
 

令和 ３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（再掲） 

 

  去る 1月 21日に当法人ホームページに掲載しました見出しの件につきまして、 

 一部誤りがありましたので再掲いたします。よろしくお願いします。 

 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４８７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、「奨励賞」各学年１０点程度の、合計１０８名です。 

これまで、本法人では最優秀賞と優秀賞に選ばれました皆様には、表彰式に

て直接表彰状等の授与を行ってまいりました。しかし、新型コロナウイルスの

感染が急拡大し、愛知県におきまして「まん延防止等重点措置」が適用されま

した。大変残念ではありますが、昨年度に続き、本年度の表彰式も中止といた

します。入賞された皆様には学校を通して表彰状等を贈呈させていただきます。 

また、作品展につきましても中止とさせていただきます。最優秀賞・優秀賞

作品につきましては、後日、愛知教育文化振興会ホームページにて紹介をしま

す。併せてご覧いただけましたら幸いです。 

まだまだ、新型コロナウイルス収束の道すじは見出せませんが、三河の子ど

もたちの健やかな成長と今後の活躍を心より祈念申し上げます。 

 

（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４８７点

学年 郡市 学校名 氏名 題名

１年 岡崎市 羽根小 河内　英音 ママといっしょにゆきだるまをつくったよ

２年 豊田市 前山小 坂本　和香奈 雪そりきょうそう、勝つぞ！！

３年 田原市 清田小 白谷　心美 完成！！　氷の中にいっぱいの花びら

４年 豊橋市 旭小 小森田　楓美 とてもやさしい長生きな木（校庭の木）

５年 岡崎市 小豆坂小 増永　　稟 地元の物いっぱいの二七市でお正月の準備

６年 幸田町 荻谷小 林　　凜音 ハードルをとびこえている私

学年 郡市 学校名 氏名 題名

豊田市 土橋小 竹村　來晴 いもうととゆきぞりしたよ

豊川市 千両小 中野　さより 元気に食べよう

岡崎市 根石小 坂口　詩歩 楽しい秋　みいつけた！

安城市 作野小 山内　虹歩 おいもほり

知立市 知立南小 山本　新太 光の王国　～知立イルミネーション２０２１～

豊田市 童子山小 青山　結飛 楽しい　いもほり！

岡崎市 大門小 山下　凌空 おばあちゃんの特せいすき焼き２０２２

豊田市 根川小 平岡　梨沙 わおー！！

岡崎市 附属岡崎小 貝沼　姫和 伊賀八幡　ジャランジャランと初詣

豊川市 牛久保小 小林　柚菜 ２年ぶりの学習発表会（光のまい）

西尾市 室場小 阿部　仁海 幡豆のかぼちゃ寺

豊橋市 八町小 橋本　みのり わたしのまちの宝物～豊橋市公会堂～

    ４年　８５点　　　５年　　８７点　　　６年　　７０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（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　８１点　　　２年　　８６点　　　３年　　７８点



岡崎市 井田小 岡崎市 小豆坂小 岡崎市 井田小 岡崎市 附属岡崎小 刈谷市 富士松北小 岡崎市 六ツ美北部小

幸田町 深溝小 刈谷市 小高原小 岡崎市 大門小 岡崎市 井田小 幸田町 豊坂小 知立市 知立西小

豊橋市 旭小 豊橋市 旭小 岡崎市 大門小 西尾市 鶴城小 幸田町 豊坂小 みよし市 黒笹小

豊橋市 二川南小 豊橋市 八町小 刈谷市 双葉小 知立市 知立西小 豊橋市 豊小 幸田町 荻谷小

豊川市 千両小 豊川市 千両小 幸田町 豊坂小 豊橋市 多米小 幸田町 豊坂小

田原市 清田小

岡崎市 附属岡崎小 岡崎市 附属岡崎小 岡崎市 附属岡崎小 岡崎市 附属岡崎小 岡崎市 根石小 幸田町 荻谷小

岡崎市 附属岡崎小 岡崎市 附属岡崎小 岡崎市 根石小 岡崎市 六ツ美北部小 豊田市 浄水小 幸田町 荻谷小

岡崎市 根石小 岡崎市 六ツ美北部小 豊田市 元城小 豊田市 青木小 知立市 知立南小 幸田町 荻谷小

岡崎市 三島小 岡崎市 六ツ美北部小 豊田市 元城小 豊田市 挙母小 幸田町 豊坂小 幸田町 荻谷小

岡崎市 井田小 岡崎市 小豆坂小 幸田町 深溝小 豊田市 朝日小 幸田町 豊坂小 幸田町 豊坂小

岡崎市 井田小 安城市 丈山小 豊橋市 旭小 幸田町 荻谷小 幸田町 豊坂小 幸田町 豊坂小

豊田市 前山小 西尾市 西尾小 豊橋市 旭小 幸田町 豊坂小 幸田町 豊坂小 幸田町 豊坂小

豊田市 前山小 西尾市 西野町小 豊橋市 牟呂小 幸田町 豊坂小 幸田町 豊坂小 幸田町 豊坂小

豊田市 前山小 豊橋市 福岡小 豊橋市 牟呂小 豊川市 千両小 幸田町 豊坂小 幸田町 豊坂小

豊橋市 旭小 豊川市 国府小 豊川市 代田小 豊川市 千両小 豊橋市 飯村小 豊橋市 中野小

＜奨励賞＞

1　年 ２　年 ３　年 ４　年 ５　年 ６　年

岩田　葉月 藤川　結奈 臼井　遥音 カジワラ　カワニ 眞木　玲緒奈 磯村　龍汰

湯浅　明莉 志賀　優龍 松本　留実 安藤　汰一 平岩　莉子 田中　優菜

東川　実莉 坪井　然 山田　彩友美 中瀬　心結 小林　伊文季 白川　大祐

荒木　仁斗 杉山　共助 森下　芽香 越山　万里奈 家治川　旺右 カナグスコ　サラ

田中　瑛大 沓名　遥 長田　昊侑 ライクワイン　瑠花 大竹　悠亜 浦﨑　真利奈

勝峯　いくみ 増永　奨 渡邉　天 西　麗桜 伊澤　結彩 天野　ななみ

笠木　美嘉 金田　萌乃加 青松　菊平 山本　悠加 天野　敬太 森迫　聖翔

竹國　龍飛 隄　　玲音

蜂須賀　柚乃 岩瀬　祐実 伊藤　航介 山内　煌大 山本　太智 丹羽　いくみ

６　年

平田　和楓 清水　栞那 近藤　いぶき 太田　美琴 大嶋　茉那 岩本　琉聖

1　年 ２　年 ３　年 ４　年 ５　年

水野　颯大 服部　彩音 大嶋　桜和 五島　來夢

陶山　純蓮 山下　結夕 亀島　秀汰

林　胡巴子 速水　撃杜 竹井　来騎 木本　明希 杉浦　暖七

白谷　敦志

（秋・冬の部）

金田　明奈

渡邉　仙 矢田　凰真 山下　結大 眞壁　采実 浅井　優日 手嶋　泰斗

眞壁　明志 柴田　環奈 鈴木　華 齊藤　あい 加藤　虹花

＜佳　作＞

野村　俊介 白井　千智

井上　琴葉 伊藤　彩花 近藤　佳歩 手嶋　敦希 大河原　羽南 荒木　茜璃

浅沼　優之介
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