
第９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 

《大すきなパパと》  豊島  穣 5歳  神奈川県海老名市 アトリエ ENDO 

 

 

館長賞 

《「ななちゃん大すき」》  大木 空羽 4歳  滋賀県大津市  

 

 

優秀賞 

《せみとり》  長畑 心美 6歳  神奈川県秦野市 影美会アートアカデミー 

《かっこいいきりん》  畠山 陽希 5歳  神奈川県海老名市 影美会アートアカデミー 

《カメにエサをあげたよ》  浜田 涼菜 5歳  神奈川県海老名市 アトリエ ENDO 

《大きなぞうさん 見たよ》  山崎 誠太朗 4歳 奈良県奈良市 お絵かき広場 

《たまごをあたためるめじろ》  吉原  京佑 5歳  東京都港区  

キンダーキッズインターナショナルスクール 

 



入選 

《かがやくはなび》  平岡 莉世子 6歳  兵庫県西宮市 芦屋みどり幼稚園 

《よるのおまつり「ちんとろまつり」をみにいったよ！》  那須 茉祐 4歳   

愛知県半田市 私立つばさ幼稚園 

《リス》 山崎 美莉 6歳 奈良県大和高田市 増田絵画教室 

《ハロウィンのおまつり大集合》 村山 領叶 5歳  大阪府箕面市 若葉幼稚園絵画教室 

《ぼくのかめのともだち》  齋藤 悠真 6歳  滋賀県大津市 びわこきらら園 

《すいぞくかんのさめ》  岡野 佐耶 6歳  兵庫県芦屋市 芦屋みどり幼稚園 

《イルカの遊園地》  鬼頭 知花 6歳  京都府宇治市 アトリエ ラパンブルー  

《花火大会》  本良 聡典 5歳  神奈川県海老名市 アトリエ ENDO  

《すいぞくかんにいったよ》  岡野 仁菜 6歳  兵庫県芦屋市  芦屋みどり幼稚園 

《さかなつりしたよ。》  清田 富士 3歳  岡山県岡山市   

幼児・小学生絵画教室 三原色の会 

《楽しかった運動会のリレー》  池添 茜 6歳  神奈川県海老名市  

影美会アートアカデミー 

《わたしのすきなアイスクリーム》 若井 星奈 4歳  滋賀県守山市 鳩の森美術教室 

《楽しかった ゆうえんち》  伊部 知咲 6歳  奈良県奈良市  お絵かき広場  

《おまつり》  小川 明日理 5歳  静岡県浜松市  こども図工室 PAL 

《わたげにのってとぶわたし》  山田 心羽 6歳  徳島県吉野川市  アトリエ ENDO  

《たまいれ》  加藤 隆之助 5歳  三重県四日市市  こども絵画教室  

 



《だいすきなおはなをかいてるわたし》  山口 琴 5歳  愛知県春日井市   

ひかり第一幼稚園 

《おさるがぶらぶらたのしそう》  安田 義治 4歳  神奈川県横浜市   

影美会アートアカデミー 

 

小学校低学年の部 

 

 

大賞 

《ザリガニ つかめたよ》  田中 謙人 3年生    滋賀県大津市 子どもアトリエ 

 

 

館長賞 

《掘りたての筍》  中村 颯真 3年生  奈良県桜井市 増田絵画教室 

 

 

優秀賞 

《たのしい玉入れ》  市川 千陽 2年生  神奈川県海老名市 アトリエ ENDO 

《できた 逆上がり》  岡村 栞奈 2年生  高知県高知市 森光一仙絵画教室 

《鳥の楽園》  齋藤 朱 2 年生  神奈川県伊勢原市 影美会アートアカデミー 

《地域のお祭り～ちのわくぐり～》  前田 知輝 3年生  徳島県吉野川市 アトリエ ENDO 



《とうもろこしを食べる私》 渡辺 ともか 2年生  静岡県伊豆市 絵画教室 むろの 

 

入選 

《葉っぱのかさ》  今井 眞香 3 年生  京都府京都市 ノートルダム学院小学校 

《大きなくじゃく》  梅原 太誠 2年生 静岡県伊豆市 絵画教室 むろの 

《大きなタイがつれた－》  小金澤 愛和 1年生  神奈川県海老名市 アトリエ ENDO 

《あじさい大好きかたつむり》  丸山 咲玲 2年生   

神奈川県大田区  影美会アートアカデミー 

《日本一のりょうし》  多留見 祐輝 1年生  徳島県徳島市 アトリエ ENDO 

《見つけた！くわがた虫》  森垣 頼安 3年生  滋賀県大津市 大津市立瀬田南小学校 

《ピアニカが上手になった》  坂本 壮 1年生  高知県高知市 森光一仙絵画教室 

《かわいい 赤ちゃん パンダ》  田中 龍平 2年生  滋賀県大津市 子どもアトリエ 

《かいひろい》  岡 純之助 1年生  兵庫県明石市 明石市立二見小学校 

《楽しいのぼりぼう》  西中 湖羽 3年生  神奈川県海老名市 アトリエ ENDO 

《富士山と VSE》  丸山 大志 3年生  神奈川県秦野市 影美会アートアカデミー 

《ともだちと見た大きな花火》 加賀爪 咲希 2年生   

滋賀県野洲市 野洲市立中主小学校 

《私の夏休み》  木本 楓乃 3年生  滋賀県彦根市  彦根市立城陽小学校 

《うみのなか》  原田 菜未 2年生  滋賀県草津市  鳩の森美術教室  

《自分のつった魚はおいしいな》  山田 夏実 2年生   

神奈川県秦野市 影美会アートアカデミー 



《木を切るお父さん》  中森 佳世 2年生  奈良県宇陀市 増田絵画教室 

《九份と花火のコラボ》  入江 杉樹 3年生  京都府高槻市 ノートルダム学院小学校 

《はじめて めんを かぶった日》  齋藤 華子 2年生   

滋賀県大津市 大津市立青山小学校 

 

 

小学校高学年の部 

 

 

大賞 

《給食センター見学（おいしいご飯がたけました）》  板原 実乃里 5年生    

高知県土佐市 森光一仙絵画教室 

 

 

館長賞 

《旅物語》  大下 瑠已 6年生  石川県加賀市 加賀市立庄小学校 

 

 

優秀賞 

《幸せな時間》  加藤 南花 6年生  大阪府三島郡 三島郡島本町立第三小学校 

《階段のある道》  佐藤 綺音 6年生 静岡県伊豆市  絵画教室 むろの 

《ソーラン節「ヤー！」》  竹村 侑衣日 5年生  滋賀県大津市 子どもアトリエ 



《花背の雪とつらら》  福田 悠司 5年生  京都府宇治市 アトリエ ラパンブルー 

《ひまわり畑をかけぬける！》  和田 陽希 5年生  滋賀県大津市 大津市立青山小学校 

 

入選 

《二匹で来たの》  澤田 月々歌 6年生  奈良県桜井市  増田絵画教室 

《けんすい逆上がり》  佐藤 汐音 5年生  静岡県伊豆市 絵画教室 むろの 

《組体操》  近處 光栄 6年生  奈良県宇陀市 アトリエ・カーマイン 

《クリーニングの仕事》  竹村 結菜 5年生  静岡県伊豆の国市 絵画教室 むろの  

《キャー たのしかった プールそうじ》  南条 思羽 6年生   

京都府宇治市 アトリエ ラパンブルー 

《ハマグリを一家で食べる》  五木 芽惟 5年生  奈良県御所市 増田絵画教室 

《「子ども国会」》  田村 陽菜乃 6年生  京都府宇治市 アトリエ ラパンブルー 

《カブト虫見つけた》  新 尚翔 4年生 滋賀県大津市 大津市立下阪本小学校 

《めざせ！！ ホームラン》  加古 彩人 6年生  三重県四日市市 こども絵画教室 

《初めてのカヤック》  髙崎 莉子 5年生  三重県四日市市 こども絵画教室 

《獅子舞おどり》  橋本 珠里 5年生  奈良県宇陀市 アトリエ・カーマイン 

《記憶と記録》  小幡 菜々子 6年生 滋賀県大津市 子どもアトリエ 

《日光・月光菩薩は大きいぞ！！》  橋本 佳菜 4年生  岡山県岡山市 

幼児・小学生絵画教室 三原色の会 

《おみこし ワッショイ！！》  山口 誉仁 5年生  滋賀県大津市 大津市立青山小学校 



《魚つり》  辻 颯太 6年生  滋賀県長浜市 アートランド美術ミネシマ 

《水泳の練習》  林 花音 5年生  神奈川県海老名市 アトリエ ENDO 

《パイナップルを食べる》  内藤 悠 5年生  奈良県磯城郡 増田絵画教室 

《郡上八幡のまちなみ》  南 りこ 4年生  滋賀県大津市 大津市立仰木の里東小学校 


