
平成３ ０ 年度「みかわ彩発見絵画コンクール 

（秋・冬の部）」審査結果について 

 

 本年度より、公益財団法人愛知教育文化振興会の教育振興事業、「みかわ彩発

見絵画コンクール（秋・冬の部）」を開催しましたところ、三河各地から８０５

点のご応募をいただきました。多数のご応募をありがとうございました。くらし、

まつり、ふるさとの三つのテーマにそった、子どもたちの思いのこもった感性豊

かな作品ばかりでした。 

過日、審査員により、厳正な審査をしていただき、下表のとおりの結果となり

ました。入賞者は、「最優秀賞」各学年１点、「優秀賞」各学年２点、「佳作」各

学年５点程度、「入選」各学年１０点程度の、合計１０５名です。 

入賞作品の一部は、本法人発行の機関紙『教育と文化』、２０１９年度夏・冬

休み日誌（表紙絵）にも掲載します。 

 

＜お知らせ＞  

１ 表彰式 

平成３１年２月３日（日）午後１時３０分～ 

会場；三河教育会館 

「みかわ彩発見絵画コンクール（春・夏の部）（秋・冬の部）」の最優秀賞、 

優秀賞を受賞者された皆さん３６名に、賞状と賞品を授与します。 

 

２ 作品展示 

平成３１年２月２日（土）午前９時３０分～午後３時３０分 

 会場；三河教育会館 

最優秀賞、優秀賞、佳作の作品、９７点を展示します。当日は、「かきぞめコ

ンクール」の作品展と合同で開催します。 

 

３ その他 

佳作及び入選に入賞された皆さんは、所属学校へ賞状を送付しますので、学

校を通じてお受け取りください。 

 

（お願い） 

 入賞者の学校名・氏名につきましては、応募個票をもとに記載しました。慎

重を期して作成しましたが、学校名や氏名に誤りがありましたら、公益財団法

人愛知教育文化振興会までご連絡ください。 （ ℡ ０５６４－５１－４８１９ ） 

 



計　８０５点

学年 郡市 学校名 氏名 題名

１年 設楽町 名倉小学校 塚田　そら おぞうにを　たべたよ

２年 岡崎市 矢作南小学校 白井　麻央 しんけんしょうぶ

３年 岡崎市 羽根小学校 水野　友葵 岡崎南公園雪あそび

４年 岡崎市 根石小学校 稲垣　  結 書き初め

５年 設楽町 清嶺小学校 河辺　汐音 ぼくの大好きな榊鬼

６年 幸田町 中央小学校 宮城　うたの 絵を描いていて幸せな私

学年 郡市 学校名 氏名 題名

安城市 里町小学校 菅澤　瑠菜 おみこし　

豊根村 豊根小学校 塚本　悠輝 こわい　おにだ　花まつり

愛教大 附属岡崎小学校 貝沼　姫和 みんなで　わいわい　おもちつき

岡崎市 根石小学校 祖式　真帆 みんなと楽しいなわとび

刈谷市 小高原小学校 川岸　姫依 雪だ！あそぼう！

豊橋市 東田小学校 大山　結加 わたしのお正月

豊田市 前山小学校 山﨑　愛美 元旦はおせち！

安城市 桜林小学校 小西　真央 はつもうで

愛教大 附属岡崎小学校 市川　侑誠 松平家（徳川家）の氏神　伊賀八幡宮

岡崎市 六ツ美北部小学校 佐々木　美帆 光の祭典岡崎　泰平の祈り

岡崎市 大樹寺小学校 矢野　希実 大樹寺

安城市 桜井小学校 斉藤　  凜 三河万歳

    ４年　１７４点　　５年　　９０点　　　６年　　６６点　　

＜優秀賞＞

＜最優秀賞＞

６年

平成３０年度「みかわ彩発見絵画コンクール（秋・冬の部）」入賞者一覧

１年

２年

３年

４年

５年

【応募総数】

    １年　　６８点　　２年　２１２点　　　３年　１９５点



愛教大 附属岡崎小 愛教大 附属岡崎小 刈谷市 小垣江小 愛教大 附属岡崎小 岡崎市 根石小 岡崎市 井田小

岡崎市 広幡小 岡崎市 広幡小 豊田市 大林小 豊田市 大林小 岡崎市 六ツ美北部小 岡崎市 大樹寺小

岡崎市 六ツ美北部小 岡崎市 広幡小 安城市 里町小 豊田市 大林小 安城市 丈山小 岡崎市 矢作北小

安城市 丈山小 安城市 里町小 西尾市 津平小 西尾市 西尾小 西尾市 津平小 刈谷市 小高原小

豊橋市 東田小 豊橋市 新川小 豊根村 豊根小 西尾市 米津小 幸田町 豊坂小 幸田町 中央小

蒲郡市 竹島小

岡崎市 広幡小 愛教大 附属岡﨑小 愛教大 附属岡崎小 岡崎市 根石小 岡崎市 根石小 岡崎市 根石小

岡崎市 井田小 愛教大 附属岡﨑小 岡崎市 連尺小 岡崎市 根石小 岡崎市 根石小 岡崎市 根石小

岡崎市 井田小 岡崎市 広幡小 岡崎市 六ツ美北部小 岡崎市 大門小 岡崎市 根石小 岡崎市 大門小

刈谷市 日高小 岡崎市 広幡小 碧南市 新川小 岡崎市 大門小 岡崎市 奥殿小 岡崎市 矢作北小

安城市 里町小 岡崎市 井田小 豊田市 大林小 岡崎市 大門小 豊田市 前山小 岡崎市 矢作北小

安城市 桜林小 岡崎市 井田小 豊田市 大林小 豊田市 大林小 みよし市 三吉小 幸田町 中央小

豊根村 豊根小 西尾市 鶴城小 安城市 桜井小 豊田市 大林小 幸田町 深溝小 幸田町 中央小

西尾市 鶴城小 豊根村 豊根小 豊田市 大林小 幸田町 豊坂小 幸田町 豊坂小

西尾市 鶴城小 豊根村 豊根小 豊田市 大林小 幸田町 豊坂小 幸田町 豊坂小

豊根村 豊根小 豊根村 豊根小 安城市 丈山小 設楽町 名倉小

＜佳　作＞

＜入　選＞

1　年 ２　年 ３　年 ４　年 ５　年 ６　年

下タ村　咲也 依田　一暉 浅井　菜穂子 後藤　光雅

田中　優希奈 當山　勇一 光岡　エル萌 髙谷　優月 市川　鳴海

北川　志恵莉 清川　大和 内藤　風歌 大須賀　沙希 横地　柚華

鈴木　希空 岩瀬　怜那 斉藤　乃愛 加藤　衣央里 渡邉　大雅 石原　和果

小西　真矢 林　  朔弥 雪元　理人 阿部　遥香 松本　陽茉莉 浅井　康輔

中村　哲誠 佐竹　紫帆 高橋　  慶 矢山　陽登 加藤　美羽 佐藤　美羽

板谷　健冴 柳原　敏光 加藤　朝陽 宮山　彩葉 平野　杏奈 石川　紗菜

加藤　萌子 稲垣　澪音

佐藤　瑛仁 高橋　李蘭 岡本　凛音 河谷　海蘭唯 野々山　鼓 佐々木　美潤

６　年

宇野　綾馬 中丸　栞那 佐々木　はるか 鎮目　真帆 石原　悠敏 稲垣　華

1　年 ２　年 ３　年 ４　年 ５　年

近田　小茉希 服部　悠希 前田　琥羽 ペンサック樹里行

岡﨑　洸成

小笠原　花音 胡桃　沙紀

髙松　結希乃 鈴木　紅葵 齋藤　悠大 中村　美華 齋藤　晃大 川岸　愛央衣

髙野　桧司 鈴木　華帆 中林　慧翔 呉田　真悠

大山　航生 小原　かなえ 筒井　  蒼 鈴木　駿介 浅井　佐和 猟沢　悠人

山口　真琴

杉山　莉ノ歩 安藤　永空 浦地　悠生 秋葉　未羽 宮本　百合 林　  里咲

鈴木　はる香 菅野　聡介 松下　宙未 中村　亮介 大和　藍奈


