
第 10回こども絵画コンクール 入賞作品一覧 

 

未就学児の部 

 

大賞 

《ちょうをそだてたよ》  大塚 柚奈  5歳  滋賀県大津市  大津市立真野北幼稚園 

 

館長賞 

《とのさまがえるみつけた！》  久保田 章斗  6歳  群馬県太田市  

 

 

優秀賞 

《モンキーセンターへいったよ》  牛嶋 真唯  4歳  岐阜県揖斐郡   

《落ち葉すべり》   鶴代 叶夢  4歳  神奈川県川崎市   

《ことりがうまれた》  藤野 幹大  5歳  神奈川県海老名市  アトリエ ENDO 

《なわとび》  浜田 涼菜  6歳  神奈川県海老名市  アトリエ ENDO 

《大きな大仏》  中辻 樹  5歳  奈良県奈良市  お絵かき広場 

 

 

入選 

《はじめてじいちゃんの自転車でおでかけしたよ》  遠藤 悠月  4歳  滋賀県守山市  

《おじいちゃんとなかよしさん》 菊地 咲帆 4歳  神奈川県横浜市  あづまの幼稚園 



《鹿にどんぐり上げたよ！》  北谷 莉瑚 4歳  奈良県奈良市  お絵かき広場 

《ぼくとコノハけいぶとパトカー》  志賀 優龍  4歳  愛知県豊橋市  

《おさかなとダンスの発表会》  金澤 澄怜  5歳  福島県石川郡  

《うさぎの大好物》  菅原 凜奈  5歳  神奈川県秦野市  影美会アートアカデミー 

《イエスさまのたんじょう》  森岡 賢人   5歳  大阪府東大阪市  アトリエ遊 

《おにんぎょうであそんだよ》  吉田 智香 5歳  滋賀県大津市  なぎさ保育園 

《じゃがいも村の朝》  吉田 遥海  5歳  福井県鯖江市    

《あきのやま》  市川 明里  6歳  神奈川県海老名市  アトリエ ENDO 

《私と妹とルルの虹の橋のコンサート》  牛嶋 美衣奈  6歳  岐阜県揖斐郡  

《みんなでジンベイザメをみたよ！》  太田 湊  6歳  奈良県奈良市  お絵かき広場 

《ねこ》  紀崎 来歌  6歳  大阪府八尾市  絵画教室 苺 

《柿もぎ バルーンパーティ》  高部 恵美衣   6歳  大阪府池田市  平原児童画教室 

《カブトムシがとんだ！》  田中 翔太郎  6歳  神奈川県海老名市 アトリエ ENDO 

《にじいろの ちょうちょ》  田屋 天愛   6歳  大阪府東大阪市 アトリエ遊 

《いもうとがとうもろこしをたべたよ》  土井 智香子 6歳  広島県広島市   

《よるのかに》 豊田 佑 6歳  大阪府東大阪市  アトリエ遊 

 

 

 

 

 



小学校低学年の部 

 

 

大賞 

《がんばれ 日本》  小出 勇太  3年生  静岡県伊豆市  むろの絵画教室 

 

館長賞 

《光輝くかさの道》  加賀爪 咲希   3年生  滋賀県野洲市   

 

 

優秀賞 

《ゆかいな演奏会》  武田 南穂  2年生  高知県高知市  森光一仙絵画教室 

《春のおとづれ》  岡村 栞奈  3年生  高知県高知市  森光一仙絵画教室 

《ウォータースライダー》  田中 龍平  3年生  滋賀県大津市  子どもアトリエ 

《またのぞき》  永田 茉希  3年生  大阪府堺市  賢明学院小学校 

《カニ、大きかった》  物種 世羅  3年生  大阪府堺市  賢明学院小学校 

 

 

 

入選 

《神様のつかいのうつくしい鳥 ケツァール》  上山 友花  1年生  神奈川県秦野市 

影美会アートアカデミー 

《うんてんするパパ》 内野 隼和 1年生   神奈川県海老名市  アトリエ ENDO 

《はくぶつかんのきょうりゅう》  岡野 仁菜  1年生  兵庫県芦屋市  



《歯医者さんで「きれいな歯」とほめられたよ。》  北村 琉羽   1年生  高知県高知市 

 森光一仙絵画教室 

《ぼくのあせをすうサカハチチョウ》  櫻井 響  2年生  東京都国立市   

《カナヘビをつかまえたよ》  関口 煌大  2年生  滋賀県大津市  

大津市立仰木の里東小学校 

《はじめてのスケート 秋の森の中で》  中川 明  2年生  滋賀県長浜市  

《やどかりマンション》  六ヶ所 奈々   2年生  大阪府東大阪市  アトリエ遊 

《こんな太い竹があったよ》 岩田 來羽 3年生   奈良県桜井市  増田絵画教室 

《夏休み》  大木 美空  3年生  京都市左京区  ノートルダム学院小学校 

《コサギとオシドリのおいかけっこ。》  北村 陽依  3年生  神奈川県秦野市 

 影美会アートアカデミー 

《サッカーのしあい》  桑原 聖  3年生  神奈川県海老名市  アトリエ ENDO 

《ティラノサウルスのほねを見た！》 澤野 楓子 3年生  京都市左京区  

京都文教短期大学附属小学校 

《大きな船》  白濱 心奈  3年生  大阪府八尾市  絵画教室 苺 

《ひまわり畑》  谷川 史帆  3年生  滋賀県大津市  大津市立下阪本小学校 

《クワガタ見つけた！》  樋口 舜  3年生  滋賀県大津市  大津市立和邇小学校 

《海にもぐったよ》  丸山 えれん  3年生  神奈川県秦野市  影美会アートアカデミー 

《大きなトンボ見つけた》  渡辺 ともか  3年生  静岡県伊豆市  むろの絵画教室 

 

 



小学校高学年の部 

 

 

大賞 

《いっぱい摘んだよブルーベリー》  福田 悠司  6年生  京都府宇治市  

アトリエ ラパンブルー 

 

 

 

館長賞 

《カルガモのつがい》  内藤 悠  6年生  奈良県桜井市  増田絵画教室 

 

優秀賞 

《下水道工事》  津野 謙蔵  4年生  高知県高知市  森光一仙絵画教室 

《ラベンダー畑のフクロウ》  榎木 ことみ  5年生  大阪府八尾市  絵画教室 苺 

《夏の思い出》  中西 桂  5年生  奈良県宇陀市  アトリエ・カーマイン 

《北海道での出会い》  橋本 佳菜  5年生  岡山県岡山市  三原色の会 

《タコといせえび》  古川 有記  6年生  神奈川県秦野市  影美会アートアカデミー 

 

入選 

《おじいの島バナナ》  今井 眞香  4年生  京都市左京区  ノートルダム学院小学校 

《ツバメの親子 》  桶谷 和乎  4年生  奈良県宇陀市  アトリエ・カーマイン 



《かわいいレッサーパンダ》  佐藤 芽月  4年生  神奈川県秦野市  

影美会アートアカデミー 

《おぼん》  林 廉二郎  4年生  京都市左京区  京都文教短期大学附属小学校 

《池にいるホタル》  山下 莉音  4年生  静岡県伊豆市  むろの絵画教室 

《ずんぐりとした日本シカ》  米谷 輝真  4年生  神奈川県秦野市   

影美会アートアカデミー 

《月を見る鷲》  明本 真美  5年生  京都府京都市  アトリエ遊 伏見教室 

《指にトンボがとまった》  磯貝 玲佳  5年生  奈良県桜井市  増田絵画教室 

《白熱野球》  岩木 大空  5年生  神奈川県海老名市  アトリエ ENDO 

《大きな魚がつれたよ！》  内田 直輝  5年生  静岡県伊豆市  むろの絵画教室 

《トウモロコシいただきます。》  笠岡 大志  5年生  徳島県吉野川市   

アトリエ遠渡（高木教室） 

《花》  本村 優月  5年生  大阪府八尾市  絵画教室 苺 

《猛暑、目指せ全国大会優勝！！》  山口 誉仁  5年生  滋賀県大津市  

大津市立青山小学校 

《いのちのつながり～「うみのいのち」を学習して～》  桑名 三輝  6年生  

滋賀県近江八幡市  近江八幡市立八幡小学校 

《阿波おどり》  佐々木 銀河  6年生  徳島県吉野川市  アトリエ遠渡（高木教室） 

《夏の思い出》  鈴木 香帆  6年生  神奈川県海老名市  アトリエ ENDO 

《願いごと（大仁神社で）》  村崎 美南  6年生  静岡県伊豆市  むろの絵画教室 

《こいのえさやり 》  林 花音  6年生  神奈川県海老名市  アトリエ ENDO 


