
第８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 

《ふくろう》  中山 ありす 6歳  大阪府東大阪市 アトリエ遊 八戸ﾉ里教室 

 

 

館長賞 

《収穫したカボチャ》  西岡 優海 5歳  大阪府堺市  

 

 

優秀賞 

《トンボを捕まえに行ったよ》  稲吉 椛乃 6歳  大阪府東大阪市 アトリエ遊 永和教室 

《サンタさんの来る夜。雪も降ってきた。》  土井 郁美 5歳   

大阪府箕面市 若葉幼稚園絵画教室 

《望遠鏡が見せてくれた虹色の土星や星いっぱいの天の川》  中村 道隆 6歳   

京都府京都市 光華幼稚園 

《にわとり》  三好 鈴菜 6歳 大阪府東大阪市 アトリエ遊 八戸ﾉ里教室 

《森の夜はふしぎな世界》  柳田 陽向 6歳  大阪府箕面市 若葉幼稚園絵画教室 



 

入選 

《大きなツリー》  六ヶ所 奈々 6歳  大阪府東大阪市 アトリエ遊 永和教室 

《あきがいっぱい》  北山 美愛 6歳  奈良県奈良市 お絵かき広場 

《楽しかった みんなで行った動物園》 芝田 環那 5歳  奈良県奈良市 お絵かき広場 

《スイスイ泳ぐ魚》 倉谷 聡一郎 5歳  奈良県香芝市 絵画教室 苺 

《ポインセチア》  延原 和真 5歳  大阪府池田市 平原児童画教室 

《なかなかぬけないおいもの家族》  松本 陽亜 6歳  長崎県雲仙市 恵燈幼稚園 

《瀬戸大橋とボクの好きなもの》  清田 共路 5歳   

岡山県岡山市 幼児・小学生絵画教室 三原色の会  

《パパとマキチャン運動会》  髙杉 真希 3歳   

岡山県岡山市 幼児・小学生絵画教室 三原色の会  

《赤い魚と泳ぐ》  木津 遥 4歳  大阪府箕面市  若葉幼稚園絵画教室 

《赤い魚と泳ぐぼくら》  原田 伊央 5歳  大阪府箕面市  若葉幼稚園絵画教室 

《お空を恐竜の大行進がいく》  水田 龍太郎 5歳   

大阪府箕面市 若葉幼稚園絵画教室 

《三方綱引き がんばったヨ》 大野木 心咲 5歳 

大阪府箕面市 若葉幼稚園絵画教室 

《半田うんがでかつやくするこいのぼり》  那須 陽向 5歳  愛知県半田市  

《みんなでニコニコおどったよ》  山口 琴 4歳  愛知県春日井市 

《おじいちゃんといっしょにすいぞくかんでだいすいそうをみにいく》   



松岡 瑠侑美 5歳  兵庫県神戸市  

《海ボタル》  川島 想一朗 6歳  滋賀県大津市  

《うめラーメン》  岡 純之介 5歳  兵庫県明石市 

《おもしろ自転車、楽しいな》  森山 華 6歳  滋賀県守山市 

 

小学校低学年の部 

 

 

大賞 

《働く人》  中井 創彦 3年生    静岡県伊東市 絵画教室 むろの 

 

 

館長賞 

《アートアクアリウム アートの世界の金魚》  木原 葉乃 3年生   

滋賀県大津市 大津市立青山小学校 

 

 

優秀賞 

《イズカイザー（みんなあつまれ！）》  小出 勇太 1年生   

静岡県伊豆市 絵画教室 むろの 

《どうぶつえんで ぞうさんが ごはんをたべているよ》  髙久 紗楽 2年生   



兵庫県神戸市 神戸市立東垂水小学校 

《ジンベイザメ》  竹村 宗助 3 年生  静岡県伊豆の国市 絵画教室むろの 

《お風呂》  長崎 桃花 3年生  奈良県天理市 増田絵画教室 

《ヒマワリいっぱい！！》 山口 誉仁 3年生  滋賀県大津市 大津市立青山小学校 

 

 

 

 

 

入選 

《楽しかったあわじ島》  星川 あかり 3 年生  京都府城陽市 アトリエ ラパンブルー 

《おさかな》  山田 香里奈 1年生 滋賀県大津市 大津市立青山小学校 

《おじいちゃんちのアイコトマト》  有薗 璃緒奈 3年生   

滋賀県大津市 大津市立青山小学校 

《森だ！虫だ！きゃ～！》  山下 未祐 3年生  滋賀県大津市  

《手のひらに カメ》  江口 真央 2年生  大阪府八尾市 絵画教室 苺 

《かさこじぞう》  佐藤 花帆 2年生  静岡県伊豆の国市 絵画教室むろの 

《ザリガニつれたよ》  若尾 眞琴 3年生  兵庫県宝塚市 関西学院初等部 

《お肉をたべた花火大会》  麻田 遼斗 1年生  兵庫県宝塚市 関西学院初等部 

《もっと、もっと たかく》  井上 莉玖 1年生  兵庫県宝塚市 関西学院初等部 

《青の洞窟シュノーケル》  酒井 一咲 3年生  兵庫県宝塚市 関西学院初等部 

《西表でダイビング》  伊藤 ゆり子 3年生  三重県四日市市 こども絵画教室 



《ドキドキワクワク音楽会！》 山本 光彩希 3年生   

兵庫県神戸市 神戸市立東垂水小学校 

《楽しい花火大会》  富永 千尋 3年生  兵庫県芦屋市 

《日本一大きいならのだいぶつ！！》  那須 汐恩 1年生  愛知県半田市  

《春のウサギ》  中森 佳世 2年生  奈良県宇陀市 増田絵画教室 

《木の実をかじるリス》  臼木 颯 2年生  奈良県大和高田市 増田絵画教室 

《おきなわの思い出》  佐々木 菜緒 2年生  滋賀県野洲市 野洲市立中主小学校 

《スイカおいしかったよ》  辻奥 徠夢 1年生  滋賀県栗東市 栗東市立葉山小学校 

 

 

小学校高学年の部 

 

 

大賞 

《琵琶湖を翔る鳶》  井上 愛悠奈 5年生  兵庫県宝塚市 関西学院初等部 

 

 

館長賞 

《自然学校に行ってきます！》  前田 愛美 6年生   

兵庫県神戸市 神戸市立東垂水小学校 

 

 

 



 

優秀賞 

《ほっと一息 おじいちゃん》  内田 結人 6年生  静岡県伊豆市 絵画教室むろの 

《おいも だ～いすき！》  加藤 南花 5年生 大阪府三島郡 

《いっせいのーで・・・・》  塚田 夏渚 6年生  京都府宇治市 アトリエ ラパンブルー 

《浄蓮の滝をのむ僕》  西松 壮礼 6年生  滋賀県大津市 大津市立瀬田南小学校 

《楽しかった修学旅行》  仁保 今日子 6年生  京都府宇治市 アトリエ ラパンブルー 

 

 

 

 

入選 

《ゴリラのひる休み》  髙山 莉央 4年生  兵庫県神戸市 

《圧感～東山の輝き～》  山本 隆萬 6年生  京都府宇治市 アトリエ ラパンブルー 

《はじめまして、碧夏ちゃん》  南條 思羽 5年生  京都府宇治市 アトリエ ラパンブルー 

《カナダで魚つり》  マククラング 康有 5年生  滋賀県大津市 大津市立青山小学校  

《せみの森をさん歩》  和田 陽希 4年生  滋賀県大津市 大津市立青山小学校 

《優勝するぞ》  加藤 立琉 6年生  静岡県伊豆市 絵画教室むろの 

《けんばんハーモニカをふいているぼく》  佐藤 汐音 4年生   

静岡県伊豆市 絵画教室むろの 



《エモノをみつけたオオカミ》  高田 恭羽 6年生 静岡県伊豆市 絵画教室むろの 

《明日へ輝く》  藤井 翠 6年生  兵庫県宝塚市 関西学院初等部 

《カナダの一時》  瀨村 有紀子 6年生  兵庫県宝塚市 関西学院初等部 

《ドキドキのえさやり》  竹村 侑衣日 4年生  滋賀県大津市 子どもアトリエ 

《いとこと温泉旅館》  井上 育 4年生 滋賀県大津市 子どもアトリエ 

《森の思い出》  山崎 莉豊 5年生  滋賀県大津市 滋賀大学教育学部附属小学校 

《十一面観音》  田中 莉子 5年生  滋賀県草津市 鳩の森美術教室 

《マンタの泳ぐ海》  太田 愛子 6年生  奈良県橿原市 増田絵画教室 

《戦うヘビ》  福谷 美優 4年生  奈良県桜井市 増田絵画教室 

《オシドリたち》  田中 三結 4年生  奈良県橿原市 増田絵画教室 

《お寺の鐘をつく》  加藤 尚 6年生  奈良県橿原市 増田絵画教室 


