
令和 ３ 年度「みかわ彩発見絵画コンクール 

（春・夏の部）」審査結果について 

 

 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（春・夏の部）」を開催しましたところ、三河各地から１,４１０点ものご

応募をいただきありがとうございました。「くらし」、「まつり」、「ふるさと」の

三つのテーマに沿い、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。 

審査員による厳正な審査の結果、入賞者一覧表のとおり入賞者が決まりまし

た。「最優秀賞」各学年１点、「優秀賞」各学年２点、「佳作」各学年５点、「奨

励賞」各学年１０点程度の、合計１０９名です。 

表彰式・作品展示等につきましては、下記《お知らせ》をご覧ください。 

 

≪お知らせ≫ 

１ 表彰式 

令和４年２月６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、 

優秀賞を受賞された皆さん３６名に、賞状と賞品を授与します。 

２ 作品展 

令和４年２月４日（金）～２月５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 

佳作及び奨励賞に入選された皆さんは、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担当までご連絡ください。

（℡ ０５６４－５１－４８１９ ） 

・新型コロナウイルス感染状況により、作品展・表彰式について変更もありうることをご承知おきくだ

さい。 

 

 



計１,４１０点

学年 郡市 学校名 氏名 題名

１年 豊田市 衣丘小 伊藤　えみり プールのれんしゅう

２年 岡崎市 井田小 足立　航基 またいきたい花火大会

３年 豊田市 衣丘小 辰巳　碧 田んぼでほたる見ーつけた！

４年 豊橋市 向山小 山口　ちえり つぐ高原で星空キャンプ

５年 安城市 新田小 峯村　日菜子 遊ぼっ茶広場に吹く風

６年 刈谷市 衣浦小 宝野　一真 夏詣

学年 郡市 学校名 氏名 題名

岡崎市 羽根小 河内　英音 近くのこうえんで虫とり

豊田市 土橋小 竹村　來晴 わたしがそだてたあさがお

岡崎市 羽根小 山本　涼惺 カニをつかまえた

岡崎市 小豆坂小 増永　奨 ぼくんちのにわに夏がきた

知立市 知立小 寺田　七望 知立の手筒花火

豊橋市 鷹丘小 桃野　倫太郎 オニヤンマをつかまえた！

西尾市 鶴城小 亀島　秀汰 バトンでつなぐぼくらの思い

知立市 知立西小 手嶋　敦希 見つけたぞ！　ぼくのカブト虫

豊田市 衣丘小 辰巳　永
丸山喜兵衛さんも同じ景色を見たのかな
   …思いをつなぐ大きな木!!

豊川市 牛久保小 小林　柚菜 にじますつかみどり

安城市 桜町小 藤田　亜弓 なしの木とかぞく

豊川市 国府小 森下　颯也 大好き！鬼祭り！

    ４年　１８５点　　５年　２０６点　　　６年　１６２点　　

＜優秀賞＞

＜最優秀賞＞

６年

令和３年度「みかわ彩発見絵画コンクール（春・夏の部）」入賞者一覧

１年

２年

３年

４年

５年

【応募総数】

    １年　２８６点　　２年　３２５点　　　３年　２４６点



岡崎市 井田小 岡崎市 根石小 刈谷市 かりがね小 刈谷市 かりがね小 附属 附属小 岡崎市 矢作南小

西尾市 鶴城小 安城市 丈山小 知立市 知立南小 安城市 安城中部小 岡崎市 小豆坂小 高浜市 吉浜小

幸田町 幸田小 幸田町 幸田小 幸田町 深溝小 西尾市 寺津小 豊橋市 福岡小 幸田町 幸田小

幸田町 深溝小 豊橋市 つつじが丘小 豊橋市 栄小 豊川市 長沢小 豊橋市 福岡小 豊川市 国府小

田原市 清田小 豊橋市 前芝小 田原市 童浦小 蒲郡市 蒲郡南部小 豊川市 国府小 新城市 千郷小

岡崎市 男川小 岡崎市 小豆坂小 岡崎市 矢作北小 岡崎市 大門小 岡崎市 岡崎小 岡崎市 梅園小

岡崎市 広幡小 刈谷市 かりがね小 岡崎市 羽根小 岡崎市 井田小 岡崎市 矢作南小 岡崎市 梅園小

安城市 安城南部小 安城市 作野小 刈谷市 双葉小 岡崎市 井田小 刈谷市 富士松南小 岡崎市 矢作南小

安城市 丈山小 高浜市 吉浜小 豊田市 山之手小 岡崎市 梅園小 西尾市 鶴城小 刈谷市 かりがね小

安城市 新田小 みよし市 三吉小 豊田市 朝日小 豊田市 青木小 西尾市 西尾小 安城市 桜井小

みよし市 天王小 豊橋市 鷹丘小 安城市 丈山小 西尾市 西尾小 豊橋市 松山小 西尾市 室場小

幸田町 深溝小 豊川市 国府小 西尾市 一色西部小 西尾市 荻原小 豊川市 赤坂小 幸田町 坂崎小

豊橋市 東田小 豊川市 国府小 西尾市 西尾小 豊橋市 前芝小 豊川市 豊小 豊川市 国府小

豊橋市 鷹丘小 豊川市 豊小 豊橋市 吉田方小 豊川市 萩小 蒲郡市 塩津小 蒲郡市 塩津小

豊川市 豊小 蒲郡市 蒲郡南部小 田原市 清田小 豊川市 長沢小 蒲郡市 竹島小 新城市 東郷東小

豊川市 国府小

（春・夏の部）

山本　奏来

川村　風太 沓名　遥 山本　新太 伊藤　颯一郎 増永　稟 小原　蒼人

眞壁　明志 坂口　詩歩 山下　ひより 水谷　百音 貝沼　姫和

＜佳　作＞

白谷　敦志 塩野　羽菜 藤城　映 宮田　陽子 中川　采音 永田　佳月

鈴木　あこ 長尾　百々花

山本　陽真

渡辺　尊陽

６　年

柴田　奏佑 柴田　環奈 　　結菜 山下　凌空 入江　優希 大野　玲音

1　年 ２　年 ３　年 ４　年 ５　年

齋藤　陽 杉浦　睦実 呉　承澤 永見　晴 北村　梓 水谷　心音

鈴木　咲都 福井　映斗 澤　良太 鈴木　にこ 末﨑　あいこ

山本　千紗都 丹羽　俊介 青木　朔太郎 井上　陽葵

小山　ハル 竹谷　颯真 西川　加七太 松澤　泉茅 松原　諒 野村　英汰

森下　薫 服部　翔琉

今村　真子 山内　虹歩 近藤　佳歩 眞壁　采実 水野　優一 杉浦　健心

中島　佳子 小笠原　春奈 森本　千咲 杉江　六花

𠩤田　輝心 志知　紗佳 久米　唯千花 浅田　彩葉 野澤　葵真 仲森　陽織

高橋　茉知 山本　結心 齋藤　灯 服部　日向子 中野　日和 阿部　仁海

奥平　結希

石黒　真衣 鈴木　一花 小川　有宇 松本　陽佑 伊藤　柚乃 市川　怜和

石川　紗妃 西谷　七海 杉山　明里 塩野　遥士 野澤　匠 林　達希

＜奨励賞＞

1　年 ２　年 ３　年 ４　年 ５　年 ６　年

定行　咲季 宮田　直樹 白谷　心美 竹内　祐惺 廣濵　留実
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