 稟彩 
（子どもの部 ： 神奈川県横浜市 小学校５年生） 

 
   作品名 「路地裏 の 小さな大工たち」      

作者  髙木 美沙希 
（中学生・高校生の部 ： 福島県福島市 高等学校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 「家なきワンコ」    

作者  安藤 邦緒 
（大人の部 ： 岐阜県本巣郡北方町 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 「まちへおつかい」 

作者  東恩納 愛珠  
（中学生・高校生の部 ： 沖縄県那覇市 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 「がんばれダチョウ ～ダチョウは家の働き鳥～」 

作者  横須賀 理人、 横須賀 悠人 
       （子どもの部 ： 東京都日野市 横須賀 理人 小学校４年生、横須賀 悠人  

小学校６年生） 
   作品名 「じてこで いこら！」  

作者  大谷 明日香  
       （大人の部 ： 和歌山県橋本市 小学校職員） 



   作品名 「みてみると」  
作者  佐藤 璃歩、 佐藤 圭那子 

       （子どもと大人の合作の部 ： 埼玉県越谷市 佐藤 璃歩 小学校５年生、 
佐藤 圭那子 母） 

 
   作品名 「くもくんのいえ」 

作者  栢下 結、 栢下 彩子 
（子どもと大人の合作の部 ： 東京都西東京市 栢下 結 保育園、 

栢下 彩子 母） 
 

審査員特別賞（1 作品）         賞状及び副賞（図書券１万円） 
   作品名 「ぱおりんの おたんじょうび」 
                   作者  大岡 愛海 
       （中学生・高校生の部： 東京都町田市 高等学校２年生） 
 
 
入選（２０作品）            賞状及び副賞（図書券１万円）    

作品名 「きみならどうする？」   
作者  小久保 結衣 

       （子どもの部 ： 千葉県松戸市 小学校６年生） 
   作品名 「自然の町」      

作者  中村 佑夏 
       （子どもの部 ： 神奈川県相模原市 小学校５年生） 
   作品名 「シーラカンスと仲間の町」 
                   作者  中村 奏太 
       （子どもの部 ： 三重県尾鷲市 小学校４年生）  
   作品名 「不動産屋のカマキリくん」 

作者  木下 陽菜 
       （子どもの部 ： 東京都小平市 小学校６年生） 
   作品名 「みおちゃんの ともだち」 

作者  山岡 桜 
       （子どもの部 ： 広島県福山市 小学校６年生） 
 
   作品名 「子猫の子窓」           

作者  松本 星 
       （中学生・高校生の部 ： 宮崎県東臼杵郡門川町 高等学校２年生） 
   作品名 「通学路 の すきなとこ」     

作者  高橋 龍駆 
       （中学生・高校生の部 ： 福島県福島市 高等学校１年生） 
   作品名 「くまくんの でっかいおうち」  

作者  三嶋 優 



       （中学生・高校生の部 ： 山形県尾花沢市 中学校２年生） 
   作品名 「Shining town ～光の街～」  

作者  鈴木 悠花 
       （中学生・高校生の部 ： 栃木県宇都宮市 高等学校３年生） 
   作品名 「私の好きな村」     

作者  吉田 愛美 
       （中学生・高校生の部 ： 福島県会津若松市 高等学校２年生） 
 

作品名 「マダム・ミロバ おひっこし」    
作者  おの みどり 

       （大人の部 ： 愛知県瀬戸市 主婦） 
作品名 「だんちの おひっこし」     

作者  つるおか のぶえ 
       （大人の部 ： 神奈川県茅ケ崎市 事務職） 
   作品名 「ぼくらのむらに」  

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 「和田小学校の 夏の一日」        

作者  酒井 正也 
       （大人の部 ： 長野県飯田市 自営業） 
 
   作品名 「ぼくのだいすきな き」 

作者  渡邉 朝日、 渡邉 美季 
（子どもと大人の合作の部 ： 静岡県駿東郡清水町 渡邉 朝日 小学校１年生、 

渡邉 美季 母） 
   作品名 「かのちゃんの パンの家」  

作者   田所 優花、 田所 勇樹、 田所 由妃 
（子どもと大人の合作の部  ： 東京都町田市 田所 優花 小学校２年生、  

田所 勇樹 父、 田所 由妃 母） 
   作品名 「やどかりかぞく」 

作者  広瀬 未侑、 広瀬 乃愛、 広瀬 亜也子 
（子どもと大人の合作の部 ： 愛知県清須市 広瀬 未侑 高等学校１年生、 

広瀬 乃愛 小学校４年生、広瀬 亜也子 母） 
   作品名 「おかしな いいまちがい」 

作者  立道 駿斗、 立道 絢乃、 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 駿斗 小学校６年生、 
               立道 絢乃 小学校 4 年生、 立道 珠里 小学 

校１先生、 立道 都 母） 
   作品名 「ぼくのおうち ぼくたちのおうち」 

作者  澤邉 勇太、 澤邉 理子、 澤邉 智宏 



    澤邉 貴子 
（子どもと大人の合作の部 ： 千葉県船橋市 澤邉 勇太 小学校５年生、 

澤邉 理子 ３歳、澤邉 智宏 父、 澤邉 貴子 

母） 
 
 
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。 

 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１７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・福島県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・長野県・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 


