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 株式会社山田養蜂場（本社：岡山県苫田郡鏡野町、代表：山田英生）が主催する、第4回「ミツバチの一枚画コンクール」の入
賞作品（大賞6作品を含む計68点 ※団体賞を除く）が、厳正なる審査を経て決定いたしました。同コンクールは、周囲の環境と最
適な関係を築くことで、共存共栄し、また「社会性の生き物」とも呼ばれるミツバチの姿を通して、「自然環境の保全」と「人と生き
物の共生」の大切さについて考え、意識を高めてもらうことを目的に開催しております。今年度は全国47都道府県と海外15ヶ国
から、総数21,078点の応募がありました。特に海外からの応募数は606点（昨年度389点）と150％以上の伸びとなりました。 

報道関係者各位 

Press Release 
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ミツバチを通して自然環境の大切さを学ぶ 

  第4回「ミツバチの一枚画コンクール」 入賞作品決定 
～全都道府県と海外の応募21,078点よりミツバチと芸術のプロが審査～ 

10月29日（土）表彰式開催 ＠浜離宮朝日小ホール（東京） 

「花にとまってみつをすっているミツバチ」 
日下 菜那（小学3年/子どもの部・小学校低学年） 

≪国内：大賞受賞作品≫ 

「ミツバチを見つめて」  
木戸 祐紀子（高校2年/中高生の部・高校生） 

「みつばちダンス」 
有馬 滉希（年少/子どもの部・幼児） 

「ミツバチと花園」  
岩田 順喜（中学2年/中高生の部・中学生） 

「宇宙とつながるミツバチの世界」 
大下 瑠已 （小学5年/子どもの部・小学校高学年） 

「パラダイス」 
清重 郁子（55歳/一般の部） 
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「LIFE ON THE LAWN」 
DARINKA KOZINC 
（スロベニア/63歳/一般の部） 

「A bee's dream(…z-z-z)」 
Luba Vozzhova  
（ロシア/13歳/12～17歳の部） 

「Bee Bee Bee!!.」 
浜砂 紀帆 
（シンガポール/11歳/11歳以下の部） 

≪海外：優秀賞受賞作品≫ 



●各賞に関して 

≪「第4回 ミツバチの一枚画コンクール」について≫ 
 ◆募集テーマ 「花とミツバチ」「自然の中のミツバチ」「人とミツバチ」など、自然環境の大切さと人との関わりを 
  感じられるミツバチを描いた一枚画 
 ◆募集期間  2016年3月8日（火）～2016年7月15日（金） 
 ◆部門・対象  国内応募 〔一般の部〕18歳以上（高校生を除く） 〔中高生の部〕中学生・高校生 〔子どもの部〕幼児・小学生  
  海外応募 〔一般の部〕18歳以上  〔子どもの部〕17歳以下 
 ◆審査  ミツバチ・芸術などに関する、5名のプロフェッショナルにより審査を行い入賞作品を決定。 
           ・審査委員長 佐々木 正己 氏（玉川大学名誉教授） 
           ・審査委員 結城 昌子 氏（アートディレクター・エッセイスト）  
  今森 光彦 氏（写真家） 
  脇阪 嘉明 氏（朝日学生新聞社 代表取締役社長） 
     山田 英生（株式会社 山田養蜂場 代表取締役社長） 
 ◆主催  株式会社山田養蜂場 
 ◆共催  朝日学生新聞社 
 ◆後援  玉川大学ミツバチ科学研究センター、国際児童図書評議会（IBBY）、 日本国際児童図書評議会（JBBY）、 
  JHP・学校をつくる会   ※文部科学省の生涯学習の一環として実施 
 ★トピックス  ①海外からの応募数が、606点（昨年度389点／前年比150％以上）に増加しました。 
            ※応募国（15ヶ国）：アフガニスタン、トルコ、イラン、ロシア、オーストリア、カザフスタン、カンボジア、中国、 
                          南アフリカ、アメリカ、インドネシア、スロベニア、アルゼンチン、ベルギー、アルメニア 
          ②今年度から、デジタル作品の応募受付を開始し、189点の応募がありました。 
          ③国内は全国47都道府県すべてから応募がありました。 
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◆表彰式開催のお知らせ 
 ・日時：2016年10月29日（土） 13：00～14：30    
 ・会場：浜離宮朝日小ホール（東京都中央区築地5-3-2） 
      ※朝日新聞東京本社2階 
 ・アクセス：都営大江戸線・築地市場駅下車A2出口 
≪本件に関する問い合わせ／取材申し込み≫ 
 山田養蜂場 文化広報室（担当：武本、関） 
  TEL：0868-54-1906／営業時間：月～金 9:00～17:30 
  ※取材のお申込みは、2016年10月28日（金）18時までにご連絡ください。 

表彰名 点数 賞金 商品

1点 10万円

中学生 1点

高校生 1点

幼児 1点

小学校低学年（1～3年） 1点

小学校高学年（4～6年） 1点

1点 5万円

中学生 1点

高校生 1点

幼児 1点

小学校低学年（1～3年） 1点

小学校高学年（4～6年） 1点

3点 1万円

中学生 2点

高校生 2点

幼児 2点

小学校低学年（1～3年） 2点

小学校高学年（4～6年） 2点

5点

5点

20点

1点 5万円

1点

1点

内容

一般の部

一般の部

一般の部

一般の部

子どもの部

中高生の部

子どもの部

中高生の部

大賞

優秀賞

入選

佳作

デジタル
作品賞

子どもの部

図書カード
5万円分

図書カード
3万円分

図書カード
5,000円分

－

図書カード
3万円分

子どもの部

一般の部

中高生の部

子どもの部

中高生の部

中高生の部

賞状・盾・副賞
山田養蜂場の商品
（みつばちクレヨン等

のミツバチ産品）

賞状・副賞
山田養蜂場の商品
（みつばちクレヨン等

のミツバチ産品）



【参考】 入賞者一覧 
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■国内

部門 賞名 氏名 かな 所属園・学校・居住地域 作品タイトル

一般 大賞 清重　郁子 きよしげ　いくこ 徳島県名西郡 パラダイス

高校 大賞 木戸　祐紀子 きど　ゆきこ 熊本県立第二高等学校 ミツバチを見つめて

中学 大賞 岩田　順喜 いわた　じゅんき 尼崎市立武庫東中学校 ミツバチと花園

小学4-6年 大賞 大下　瑠已 おおした　るい 加賀市立庄小学校 宇宙とつながるミツバチの世界

小学1-3年 大賞 日下　菜那 くさか　なな 徳島市加茂名南小学校 花にとまってみつをすっているミツバチ

幼児 大賞 有馬　滉希 ありま　こうき 松栄学園 はらきた幼稚園 みつばちダンス

一般 優秀賞 大石　順香 おおいし　あやか 静岡県沼津市 Ｓｗｅｅｔ　Ｈｏｍｅ

高校 優秀賞 安藤　理恵 あんどう　りえ 京都府立山城高等学校 蜂三つ時

中学 優秀賞 浪岡　宙輝 なみおか　ひろき 大阪市立大宮中学校 春の野原

小学4-6年 優秀賞 須賀　優妃 すが　ゆうき 守谷市立郷州小学校 空飛ぶミツバチと野花

小学1-3年 優秀賞 藤川　花里奈 ふじかわ　かりな 伊勢原市立伊勢原小学校 あまーいミツをすうミツバチ

幼児 優秀賞 高安　鉄馬 たかやす　てつま 可部幼稚園 野原で見たミツバチたち

一般 入選 浪岡　多喜子 なみおか　たきこ 大阪府大阪市旭区 ６月の街角で

一般 入選 松永　潤二 まつなが　じゅんじ 福岡県三潴郡 花暦　はなごよみ

一般 入選 上園　尚邦 うえぞの　なおくに 埼玉県さいたま市緑区 空と大地からの恵み

高校 入選 羽生　小桃 はぶ　もも 鹿児島県立松陽高等学校 生

高校 入選 元氏　あやね もとうじ　あやね 千葉県立佐倉東高等学校 あまいあまい

中学 入選 青栁　美希 あおやぎ　みき 田上町立田上中学校 人と自然をつなぐミツバチ

中学 入選 鶴久　七花 つるひさ　なのは 久留米市立北野中学校 蜂たちの日常

小学4-6年 入選 小見山　英 こみやま　はる 江東区立豊洲北小学校 城内の桜花に蜜蜂

小学4-6年 入選 良知　愛斗 らち　まなと 豊橋市立天伯小学校 いちご畑でみーつけた

小学1-3年 入選 山本　莉央 やまもと　りお 広島市立中島小学校 なかよしのミツバチ

小学1-3年 入選 久郷　悠人 くごう　はると 豊島区立池袋第一小学校 太陽から生まれるみつばち

幼児 入選 山内　稀詠 やまうち　けい 足立学園 リーチェル幼稚園 ぼくのふじ山といちご畑のお庭にはたらきばちさんやってきた

幼児 入選 古地　星南 こち　せな 鈴木学園　しらゆり幼稚園 まっかな、おはなはミツバチさんのごはん

一般 佳作 久保田　園江 くぼた　そのえ 神奈川県平塚市 ミツも花粉も取ったよ。

一般 佳作 益村　司 ますむら　つかさ 広島県広島市西区 みつばちダンス

一般 佳作 山田　しのぶ やまだ　しのぶ 佐賀県鳥栖市 蜜蜂とクローバー

一般 佳作 後藤　果奈 ごとう　かな 宮城県登米市 蜜源－みつげん－

一般 佳作 渡邉　由佳 わたなべ　ゆか 京都府綾部市 夏の煌めき

高校 佳作 村田　幸子 むらた　さちこ 山口県桜ケ丘高等学校 生きたい命

高校 佳作 松本　佳菜子 まつもと　かなこ 東邦高等学校 ミツめる瞳

中学 佳作 榊原　さくら さかきばら　さくら 伊勢市立小俣中学校 じいちゃんの生きがい

中学 佳作 廣島　有華 ひろしま　ゆか 南アルプス市立若草中学校 ミツバチの夢

中学 佳作 和田　碧依 わだ　あおい 石井町立石井中学校 蜜を追い求めて

小学4-6年 佳作 ヒネント アリーヤ 真名美 ひねんと　ありーや　まなみ 佐世保市立清水小学校 ハチのめぐみ

小学4-6年 佳作 山口　愛史 やまぐち　よしふみ 西宮市立上ヶ原小学校 ミツバチたちの世界

小学4-6年 佳作 桑原　日向子 くわはら　ひなこ 熊本県八代市立太田郷小学校 蜜バチの蜜取り

小学4-6年 佳作 山口　美優 やまぐち　みひろ 柏原市立国分小学校 マイフレンド

小学4-6年 佳作 藤田　駿希 ふじた　しゅんき 京都市立衣笠小学校 おいしいはちみつができますように

小学4-6年 佳作 朝比奈　璃空 あさひな　りく 焼津市立豊田小学校 みつばちとアキチョウジ

小学4-6年 佳作 阪口　愛実 さかぐち　あいみ 栗東市立大宝東小学校 ミツバチからのおくり物

小学1-3年 佳作 往西　碧 おうにし　あおい 成田高等学校附属小学校 ミツバチさんありがとう

小学1-3年 佳作 小谷　侑太郎 こたに　ゆうたろう 徳島文理小学校 女王バチ

小学1-3年 佳作 伊沢　信人 いさわ　まさと 徳島市大松小学校 ミツバチのあまいおくり物

小学1-3年 佳作 杉本　真優 すぎもと　まひろ 四天王寺学園小学校 ハチのはな

小学1-3年 佳作 岡本　彩佐 おかもと　ささ 徳島市加茂名南小学校 ミツバチのパーティ

小学1-3年 佳作 秦泉寺　ひかる じんぜんじ　ひかる 追手門学院小学校 はちの町のはちたち

小学1-3年 佳作 福原　奏月 ふくはら　かつき 神戸市立福池小学校 自然と生きる

幼児 佳作 北野　扇梨 きたの　せんり 唯心学園 竹渕幼稚園 みつばちさん

幼児 佳作 岸部　優介 きしべ　ゆうすけ 伏井学園 鶴ヶ丘幼稚園 元気なミツバチ

幼児 佳作 福田　帆乃花 ふくだ　ほのか 奈良芸術短期大学附属 聖心幼稚園 はちちゃん

幼児 佳作 北野　芙弥 きたの　ふみ 幸明学園 幸明幼稚園 だいすきみつばちゴーゴー

幼児 佳作 松山　海秀 まつやま　かいしゅう 建昌こぎく保育園 ひまわりだいすきみつばちさん

幼児 佳作 石田　宗大 いしだ　むねひろ 城口学園 山手幼稚園 こわいハチ

■デジタル
部門 賞名 氏名 かな 居住地域・国 年齢

一般
デジタル
作品賞

石崎　美智子 いしざき　みちこ 茨城県つくば市 23

中高生
デジタル
作品賞

東田万芙瑠 とうだ　まふる カザフスタン 14

■海外

部門 賞名 氏名 国 題名 年齢

一般 優秀賞 DARINKA KOZINC スロベニア LIFE ON THE LAWN 63

12～17歳 優秀賞 Luba Vozzhova ロシア A bee's dream(…z-z-z) 13

11歳以下 優秀賞 浜砂　紀帆 シンガポール Bee Bee Bee!! 11

一般 入選 Ahmad Shah Marofi アフガニスタン Bee with flower 50

一般 入選 Anna Bespoldenova ロシア Queen Bees 34

一般 入選 Nataša PEGAN スロベニア
FLOWERS ON BEEHIVE PANELS
WERE PAINTED BY THE
CARNIOLAN GREY BEE.

31

12～17歳 入選 MEY SreyDa カンボジア Ｔｒｉｐ　ｔｏ　ｓｅｅ　ｂｅｅｓ　ｎｅａｒ　ｔｈｅ　ｆｏｏｔ 13

12～17歳 入選 Stepanyan Anna アルメニア People and nature 14

11歳以下 入選 Sahakyan Areg アルメニア Bees in nature 9

11歳以下 入選 Vardanyan Emilya アルメニア People and nature 9

11歳以下 入選 SOK Samnary カンボジア Flower and bees 11

小学3年

学年

55歳

高校2年

中学2年

小学5年

小学3年

年少

23歳

高校2年

中学1年

小学6年

小学3年

年長

46歳

62歳

50歳

高校2年

高校2年

中学2年

中学2年

小学6年

小学6年

小学3年

中学3年

年長

満3歳児クラス

67歳

68歳

38歳

22歳

21歳

高校2年

高校1年

中学1年

中学2年

小学6年

小学5年

小学6年

小学4年

小学5年

小学5年

小学4年

小学1年

小学2年

小学4年

ミツバチとクローバー

年長

年少

年中

小学3年

年中

年少

作品タイトル

ミツバチは輝く

小学2年

小学2年

年長

小学1年


