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2012 年 11 月 

情報ご担当者様                   株式会社 山田養蜂場 

                                                    

第 1４回 こどもたちのための 

「ミツバチの童話と絵本のコンクール」表彰式 

 ご取材のお願い 
 

日 時： 2012年 11月 30 日(金) 

   16時 30分～（開場 16時 00分） 

   会 場：株式会社ポプラ社 コンベンションホール 

（東京都新宿区大京町 22－1） 

 

山田養蜂場（岡山県苫田郡鏡野町 代表：山田英生）では、第 14 回こどもたちのため

の「ミツバチの童話と絵本のコンクール」の表彰式を、11 月 30 日（金）、ポプラ社コ

ンベンションホール（東京都新宿区）にて開催いたします。 

当コンクールは 1999 年より、童話や絵本を通じてこどもたちに「豊かな心」を育んでほ

しいとの想いから毎年開催しているもので、今年は 2,274 作品（童話 1,969 作品、絵本

305 作品）の応募をいただき、16 作品が受賞しました。（受賞作品の詳細は添付資料 3

枚目をご確認ください。） 

表彰式のタイムスケジュールは下記の通りでございます。 

ご多忙中と存じますが、是非とも、ご取材賜れますようにお願い致します。 

ご取材賜れる場合は、事前にご連絡いただけますと幸甚です。 

記 

■日時／式次第   2012 年 11 月 30 日(金)    

 

16:00    開場 

16:30   表彰式 開会 

16:31   主催者挨拶 

16:38     ポプラ社挨拶 

16:44   審査員紹介 

16:47   表彰開始  ※表彰順は、佳作⇒優秀賞⇒最優秀賞 

      ●絵本部門  こどもの部（6名）、一般の部（3名） 

17:00   審査の感想（審査員から） 

17:06    ●童話部門  こどもの部（3名）、一般の部（5名） 

17:17   審査の感想（審査員から） 

17:20   審査員総評 

17:30   表彰式 閉会（受賞者退場） 

17:31   記念撮影 

 

 本件に関するお問い合わせ 

株式会社 山田養蜂場 文化広報室 小野、柏原 

〒708-0393 岡山県苫田郡鏡野町市場 194 

TEL:0868-54-1906（月～金 9:00～17:30、土日祝除く） 

FAX:0868-54-3346   

URL: http://www.3838.com 

 

http://www.3838.com/
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＜第１４回こどもたちのための「ミツバチの童話と絵本のコンクール」 概要＞ 

 

● タイトル  第 14 回 こどもたちのための「ミツバチの童話と絵本のコンクール」 

 

● 主催   株式会社 山田養蜂場 

 

● テーマ  「ミツバチ」や「はちみつ」をテーマにした童話と絵 

①「自然との共生・調和」「自然環境の大切さ」を表現した作品 

     ②「いのちのつながり」「こころのつながり」を表現した作品 

           ③「食べ物や心身の健康」を表現した作品 

           ④ 世界の平和につながる「国際理解」を表現した作品 

● 賞  

    ※応募された方全員に、記念品を進呈いたします。 

【一般の部】※中学生以上 

●童話部門／絵本部門 

最優秀賞   賞金 ５０万円 （副賞）当社ミツバチ製品 

優秀賞    賞金 ２０万円 （副賞）当社ミツバチ製品 

佳 作    賞金  ５万円 （副賞）当社ミツバチ製品 

 

【こどもの部】※小学生以下 

  ●童話部門／絵本部門 

最優秀賞   図書カード５万円 （副賞）当社ミツバチ製品 

優秀賞    図書カード３万円 （副賞）当社ミツバチ製品 

佳 作    図書カード 1 万円 （副賞）当社ミツバチ製品 

 

 

● 審査員 （敬称略）  

西本 鶏介  （昭和女子大学名誉教授／児童文学者） 

角野 栄子  （童話作家） 

長野ヒデ子  （絵本作家） 

折原 みと  （小説家／漫画家） 

松香 光夫    （日本アピセラピー研究会会長／ミツバチ研究者） 

山田 英生   [山田養蜂場 代表） 

※諸般の事情により審査員方の一部を変更 

 

 ● 審査協力   

株式会社 ポプラ社 
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●一般の部<童話部門>

最優秀童話賞

優秀童話賞 　鼻の大きなてんぐさま　 原田
ハラダ

　京子
キョ ウコ

55才 56才 宮崎県宮崎市 主婦

優秀童話賞 　とんでけ！カタバミ 小林
コバヤシ

　八重子
　ヤエコ

62才 63才 大阪府東大阪市 主婦

佳作 　みつばちブンさん 曲
マガリブチ

渕　直子
ナオ　コ

34才 35才 神奈川県茅ケ崎市 会社員

佳作 　姉さんのスケッチブック 藤島
フジシマ

　勇生
イサオ

48才 49才 千葉県袖ケ浦市 農業

佳作 　蜂が戻ってきた日 油
アブヤラ

屋　順子
ジュンコ

54才 55才 宮崎県宮崎市 会社員

●こどもの部<童話部門>

最優秀童話賞

優秀童話賞 　はちみつライオン 井上
イノウエ

　雄太
ユウタ

10才 10才 東京都町田市 5年生

優秀童話賞 　二人の美術館 坂井
サカイ

　敏法
トシノリ

11才 12才 新潟県新潟市 6年生

佳作 　みつばちの花見 門田
カドタ

　遼
リョ ウ

7才 8才 山形県酒田市 2年生

　

●一般の部<絵本部門>

最優秀絵本賞

優秀絵本賞 　はちみつくんのおはなし 嘉村
カムラ

　靖子
ヤスコ

48才 48才 新潟県燕市 主婦

佳作 　こもりこぐまのランラン ひろた　むつみ（ペンネーム）

※本名非公開
42才 43才 北海道札幌市 主婦

佳作   はりねずみくんとおいしいはちみつ 森本
モリモト

　玲
レオ

央 26才 26才 埼玉県三郷市 家事手伝い

●こどもの部<絵本部門>

最優秀絵本賞 　ハチミツケーキ 德
トクハラ

原　れい 8才 9才 東京都府中市 3年生

優秀絵本賞 　さくらがおか３丁目５の６
文/井崎　英里

イザキ　　　エリ

絵/井崎
イザキ

　英
アヤ

乃
ノ

8才
9才

8才
10才

宮城県仙台市
3年生
4年生

佳作 　みつばちとみみずのみつやさん 林
ハヤシ

　愛
アイリ

梨
　

9才 9才 東京都葛飾区 3年生

佳作 　みつばちさんはいいなぁ 奥野　希美
オクノ　　　　　ノゾミ

9才 9才 大阪府大阪市 3年生

佳作 　森のおひさまケーキ 北川
キタガワ

　乃
ノノハ

ノ葉 7才 8才 滋賀県大津市 2年生

該当作品なし

賞　名 作品名 作者氏名
応募時年齢
6/30現在

表彰式年齢
11/30現在

住所 学年

該当作品なし

賞　名 作品名 作者氏名
応募時年齢
6/30現在

表彰式年齢
11/30現在

住所 職業

該当作品なし

賞　名 作品名 作者氏名
応募時年齢
6/30現在

表彰式年齢
11/30現在

住所 学年

第14回こどもたちのための「ミツバチの童話と絵本のコンクール」受賞作品一覧

賞　名 作品名 作者氏名
応募時年齢
6/30現在

表彰式年齢
11/30現在

住所 職業

 

 

 

 


