
賞 番号 地区名 市町村 学校名 学年 名前 作品タイトル

グランプリ賞 121 埼玉県川越市 川越市 富士見中学校 ３年 後藤　翠 ブリーズ

準グランプリ賞 712 奈良市 奈良市 伏見中学校 ３年 岩城   芙実香 Chloroplast Wonderland

準グランプリ賞 904 沖縄県 与那原町 与那原中学校 ３年 當間　 華鈴 大切なもの

金賞 432 福井県 敦賀市 松陵中学校 ３年 糊谷　妃香 ありがとうを伝えに

金賞 516 滋賀県 彦根市 中央中学校 ３年 藤居　莉世 自分だけの世界

金賞 715 奈良市 奈良市 伏見中学校 ３年 供田   理子 カイブツのいる街

金賞 716 奈良市 奈良市 伏見中学校 ３年 山本   晃太 16時30分

銀賞 107 埼玉県朝霞班 志木市 志木第二中学校 ３年 飯塚　陽菜子 今の私を好きでいてください

銀賞 213 千葉県印旛地区 栄町 栄中学校 ３年 塩田　芙唯 とある教室

銀賞 410 福井県 鯖江市 中央中学校 ３年 山本　芳里菜 木漏れ日

銀賞 522 滋賀県 大津市 瀬田北中学校 ３年 東出 淳志 モラトリアム

銀賞 603 堺市 堺市 旭中学校 ３年 浦本　瑞希 抜け出して

銀賞 704 奈良市 奈良市 登美ヶ丘北中学校 ３年 矢嶋    千草 絵画進化論

銀賞 908 沖縄県 南風原町 琉大附属中学校 ３年 天野　よいひ イデアの鼓動

銀賞 915 沖縄県 西原町 西原中学校 ３年 久貝　りり 結びの部屋

銅賞 101 埼玉県朝霞班 朝霞市 朝霞第二中学校 ３年 安島　凉泉 蛙を食す

銅賞 104 埼玉県朝霞班 朝霞市 朝霞第五中学校 ３年 村山　春菜 夏の風

銅賞 125 埼玉県川越市 川越市 高階中学校 ３年 徳永　陽大 決断と歩みの瞬間

銅賞 203 千葉県印旛地区 佐倉市 西志津中学校 ２年 馬庭　実佳子 「待合わせは午後３時ね！」

銅賞 214 千葉県印旛地区 栄町 栄中学校 ３年 味戸　苺香 金魚

銅賞 222 千葉県印旛地区 白井市 桜台中学校 ２年 山根　心 反抗

銅賞 422 福井県 越前市 武生第一中学校 ３年 宮崎　遥 橋

銅賞 504 滋賀県 守山市 明富中学校 ３年 勝見　めぐ どんな姿も愛しい

銅賞 515 滋賀県 彦根市 中央中学校 ３年 坂田　ちはる また会う日まで

銅賞 601 堺市 堺市 鳳中学校 ３年 山本　芽依 曾祖母の炊事場

銅賞 605 堺市 堺市 金岡北中学校 ３年 藤原　麻央 捻れ

銅賞 901 沖縄県 南城市 知念中学校 ２年 運天　健貴 バーン！！

上田審査員賞 108 埼玉県朝霞班 志木市 志木第二中学校 ３年 山口　希夏 宝

石堂審査員賞 413 福井県 鯖江市 中央中学校 ３年 山田　珠寿妃 逃避行

田中審査員賞 441 福井県 敦賀市 粟野中学校 ３年 小林　愛 最後の感謝を。

東良審査員賞 505 滋賀県 守山市 明富中学校 ３年 津田　敬土 過ぎていく記憶の中で

下﨑審査員賞 602 堺市 堺市 南八下中学校 ３年 平井　くるみ みちしるべ

牧井審査員賞 607 堺市 堺市 金岡南中学校 ２年 黒田　咲希 Clear blue

戸田審査員賞 714 奈良市 奈良市 伏見中学校 ３年 杉本   菫 ここから出たい

優秀賞 4 茨城県取手市 取手市 藤代南中学校 ２年 造倉　愛梨 青の夢幻

優秀賞 123 埼玉県川越市 川越市 城南中学校 ３年 川畑　玲依 あふれでる想像力

優秀賞 207 千葉県印旛地区 成田市 成田中学校 ３年 陳　鈺歆 私以外

優秀賞 411 福井県 鯖江市 中央中学校 ３年 加藤　花 落ちた‼

優秀賞 431 福井県 敦賀市 松陵中学校 ３年 佐野　心泉 5565日のピース

優秀賞 433 福井県 敦賀市 松陵中学校 ２年 髙木　愛花 重なる記憶

優秀賞 445 福井県 敦賀市 粟野中学校 ３年 松下　心咲 私の非常口

優秀賞 502 滋賀県 大津市 打出中学校 ３年 木下　藍 努力の報酬

優秀賞 616 堺市 堺市 金岡北中学校 ２年 川部　涼子 胡蝶の夢

優秀賞 617 堺市 堺市 金岡北中学校 ３年 千葉　吏留 私の３年

優秀賞 811 兵庫県明石市 明石市 魚住中学校 ２年 尾花　歩 本音

優秀賞 813 兵庫県明石市 明石市 魚住中学校 ２年 砂泊　杏奈 崩壊の世界

優秀賞 819 岡山県美作地区 津山市 津山東中学校 ３年 松岡　春妃 一線、超えたら

優秀賞 913 沖縄県 那覇市 金城中学校 ３年 友知　優里亜 友人
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地区名 番号 市町村 学校名 学年 名前 作品タイトル

1 茨城県取手市 2 取手市 藤代南中学校 ２年 小野　七海 スロバキアの城

2 茨城県取手市 7 取手市 藤代南中学校 １年 生井　真緒 青空と金魚

3 埼玉県朝霞班 103 朝霞市 朝霞第五中学校 ３年 安藤　美結 いずれ思い出となる

4 埼玉県朝霞班 113 和光市 和光第三中学校 ３年 大島　詩音 Ｔｈｅ　Ｆａｃｅｓ

5 埼玉県川越市 122 川越市 城南中学校 ３年 井上　風香 ３年分のヒラメキ

6 埼玉県川越市 126 川越市 高階中学校 ３年 藤間　ほのか 生気に満ちる

7 千葉県印旛地区 215 印西市 木刈中学校 ２年 古賀　杏奈 古世

8 千葉県印旛地区 221 印西市 滝野中学校 ３年 小山内　瑚子 忘れられない

9 千葉県印旛地区 223 白井市 桜台中学校 ２年 牧村　珠莉 Save the Earth

10 福井県 412 鯖江市 中央中学校 ３年 小竹　真央 日常

11 福井県 423 越前市 武生第一中学校 ３年 角所　ほのか 籠の外へ

12 福井県 427 越前市 武生第二中学校 ３年 大河　采加 求められるもの

13 福井県 435 敦賀市 松陵中学校 ２年 山本　実季 マイスペース

14 福井県 436 敦賀市 松陵中学校 ２年 山本　杏奈 憧れの夏

15 福井県 444 敦賀市 粟野中学校 ３年 能川　晴華 灯り（ともり）

16 福井県 451 敦賀市 粟野中学校 ２年 森上　さくら 群れ

17 福井県 453 小浜市 小浜第二中学校 ３年 池田　空斗 支えられている大切さ

18 滋賀県 508 彦根市 東中学校 ３年 堀　遥 落ちつく色に包まれて

19 滋賀県 517 彦根市 南中学校 ３年 木村　実有那 ボクを描いて

20 滋賀県 521 大津市 瀬田北中学校 ２年 森 万優香 月下の奇跡

21 堺市 604 堺市 三原台中学校 ３年 菅　初音 その先

22 堺市 609 堺市 中百舌鳥中学校 ３年 篠原　優衣 コネクト

23 堺市 614 堺市 登美丘中学校 ３年 山田　まゆ ジャメヴ

24 堺市 615 堺市 旭中学校 ３年 白数　希美 多面体の私

25 堺市 621 堺市 深井中央中学校 ３年 橋本　苺花 深海の宝石

26 奈良市 702 奈良市 京西中学校 ２年 山田　萌絵 友達

27 奈良市 719 奈良市 伏見中学校 ２年 三宅   朱莉 蔽う

28 奈良市 721 奈良市 ならやま中学校 ３年 橘    咲文 グリーンパワー

29 兵庫県明石市 804 明石市 魚住中学校 ３年 秋定　千晴 新しい光

30 岡山県美作地区 821 津山市 津山東中学校 ３年 藤田　陽 頂上戦争

31 沖縄県 902 うるま市 具志川東中学校 ３年 宮里　有紗 蓄える

32 沖縄県 903 与那原町 与那原中学校 ３年 崎山　 友海 幸せの青い鳥

33 沖縄県 909 沖縄市 宮里中学校 ２年 池田　優芽 溢れ出るモノタチⅡ

34 沖縄県 914 豊見城市 豊見城中学校 ３年 名嘉原　盛祁 眼球の奥には育まれた特異造形
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地区名 番号 市町村 学校名 学年 名前 作品タイトル

1 茨城県取手市 6 取手市 藤代南中学校 １年 小野寺　咲空 スイレンの花

2 茨城県取手市 8 取手市 藤代南中学校 １年 渡邊　結南 8月、20時横浜で

3 埼玉県朝霞班 102 朝霞市 朝霞第二中学校 ３年 塚田　菜々子 幸福の旅

4 埼玉県朝霞班 105 志木市 志木中学校 ２年 達脇　悠宇 廻巡

5 埼玉県朝霞班 110 和光市 和光大和中学校 ３年 坂内　理恵 混沌の海（こんとんのうみ）

6 埼玉県川越市 124 川越市 南古谷中学校 ３年 根岸　明莉 不思議

7 埼玉県川越市 129 川越市 霞ケ関西中学校 ３年 山崎　愛紗 幼い頃の記憶より

8 千葉県印旛地区 202 佐倉市 志津中学校 ３年 十文字　咲 もう一度、あなたの声をきく。

9 千葉県印旛地区 205 佐倉市 西志津中学校 １年 本名　優李 幽冥

10 千葉県印旛地区 208 成田市 成田中学校 ３年 近藤　あおい Confusion

11 千葉県印旛地区 210 成田市 公津の杜中学校 ３年 小川　亜虹 アクション

12 千葉県印旛地区 212 栄町 栄中学校 ３年 山根　唯 街と自然

13 千葉県印旛地区 224 白井市 桜台中学校 ２年 廣江　美咲 くわ町二丁目アヒル通り

14 福井県 401 福井市 明倫中学校 ２年 多賀谷　燈 自分らしく

15 福井県 407 福井市 進明中学校 ３年 工藤　羚賀 しあわせ呼ぶ季節

16 福井県 418 鯖江市 中央中学校 ２年 吉田　一葉 反対色

17 福井県 429 越前市 南越中学校 ３年 浮田　フミト 自然の恵み

18 福井県 430 越前市 南越中学校 ３年 齋藤　信富 現代社会

19 福井県 434 敦賀市 松陵中学校 ３年 和田　まほろ 夕焼け空に思いを込めて

20 福井県 443 敦賀市 粟野中学校 ３年 城山　春華 現実やどり、

21 福井県 447 敦賀市 粟野中学校 ２年 小沼　柚 居場所

22 福井県 449 敦賀市 粟野中学校 ２年 立木　杏奈 命のつかみどり

23 福井県 454 小浜市 小浜第二中学校 ３年 高田　渉夢 コイの樹

24 滋賀県 501 大津市 打出中学校 ３年 高山　智也 文化祭に向けて

25 滋賀県 507 彦根市 東中学校 ３年 寺村　ひかる 幸色のプレゼント

26 滋賀県 514 彦根市 中央中学校 ３年 江波　真瑚 告白

27 滋賀県 524 草津市 松原中学校 ３年 村山　歌菜 家族

28 滋賀県 525 守山市 守山南中学校 ３年 谷　百々香 雪の日

29 堺市 606 堺市 殿馬場中学校 ３年 新堀　英汰 ラット・バスターグラード革命

30 堺市 608 堺市 鳳中学校 ３年 篠原　真瑠美 弟

31 堺市 612 堺市 鳳中学校 ３年 久保　來海 水面

32 堺市 619 堺市 鳳中学校 ３年 岡田　心結 夏めく

33 堺市 620 堺市 南八下中学校 ３年 谷本　杏月 最後の廊下

34 奈良市 705 奈良市 登美ヶ丘北中学校 ３年 山口   華穂 2385年 海底要塞の末路

35 奈良市 706 奈良市 登美ヶ丘中学校 ２年 杉本   花音 Happiness

36 奈良市 710 奈良市 三笠中学校 ３年 吉岡   美桜奈 渇
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37 奈良市 722 奈良市 ならやま中学校 ２年 堀尾   優杏 犬のいる風景

38 奈良市 723 奈良市 ならやま中学校 １年 田引   宏和 自由

39 奈良市 728 奈良市 奈良教育大学付属中学校 ２年 川上   莉央 あなたらしさ

40 兵庫県明石市 808 明石市 魚住中学校 ３年 直本　萌音 幸福の花

41 兵庫県明石市 814 明石市 魚住中学校 ２年 沖田　結萌 宇宙貿易

42 兵庫県明石市 815 明石市 魚住中学校 ２年 鳥羽　咲夢 沈んだ場所

43 岡山県美作地区 816 津山市 県立津山中学校 ３年 吉田　彩華 現在の欠片

44 岡山県美作地区 817 津山市 津山東中学校 ３年 水島　愛奈 星が降る夜

45 岡山県美作地区 818 津山市 津山東中学校 ３年 小島　楓 白昼夢

46 沖縄県 905 南風原町 南風原中学校 ３年 銘苅 　愛菜 月の魔女

47 沖縄県 910 沖縄市 宮里中学校 ３年 南　七彩 ワイハ夢紀行-Power!-

48 沖縄県 911 中城村 中城中学校 ３年 與那覇　紗也花 乗り越える

49 沖縄県 912 中城村 中城中学校 ３年 宮本　芽生 Hадія(希望)



題：「ブリーズ」

アクリル画 サイズ(縦91cm×横65.2cm)

「ブリーズ」は「breeze(そよ風)」と「breathe(呼吸す
る)」の二つの意味があります。教室でマスクを外し深
呼吸するときの気持ちよさ、爽やかさを込め、描きま
した。絵の中に額縁を描きこみ、額縁の中の世界は明
るく、外は暗い色で対比させました。

【埼玉県川越市】１２１
川越市立富士見中学校３年 後藤 翠

グランプリ賞



題：「Chloroplast Wonderland」

アクリル サイズB1(縦73㎝×横103㎝)

私が初めてキャンバスに描いた絵です。いつか行ってみたいと思っている青木ヶ原樹海を描きました。過去に植
物をたくさん描いてきたので、特徴をとらえて描けたと思います。光を意識して描きました。あなたには何が見
えますか？

【奈良市】７１２
奈良市立伏見中学校３年 岩城 芙実香

準グランプリ賞



題：「大切なもの」

アクリル画 サイズ(縦728㎜×横1030㎜)

この日常は変わり映えしないような風景だけど今しかできなくて今の友達とはもう遊べなくなるかもしれない大
切な日常。時間が経つにつれそれを感じ、卒業したくないと思ってしまう時もあります。でもそう思うこともす
べて、私の財産で、価値のある日々と思いました。幸せを感じられている今、この絵を描きたいと思いました。

【沖縄県】９０４
与那原町立与那原中学校３年當間華鈴

準グランプリ賞



題：「ありがとうを伝えに」

アクリル・色鉛筆 サイズ(縦72.5cm×横60.5cm)

この絵は、友だちや家族、先生に、今まで伝えていな
かった「感謝」を表現した作品です。棚の中のものは、
そんな感謝を伝えたい人との思い出やプレゼントです。
見てくれた人に思いが伝わるといいなと思います。

【福井県】４３２
敦賀市立松陵中学校 ３年 糊谷 妃香

金 賞



題：「自分だけの世界」

油彩・キャンバス F３０号

【滋賀県】516
彦根市立中央中学校３年 藤居 莉世

この3年間良い思い出を作ることはできたけれど、コロナ禍でたくさんの制限がされ、つらい思いをしました。
ですが、この作品だけは自分の好きなように学んだことや思い出を詰め込み、自分だけの自分だけしか作る
ことができない世界を作りたいと思いました。

金 賞



題：「カイブツのいる街」

油絵の具、紙粘土、ラメ、ビーズ、クレヨン、ペン

サイズF50(縦117㎝×横91㎝)

この作品は周りが白く霧のようになっています。迷い
込んだらカイブツのいる街を見つけます。人やカイブ
ツから、見る人が物語を想像できるような作品になっ
ています。絵の具だけでなく粘土やビーズなどを使っ
ているのが特徴です。絵の中に猫が1匹迷い込んでいま
す。探してみてください。

【奈良市】７１５
奈良市立伏見中学校３年 供田 理子

金 賞



題：「16時30分」

油絵の具 サイズF30(縦73㎝×横91㎝)

僕は最初、この作品にどういう思いを込めて、どういう絵にしていくのか、全く決めていませんでした。描いて
いくうちに昔の作品のネタを入れてみたり、少しファンタジーを混ぜてみたりして、楽しみながら絵を仕上げま
した。

【奈良市】７１６
奈良市立伏見中学校３年 山本 晃太

金 賞



銀 賞

８点



【埼玉県朝霞班】１０７
志木市立志木第二中学校３年 飯塚 陽菜子

題：「今の私を好きでいてください」
油絵の具・キャンバス
サイズＦ４０号（縦１００㎝×横８０．３㎝）

「未来の私へ。価値観が変わって、今の考え
がくだらなく思えても、今の私を好きでいて
くれますか？どうしてああ描いたのだろう、
ともどかしく思っても、築き、壊され、上書
きを繰り返されたその上に今がある、そう
思ってもらえるのなら。」

銀賞



【千葉県印旛地区】２１３

印旛郡栄町立栄中学校 ３年 氏名 塩田 芙唯

いつも笑顔のあの子、一人になりたくなさそうなあの子。どれほどの人がありのままでいるのだろう。わたし
はありのままなのだろうか。友達は私にありのままで接してくれているのだろうか。教室という小さな世界で、
ふと感じた思いを描きました。

題：「とある教室」

アクリル サイズＦ１０ (縦 ４５.５cm×横 ５３cm)



題：「木漏れ日」

アクリル・色鉛筆・マジックサイズ（縦65.2㎝×横53.0㎝）

花冠を乗せた少女が優しい木漏れ日の中にいる様子を
絵描きました。工夫した点は、光の当たり具合による明
暗、輝いているように見せる瞳の描き込みです。背景は、
透明感を出す為、白一色に淡く葉の影を落とし、アイ
ビーを描く事で鮮やかさを出しました。「こんな木漏れ
日が当たる場所に行きたい」そんな思いで描きました。

【福井県】 ４１０
鯖江市中央中学校 ３年 山本 芳里菜



題：「モラトリアム」

アクリル・キャンバス サイズ(縦73cm×横61cm)

モラトリアムに守られているにも関わらず、失敗を
恐れて挑戦しない自分のネガティブな感情を描きま
した。そのネガティブな感情を、「最後の晩餐」の
人物のシルエット、自分の手、抽象的な色彩など
様々なモチーフに託しました。

【滋賀県】522
大津市立瀬田北中学校３年 東出 淳志



【大阪府堺市】６０３
堺市立旭中学校 3年 浦本 瑞希

この作品は、私の目標と言えます。「気持ち」を表
現するために、色や構図を工夫しました。
悪い自分が作り出してしまった悪い世界から抜け出し、
新しい自分を作る こと。そうして、私は強くなれます。

題：「 抜け出して 」
F１５ アクリル



【奈良市】７０４
奈良市立登美ヶ丘北中
学校 3年 矢嶋 千草

題「絵画進化論」

アクリル・キャンバス
サイズ （１１６７×
９１０ｍｍ）

この作品は未完成です。
不完全さは、壊して新
しいものを創ってきた
美術の歴史を表現して
います。また、自身が
作品を作り上げようと
する進化の過程も描き
表そうとしました。こ
れまで目を背けてきた
自画像への挑戦も私の
進化の一つです。これ
らを未完成という形で
完成させました。



題：「イデアの鼓動」

アクリル・透明水彩絵の具・色鉛筆 サイズ(縦100cm×横73cm)

古代ギリシャの哲学者、プラトンが説いたイデア論を元に制
作しました。私達はいつか死を迎えますが、この魂は永遠に
実在し輪廻転生を繰り返します。死を恐れずにこの人生を全
うしたいという思いと、私自身への愛を込めた作品です。

【沖縄県】９０８
国立琉球大学教育学部附属中学校３年 天野 よいひ



題：「 結びの部屋 」

アクリル サイズ(縦７７cm×横９５．５cm)

暖かい日差しが降り注がれ、眠気を誘い始める。三年
間使い続けてきた一つの棟の中でそれぞれの出会いが
生まれる。日々成長していく自分たちの姿に今になっ
て実感が湧いてくるようになった。この場所で共に歩
んでこれたことが何よりうれしい。今見える景色を１
秒でも長く目に焼き付けて忘れずに大切にしたい。

【沖縄県】９１５
西原町立西原中学校３年 久貝 りり



銅 賞

１２点



【埼玉県朝霞班】１０１

朝霞市立朝霞第二中学校 3年 安島 凉泉

題: 「蛙を食す」

油･アクリル サイズ(F50)

ここにいる生物にはそれぞれ意味があり、蛙
と蛇は縁起が良い生き物とされています。また、
周りに生えているロイコクロリディウムという
寄生中は、“注目を浴びたい”という意味を込め
ました。

これらは全て私の欲です。全て手に入れたい、
つまり食べてしまいたいということで、最後に
大きな口をかきました。



【埼玉県朝霞班】１０４
朝霞市立朝霞第五中学校 3年 村山 春菜
題 『夏の風』

油彩・キャンバス サイズF30（910mm×727mm）

真夏に学校から帰り、外から家に入ると、私は一目散に扇
風機にかぶりついて思い切り風を浴びる。私はそれが好きで、
その時に夏を感じる。私はジリジリと蒸し暑い外にいる時で
はなく、その暑さから解放してくれる涼しさを感じた時にこ
そ、夏のよさをしみじみと感じることができる。そんな私の
お気に入りの「夏の風」を表現した。



題：「決断と歩みの瞬間」

アクリル画 サイズ(縦９０cm×横９０cm)

3年生になった、私達は将来の道を正しく決断できているのか。作品の男性は人によっては思い出を振り返った
り、将来に期待を感じているように見えるかもしれない。自分が納得できる道を選んでいきたい。

【埼玉県川越市】１２５
川越市立高階中学校３年 徳永 陽大



【千葉県印旛地区】２０３
佐倉市立西志津中学校 ２年 馬庭実佳子

その時、私は待ち合わせをしていた。しかし、約束の時間
をゆうに超え、ついにあたりは暗くなってしまった。恐る恐
る相手に連絡すると、相手は「忘れてた」と一言・・・。と
いう悲劇（実体験）をもとに描きました。あの時の孤独と悲
しみを感じてほしいと思います。

題：「待ち合わせは午後3時ね！」

油彩 サイズＦ２０(縦７２．７cm×横６０．６cm)



【千葉県印旛地区】２１４

印旛郡栄町立栄中学校 ３年 氏名 味戸 苺香

題：「金魚」

鉛筆、アクリル等 サイズB３ (縦51.5cm×横36.4cm)

この作品は、光を反射する金属でできているモノク
ロの硬質なものと、それとは対照的な色鮮やかで滑
らかな動きを見せる金魚の2つを組み合わせた独特
の世界観で制作しました。デッサンはあまり得意で
はないけれど、時間をかけて丁寧に描きました。



【千葉県印旛地区】２２２

白井市立桜台中学校
２年 氏名 山根 心

中学２年生になり、今までかわいい・かわいいと言われ続けて来た僕も、反抗期と言われ始めました。母に
は「子育てというものも、もう解らなくなってきた。」と言われます。しかし、僕にだって僕の意志がある。
言葉にできない、大人達には伝わらない反抗の気持ちを表現しました。

題：「 反抗 」
素材（油彩） 油彩 サイズＦ２０

(縦６０．６cm×横７２．７cm)



題：「橋」

アクリルガッシュ・F15キャンバス サイズ(縦65.2cm×横53.0cm)  

私達学生の不安定な心の中を表しました。一見、黒い
橋は強く見えるかもしれませんが、形をはっきりさせ
ないことで、ふにゃふにゃと不安定なものの上に立っ
ているということを表現しています。また、橋の下に
見える背景を透かして見せることで、不安定さを増幅
させています。

【福井県】４２２ 越前市武生第一中学校
３年 宮崎 遥



題：「どんな姿も愛しい」

油彩・アクリル・鉛筆・キャンバス サイズ(縦 910cm×横727cm)

最愛の妹を、中学生最後の作品で描きたいと思いこの
作品を仕上げました。8か所全てを違う技法で描くことで、

一つの作品から別の見方ができるので、面白いかもと思
い描きました。また、作品をただ観てもらうだけでなく、多
様な視点を持って観てもらえるような作品に仕上げまし
た。

【滋賀県】504
守山市立明富中学校３年 勝見 めぐ



横長用

作品写真データを貼り付け

※紙に印刷しません
このパワーポイントファイルをメールに添付して

kazyhazy@maia.eonet.ne.jp
に送付してください

※11月11日（金）締め切り

このエントリーに１作品1000円必要です。
中美連冬の大会等の機会に
打出中学校 梶岡まで

題：「また会う日まで」

油彩・キャンバス F30号

【滋賀県】515
彦根市立中央中学校３年 坂田 ちはる

私と彼女との物語はあと数か月で一旦終わりを迎えます。何もかも正反対な私たちはもちろん今後進む道も
異なってきます。しかし、これで終わりではありません。また、これから始まっていききっとどれだけ違う
道を選んでもまた再会し、一緒に新しい話を紡いでゆくでしょう。その日までこの思い出を胸に抱いて。

mailto:kazyhazy@maia.eonet.ne.jp


【大阪府堺市】６０１
堺市立鳳中学校 3年 山本 芽依

今現在も使用している曾祖母の炊事場が私には珍
しく、描いてみたいと思いました。夏は暑く、冬は
寒い炊事場です。

題：「 祖母の炊事場 」
F２０ 水彩画 色鉛筆



【大阪府堺市】６０５
堺市立金岡北中学校 ３年 藤原 麻央

全ての生物には繋がりがある。捻れてかすれても変えら
れない。魚も鳥もヘビもワニも全て。私はそう思う何かを
見すえている様に見えたら嬉しいです。

題：「 捻れ 」
F５０ 油彩



題：「バーン！！」

水彩使イラストボード サイズ(縦72.8cm×横51.5cm)

鯨は大きな情報の象徴、世界に伝わるネットワークを
青いウェーブ、行き交う魚を人として表現しました。
情報に近づいていく人も、遠ざかる人もいる。情報に
賛成の人も反対の人もいる。自分の意見を強要する人
もいる。でも本当は何だっていいんだ。固定概念に囚
われずに、ちょっと立ち止まって考えてみては？

【沖縄県】９０1
南城市立知念中学校２年 運天健貴



審査員賞

７点



【埼玉県朝霞班】 １０８
志木市立志木第二中学校３年

山口 希夏
題：「宝」

油絵の具・キャンバス
サイズＰ４０号
（縦７２．７㎝×横１００㎝）

「この絵は命の大切さがコンセプトで、生き物達の一部分に希少価値の高い宝石を取り入れること
で表現しました。また、生き物は皆キラキラと輝くことが出来るという意味も込めました。「宝」
という題名は「宝石」と「命」という二つの意味が込められています。」

上田みゆき

審査員賞



題：「逃避行」
ボールペン・折り紙 サイズ（縦55.1㎝×横55.7㎝）

「想像」それはきっと誰もがすることでしょう。
この子は現実からの逃避行のため自分の電源を
切って想像し、モニターに映し出されている自分
だけの世界を創造し、そこで過ごしています。人
の限界は現実では視えません。だから、もし自分
の限界が警告され、自分だけの世界で過ごせたら
…と思い描きました。

【福井県】 ４１３
鯖江市中央中学校 ３年 山田 珠寿妃

石堂裕昭

審査員賞



題：「最後の感謝を。」

アクリル・色鉛筆・パステル・クレヨン サイズ(縦91.0cm×横91.0cm)

美術部で過ごした３年間。たくさんの思い出を私に与
えてくれた「絵」という存在。この作品でその全てに
感謝を届ける。何もない私を、灯してくれてありがと
う。

【福井県】４４１
敦賀市立粟野中学校 ３年 小林 愛

田中圭一

審査員賞



題：「過ぎていく記憶の中で」

油彩・キャンバス サイズ(縦 910cm×横727cm)

中学3年生になって、勉強する時間や友達と楽しく話

す時間などが泡がはじけるようにあっという間に過ぎて
いくように感じるようになってきた。その儚さを忠実に
表現するために、水泡や肌に映る影、少女の表情などを
ち密に描き込んだ。また、光の当たり具合も細かく調整
し、神秘的になるよう仕上げた。

【滋賀県】505
守山市立明富中学校３年 津田 敬土

東良雅人

審査員賞



【大阪府堺市】６０２
堺市立南八下中学校 3年 平井くるみ

今までで、一番印象深かった空を描きました。あの空の先にはきっと自分が望むものが あると信じて少しずつ前に進んでいる様子
です。もしこの先、人生という長い道に 迷ってしまった時、この絵を見て自分が今進むべき道がどれなのか見つけられる一 つの救
いになればと思い制作しました。

題：「 みちしるべ」
F４０ アクリル

下﨑美江

審査員賞



【大阪府堺市】６０７
堺市立金岡南中学校 ２年 黒田 咲希

青色の持つ爽やかさ，落ち着きを表現しました。写実的に描くのではなく、見た人の心を癒せるような綺麗さを意識しました。

題：「 Clear blue 」
B２ アクリル・水彩

牧井正人

審査員賞



題：「ここから出たい」

油絵の具 サイズF30(縦73㎝×横91㎝)

私の夢は、生き物を変わらずそのままの形で保管することです。ここは、ある実験室。この生き物たちは、私の夢
を叶えるための実験を受けている途中です。しかし、この絵の生き物たちは楽しく幸せなのでしょうか。この子た
ちの本当の願いは「ここから出たい」。

【奈良市】７１４
奈良市立伏見中学校３年 杉本 菫

戸田正寿

審査員賞



優秀賞 １４点



題：「青の夢幻」 油絵具 サイズ(縦60.6cm×横60.6cm)

この作品は、現実と幻が重なった瞬間を創造して描き
ました。「現実」の部分は、できるだけそこにいるか
のように描きました。「幻」の部分は、「青」を中心
に溶けるように消えていく蝶を描きました。色を多く
使わないようにしてより現実味っがない雰囲気を創り
出した絵です。

【茨城県】００４

取手市立藤代南中学校２年 造倉 愛梨

優秀賞



題：「あふれでる想像力」

水彩画 サイズ(縦５４５㎜×横７９５㎜)

この絵の、1番注目してほしいところは、色です。現実ではありえない色を使い、現実世界にまで飛び出してく
る「想像力」を力強く描きました。こぼれた水に映る空や虹など、見る人が楽しめるように、絵の中に様々なも
のをちりばめました。見る人の想像力も広げていきます。

【埼玉県川越市】１２３
川越市立城南中学校３年 川畑 玲依

優秀賞



【千葉県印旛地区】２０７

成田市立成田中学校 ３年 氏名 陳 鈺歆

自分の視点から客観的に見た世の中の構造や雰囲気を絵
の具とえんぴつ、そして中心の人物のポーズで表現しまし
た。花の細かい繊維の部分や、ガラスの写り込み、割れ目
にこだわって製作しました。今起きている国際紛争や人々
の心の悩みがこの絵を通して伝わるものになれたらいいな
と思います。

題：「私以外」

素材（鉛筆、水彩、アクリル等） サイズB1 (縦103cm×横72.8cm)

優秀賞



題：「落ちた!!」
アクリル・白ペン サイズ（縦60.5㎝×横92.0㎝）

ある日の通学中、蓋の外れていたマンホールに落ち
てしまった男の子を描きました。「マンホールの中」
というと、暗く、怖いイメージが浮かびませんか？で
も、いざ入れば幻想的な景色が広がっていたらどうで
しょう。そう思うと、私たちが見ている世界はより素
敵に見えてくるのではないでしょうか。

【福井県】 ４１１
鯖江市中央中学校 ３年 加藤 花

優秀賞



題：「5565日のピース」

アクリル・ボール紙 サイズ(縦72.5cm×横60.5cm)

私を支えてきたものや私を作ってきたもの、そして自
分を描き、私の15年間をピースで表現しました。卒業
式を迎える日に私の15年間のピースが全て揃います。
ピースの上に色をのせることや立体的に描くことが難
しかったです。最後まで描き切れたことは、今後の私
の支えになってくれると思います。

【福井県】４３１
敦賀市立松陵中学校 ３年 佐野 心泉

優秀賞



題： 「重なる記憶」

アクリル画 サイズ(縦60.5cm×横72.5cm)

私にとって、日々、思いついたものや自分の好きなものが増えて重なっていくことは、とても楽しく大切な
ことです。でも記憶が消えてしまうこともあるので、それを絵にしました。赤く伸びているサンゴは、全て
をつなげているように描きました。

【福井県】４３３
敦賀市立松陵中学校 ２年 髙木 愛花

優秀賞



題：「私の非常口」

アクリル・水彩色鉛筆 サイズ(縦91.0cm×横72.7cm)

私にとって部活動をしている美術室は、私が私でいら
れる場所で、私が１番自分を認められる場所です。ど
んな自分でも、私でいいんだと思わせてくれたこの場
所と仲間に、３年間の感謝を込めて描きました。

【福井県】４４５
敦賀市立粟野中学校 ３年 松下 心咲

優秀賞



題：「 努力の報酬 」

油彩 キャンバス サイズ(縦606cm×横727cm)

【滋賀県】502
大津市立打出中学校３年 木下 藍

去年、母の勧めで母の知人と一緒にポストカードのワークショップに作品を出していただきました。そこで
初めて自分の絵が商品として売れました。そのおかげで自分の作品に自信が持てたことや、買ってくださっ
た方や協力いただいた方への感謝を作品に込めました。

優秀賞



【大阪府堺市】６１６
堺市立金岡北中学校 ２年 川部 涼子

たくさんの蝶が集まって、一羽の蝶を形作っています。 自分が一羽の小さな蝶なのか、大きな蝶なの一部なのか、区別が
つかなった蝶達を描きました。

題：「 胡蝶の夢 」
F３０ 油彩



【大阪府堺市】６１７
堺市立金岡北中学校 ３年 千葉 吏留

私の最後の作品は、育った私の母校を背景に
「私」という存在を描きました。

題：「 私の3年 」
F５０ 油彩

優秀賞



題：「本音」

アクリル画 サイズ(縦 51cm×横 73cm)

自分の本音を表現しました。周囲の部分は白ペンなど簡易的な画材を使い、その代わり、パソコ
ン画面のハートの切り絵は細かく繊細な雰囲気で作りました。画面の下から延びる主観的な手は
黒く簡単に、逆にパソコン画面の中から出てきている手は写実的に描きました。自分の性格の二
面性や心情を表現したつもりです。

【明石市】８１１
明石市立魚住中学校
２年 尾花 歩

優秀賞



題：「崩壊の世界」

アクリル画

サイズ(縦 73cm×横 51cm)

水没した都会を、悲しい雰囲気が出るようにほぼ青
や黒を使って描きました。アクセントになるように
暖色系の海月を中心に描きました。ひび割れやガラ
スの破片を描いて、何かが壊れていく様子を表現し
ました。崩壊していく不安げな景色の中で、踏ん
張って立つタワーに寄り添うように漂うクラゲは私
自身を象徴してもいます。

【明石市】８１３
明石市立魚住中学校
２年 砂泊 杏奈

優秀賞



題：「一線、超えたら」

アクリル画 サイズB2(縦.51.5cm×横72.8cm)

この作品は、戦争と普通の日常は隣合わせの存在だと感じてもらうために描いた作品です。私はロシアとウクライ
ナの状況を見て、戦争に対する作品をつくりたいと思い、あまり過激な絵にならないように遠回しに伝えられる構
図を考えました。全体的に暗めで、どこに目が向くか客観的に考えるのが難しかったです。

【岡山県美作地区】８１９
津山市立津山東中学校３年

松岡 春妃

優秀賞



題：「友人」

アクリル・ケント紙 サイズ(縦105cm×横73cm)

この絵は、友人と遊びに行った際の思い出を描いたも
のです。マスクと帽子、逆光で顔が暗く見えるけど、
２つのピースが明るい様子を表すことで、私の日常に
も笑顔がいっぱいあるなと感じさせられます。初めて
リアルなものに挑戦し、もっとこうすればここは良い
なと感じられる絵になりました。

【沖縄県】９１３
那覇市立金城中学校３年 友知 優里亜


