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ストーリー部門とイラスト部門、2段階に分けた新しいコンクール

第1回「ミツバチの絵本コンクール」
ストーリー部門入賞者決定、イラスト部門募集開始のお知らせ
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)が開催する、第1回「ミツバチの絵本
コンクール」のストーリー部門の入賞作品が、厳正なる審査のもと決定いたしました。
今回、最優秀賞を受賞されたのは、一般の部が野田章子様（94歳） 、子どもの部は信澤百音様 （小学生） で
大正生まれから平成生まれまで、幅広い年代の皆さまにご応募いただくことができました。
本コンクールは、ミツバチをテーマに「自然環境の大切さ」、「社会とのつながり」、「生命の尊さ」を表現した作品を
募集し、第一弾がストーリー部門、第二弾がイラスト部門と、二段階に分けた新しいコンテストです。
第二弾のイラスト部門は、10月21日（土）より募集を開始いたしました。ストーリー部門の最優秀賞作品に合わ
せたイラスト（さし絵）がテーマで、中学生以上の方は一般の部、小学生以下の方は子どもの部に応募いただきます。
第一弾
ストーリー部門 最優秀賞作品

第二弾
イラスト部門 最優秀賞作品

一冊の絵本

※絵本化は一般の部の最優秀賞が対象です

【ストーリー部門の結果】

・応募者：4歳～94歳までの男女
・応募数：計1,142作品
・入 賞 ：

賞

一般の部

（中学生以上）

作品名

都道府県

最優秀賞:

蜜蜂さん ありがとう

野田 章子

ﾉﾀﾞ アキコ

静岡県

優秀賞:

みつばち学校１ねんせい

藤川 那智

フジカワ ナチ

大分県

仁兵衛さんの蜜ろうそく

モリムラ ノリエ（ペンネーム）

奈良県

はちみつれっしゃ

砂川 美智代

栃木県

あまいにおいにさそわれて

Momo

最優秀賞:

はちみつできた

信澤 百音

ノブサワ モネ

埼玉県

優秀賞:

まほうのはちみつ

瀬古 紅葉

セコ ベニハ

三重県

くま吉とハチたろう

宮路 貴全

ミヤジ タカハル

宮城県

こぼれたはちみつ

新井 夕惟

アライ ユイ

静岡県

ハチのしましま

大久保 果澄

オオクボ カスミ

広島県

はちみつブレッド

松ノ元 健太

マツノモトケンタ

埼玉県

佳

作

:

子どもの部

（小学生以下）

氏名（敬称略）

佳

作

:

スナカワ ミチヨ

モモ（ペンネーム）

北海道

★

中学生以上
の課題作品

★

小学生以下
の課題作品

【イラスト部門の募集】
テ ー マ :

中学生上の方はストーリー部門の一般の部、小学生以下の方はストーリー部門の子どもの部の
最優秀賞作品の文中から、3場面のイラスト（さし絵）を募集します。※次ページご参照ください

応募締切:

2018年1月12日（金）

発

2018年3月下旬予定

表

：

賞

:

ご応募先：

●一般の部

（賞金）最優秀賞：30万円、 優秀賞：15万円 、佳作：5万円

●子どもの部

（図書カード）最優秀賞：5万円分、 優秀賞：3万円分、 佳作：1万円分

〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-11-26 Aurora新大阪ビル2F
「ミツバチの絵本コンクール」事務局（TMS内）

詳しい応募方法については、弊社サイトをご覧ください http://beekeeper.3838.com/activity/ehon/
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課題画面
太文字がイラスト部門の課題場面です。（一般の部、子どもの部、ともに3場面）

【一般の部 最優秀賞作品 ※絵本化の対象作品】
蜜蜂さん ありがとう 作：野田章子

中学生以上の課題作品

一 ： 日の出だにっこり お早うさん
朝だ朝だよ 皆みな 起きて
お仕事始めよ ぶーんぶん
蜂飼いおじさん お早うさん
みんな飛び出せ ぶーんぶん

二 ：桜 菜の花 レンゲソウ
お日様浴びて 今起きた
お花もお早う ぶーんぶん
お話ししましょう 蜜蜂さん
蜜支度して 待ってたよ

四 ：蜜蜂母さん 女王蜂
あの部屋この部屋 あきました
卵産みます 千、二千
元気で丈夫な 赤ちゃんは
どれも私の 大事な子

五 ：姉さん蜂たち 子守り役
朝のお仕事 巣をまわり
赤ちゃん蜂は すーやすや
起きたら御飯 食べましょう
早く大きく なってよね

八 ：町の子たちが やって来た
七 ：蜂飼いおじさん 蜜蜂が
ふえたようだと 喜んだ
★課題場面 蜂飼いおじさん こんにちは
蜂さんたちも こんにちは
これはうれしい ぶーんぶん
蜂蜜入りの クッキーや
蜜が一杯 集まれば
ケーキやパンを 楽しみに
今年もできるぞ 蜂祭り

三 ：そよ風そよそよ いい香り
★課題場面 わたしはあの花 きみはどれ
パッと別れて ぶーんぶん
めざすお花に お早うさん
おいしい蜜を さあどうぞ
六 ：卵よ早く 蜂になれ
沢山食べて はねはやせ
力を合わせ ぶーんぶん
一緒にお仕事 したいんだ
そうらお食べよ 蜜だんご
九 ：おじさん今年も よろしくね
あとから父さん 母さんも
やってきますよ ぶーんぶん
蜂の話や 蜂蜜が
体にいいこと 教えてね

十 ：はいそうだねと おじさんは
小さな蜂が 蜜あつめ
人の為にも ぶーんぶん
なっていること 話そうね
蜂蜜祭りも もうすぐだ

十二：さあさ一緒に 踊ろうよ
十一：今夜はお祭り キャンプ場
★課題場面 山の獣も ぼくたちも
夜風涼しい 原っぱに
みんな集まれ ぶーんぶん
踊ればみんな ぶーんぶん
熊くま や兎うさぎ や猿さる 、狐きつね
同じお山の 生きものさ
鹿しか も狸たぬき も 栗鼠りす たちも
いのちを繋ぐ 仲間だよ

十三：蜜蜂たちの 一生は
四十日だよ その間
お休みもなく ぶーんぶん
集めた蜜は さじ一杯
ぼくらにご馳走 ありがとう

十四：小さい力も 集まれば
大きくなるね 蜜蜂さん
明るく楽しく ぶーんぶん
励まし合おう ぼくたちも
らんらら ららららありがとう

【子どもの部 最優秀賞作品】
はちみつできた

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬

小学生以下の課題作品

作：信澤百音

おさんぽいこう、おかあさん
みつばちぶんぶん。みつけたよ。ついていく？
ぶんぶんぶん。どこいくの？
★課題場面
くんくん、くんくん。いいにおいが してきたね。
すごいすごい。おはなばたけだ。
ぶんぶんぶん。はちみつだんご つくれたね。
たいへんだ。スズメバチ！にげろ～。
ぶんぶんぶん。ぶんぶんぶん。かくれよう。 ★課題場面
よかったね。にげられた。おうちへもどろう。
あみあみおじさん、なにしてる？
おかあさん、はちみついっぱいとれたよ。
パンにぬって いただきま～す。★課題場面
もぐもぐもぐ。おいしいね 。

◇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 秦（kh1967@yamada-bee.com）、関（ts0975@yamada-bee.com）
〒708-0393 岡山県苫田郡鏡野町市場194 TEL：0868-54-1906
FAX：0868-54-3346
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