
■2012 年度「うれしいニュース」（公募展・写生会等入賞者）  東雲児童美術教室 
 

4 月 

第 35 回「うちのお母さん

の絵」コンテスト 

 

主催：トヨタカローラ愛媛 

◇特選 

【年少】井上領、【年長】徳野祐樹 

◇入選 

【年中】前野凌音、近藤優羽、増田菜々、【年長】菊池由菜 

5 月 

愛媛県愛鳥週間ポスター原画コンクール 

主催：財 日本鳥類保護連盟 

◇金賞 

【6 年】本宮昌明 

第 25 回とべ動物園写生

大会（5/12） 

 

主催：愛媛新聞社 

◇金賞 

【年中】井手悠記子、勝木心晴、藤田翔大、【年長】土居咲葉、【1 年】井上慶人、梅田健志、

矢野遥都、 【2 年】松井恵里佳、松本聡美、森本早紀、【3 年】池田光希、勝木陽太、松井優

香里、【4 年】江嵜正裕、【5 年】稲田有希 

◇銀賞 

河内翔太【年長】、【1 年】石丸隼也、永井嘉乃、山西叶乃、【3 年】幾度凜、大岡俊介、酒井

美乃莉、宮内咲弥、【4 年】遠藤友人、篠森遥、中村真衣、野口凱生、藤田紗英 

◇銅賞 

【年長】亀井梨那、【1 年】鎌田啓希、柴田菜々子、森瑞穂、【2 年】大西甘夏、古川理紗、【3

年】垣根穂香、鎌田淳平、【4 年】宮内夢実、本宮侑季、江口雄有斗 

6 月 

コミセン夢千夜 

 

主催：松山市文化・スポー

ツ振興財団 

◇ダンス公演 

【2 年】白石哲朗、【3 年】鎌田淳平、【5 年】玉井俊輔 

◇演劇公演 

【5 年】松井嘉孝 

フジお父さんの似顔絵展 

主催：フジ 

◇金賞 

【年少】園部滉青 

7 月 

第 18 回全国「かまぼこ板

の絵」展覧会 

 

主催：西予市律立美術館

「ギャラリーしろかわ」 

◆佳作 

【1 年】塩満真央 
◇一次審査通過 

【年中】河合凜子、【年長】川崎茜、【1年】井上慶人、梅田健志、山下舞姫、岩部由暖、大岡陸人、趙彩

良、森莉子、【2 年】松本聡美、渡部哲也、白石哲朗、松井恵里佳、鈴木陽菜、【3 年】勝木陽太、鎌田淳

平、幾度凜、 春田梨花、森實玄、【4 年】江口雄有斗、江嵜正裕、篠森遥、渡部愛美、髙井瑠和、森安

弘一、【5 年】高橋あずさ、松井嘉孝、玉井俊輔、【6 年】本宮昌明、田中香南海、野田亮介、【中 1】栗

原百花、宮内梨帆、【中 2】田中空 

2012 宇宙の日 絵画コ

ンテスト 

 

主催：文部科学省他 

◆日本科学未来館館長賞 

【2 年】鈴木陽菜 

◆支部入選（広島呉大和ミュージアム） 

◇最優秀賞 

【2 年】鈴木陽菜 

◇優秀賞 

【1 年】中平寧子、【3 年】大岡俊介 

◇佳作 

【2 年】森本早紀、【3 年】小野日菜子 

9 月 

第 40 回 JA 共済 交通

安全ポスターコンクール 

（愛媛県審査会） 

 

主催：JA他 

◇金賞 

【1 年】岩部由暖 

◇佳作 

【2 年】越智南帆、大石萌絵、【3 年】古泉遥香、松井優香里、宮内咲弥、【6 年】發知陽花 

第37 回「ごはん・お米とわたし」図画愛媛県コンクール 

主催：全国農業協同組合中央会 

◇銅賞 

【1 年】鎌田啓希 

第 41 回世界連邦推進ポスターコンクール 

主催：世界連邦運動協会 

◆特賞(全国表彰) 

【3 年】松澤成納 

博愛フェスタ 2012「全国博愛絵画展」 

主催：日本赤十字社 

◇博愛賞 

【4 年】篠森遥 

第 45 回受信環境クリーン図案コンクール 

主催：受信環境クリーン協議会他 

◇佳作 

【中 2】田中空 



愛媛県環境啓発ポスター

コンクール 

 

主催：愛媛県県民環境部 

◇銅賞 

【2 年】松本聡美 

◇佳作 

【3 年】宮内咲弥、【4 年】加地愛香、【6 年】鈴木紗弥 

愛媛県緑化キャンペーンポスター原画 

主催：愛媛県農林水産部森林局森林整備課 

◇銅賞 

【4 年】渡部愛美、【中 2】野口颯太 

愛媛県人権啓発ポスター 

主催：愛媛県教育委員会人権教育課 

◇優秀賞 

【3 年】栗原智也、酒井美乃莉、【6 年】中島ちひろ 

第２回「親子のふれあい・つながり」ポスターコンクール 

主催：愛媛県教育委員会生涯学習課 

◇最優秀賞 

【3 年】勝木陽太 

第 24 回愛媛県読書感想画コンクール 

主催：公益社団法人全国学校図書館協議会他 

◇入選 

【6 年】田中香南海 

松山市まちづくり作画コ

ンクール 

 

主催：松山市都市整備部 

◇最優秀賞 

【2 年】加地康平 

◇優秀賞 

藤田紗英【4 年】 

◇佳作 

【1 年】柴田菜々子、【3 年】玉井健登、【6 年】田中香南海、渡部舞、【中 1】宮内梨帆 

緑化推進ポスター原画コ

ンクール 

 

主催：松山市公園緑地課 

◇最優秀賞 

【2 年】森本早紀 

◇優秀賞 

【1 年】有光美月、【4 年】中川心琴、宮内夢実 

松山市明るい選挙啓発作品ポスター 

主催：松山市選挙管理委員会 

◇佳作 

【6 年】本宮昌明 

「社会のモラル・ルール・マナー」ポスターコンクール 

主催：松山市青少年育成市民会議 

◇優秀賞 

【4 年】遠藤友人 

まつやま市民によるいじ

めをなくすポスター 

 

主催：松山市教育委員会 

◇市長賞 

【3 年】池田光希 

◇教育長賞 

【2 年】渡部哲也、【4 年】大森那桜、藤田紗英 

◇入選 

【高 2】松本真純 

松山市防災ポスター 

主催：松山市消防局防災対策課 

◇松山市防火連絡協議会会長賞 

【4 年】森安弘一 

歯の衛生週間における良い歯でくらす図画・ポスター展 

主催：松山市歯科医師会他 

◇金賞 

【6 年】田中香南海 

交通安全啓発ポスター 

主催：松前町 

◇最優秀賞 

【1 年】水野大地 

３R促進ポスターコンクール 

主催：松前町 

◇入選 

【2 年】宮田航希 

全附連絵画コンテスト「ぼくのわたしのこころの宝もの」 

主催：全附連 

◇カンガルー賞 

【年少】小栁卓巳、【年長】菊池由菜 



第 24 回とべ動物園動物

画コンクール 

 

主催：愛媛県動物園協会 

◇金賞 

【年少】上野颯太、【年中】千葉真矢、【年長】菊池由菜、日山妃莉、二俣太一、【1 年】柴田

菜々子、【2 年】吉野大地、【3 年】松井優香里、【4 年】渡部愛美、【5 年】佐保重女理 

◇銀賞 

【年少】柏拓見、【年中】發知将大、【年長】石田結愛、田坂弥生、【1 年】中平寧子、矢野遥

都、【2 年】宮田航希、森本早紀、【3 年】池田光希、【4 年】遠藤友人 

◇銅賞 

【年少】萩山倖至、【年中】佐藤幸之助、日野蒼、【年長】大野裕貴、刺田昂太、佐竹葵、【1

年】八木奈都紀、石丸隼也、【2 年】古川理紗、大石萌絵、【3 年】大岡俊介、森實玄 

10 月 

こども野菜の絵コンクー

ル 

 

主催：ファーマーズマーケ

ットいよっこら 

◇金賞・アイパックス社長賞 

【年中】前野凌音 

◇金賞・運営協力会会長賞 

【年長】川崎茜 

◇金賞 

【年中】勝木心晴、【年長】池内雄哉 

◇銀賞 

【年少】池内智哉、【年長】役理彩子 

第23回MOA美術館松山

児童作品展 

 

主催：財MOA美術・文化

財団 

◆全国子ども会連合会会長賞 

中塚 愛唯【3 年】 

◆支部入選 

◇MOA美術館奨励賞 【3年】中塚愛唯 

◇愛媛県知事賞 【年中】千葉真矢 

◇愛媛県議会議長賞 【1 年】小林隼士 

◇愛媛県教育長賞 【2 年】宮田航希 

◇愛媛新聞社賞 【年長】菊池由菜 

◇南海放送賞 【2 年】松本聡美 

◇あいテレビ賞 【4 年】加地愛香 

◇国際交流賞 【4 年】渡部愛美 

◇金賞 

【年中】山﨑ちひろ、【3 年】鎌田淳平、【6 年】鈴木紗弥 

◇銀賞 

【1 年】矢野遥都、【3 年】勝木陽太、【3 年】本宮沙耶、【4 年】今西理紗 

◇銅賞 

【年少】柏拓見、竹本洋、【年長】川崎茜、【1 年】八木奈都紀、【2 年】白石哲朗、松井恵里

佳、渡部哲也、【4 年】福田陽菜、【5 年】松井嘉孝 

◇入選 

【年中】高橋晴大、日野蒼、八束友梨、【年長】池内雄哉、大西樺乃、大野裕貴、尾﨑友則、

田原瞳、土居咲葉、利岡逢有、森實雷太、【1 年】有光美月、井上慶人、梅田健志、柴田菜々

子、三好紗矢、森瑞穂、森本なみか、山下舞姫、【2 年】大原萌、越智南帆、鎌田慎太郎、古

川理紗、【3 年】池田光希、大岡俊介、酒井壮太郎、春田梨花、【4 年】江口雄有斗、江嵜正裕、

大森那桜、篠森遥、中川心琴、宮内夢実、森本真子、山中笑里、【5 年】佐保重女理、高橋あ

ずさ、玉井俊輔、古川陽香、松本解央、【6 年】Wissmar 髙橋愛麗奈、田中香南海、中川乃綾、

本宮昌明、渡部舞 

いよてつ高島屋屋上写生

大会 

 

主催：いよてつ高島屋 

◇金賞 

【年少】井上領、日山珠梨、【年中】日野蒼、【1 年】井上慶人、澤登美帆、八木奈都紀、【2

年】大石萌絵、鈴木陽菜、【3 年】幾度凜、池田光希、【4 年】江嵜正裕、【5 年】稲田有希、

松井嘉孝、【6 年】本宮昌明 

◇銀賞 

【年少】小栁卓巳、【年長】一色杏月、河内翔太、西岡愛菜、【1 年】有光美月、伊賀瀬詩乃、

小林隼士、柴田菜々子、【2 年】松井恵里佳、渡部哲也、【3年】松井優香里、【4 年】篠森遥、

野口凱生、藤田紗英、【6 年】鈴木紗弥 

◇銅賞 

【年少】安倍由花子、【年中】河合凜子、高橋晴大、藤田翔大、發知将大、【年長】池内雄哉、

梅木奈緒、大野裕貴、田原瞳、日山妃莉、【1 年】永井嘉乃、中平寧子、羽井さはら、山西叶

乃、【2 年】越智南帆、【3 年】掛下樹丘、松澤成納 

11 月 

えひめユネスコ写生会 

「絵で伝えよう！わたし

の町のたからもの」 

 

主催：松山ユネスコ協会 

◇松山観光コンベンション協会長賞 【年少】上野颯太 

◇松山市文化協会長賞 【1年】田坂葵 

◇NHK松山放送局長賞 【1 年】水野大地 

◇優秀賞 

【年中】森魁心、【年長】徳野祐樹、森實雷太、吉田実央、【1 年】有光美月、伊賀瀬詩乃、石

丸隼也、岩部由暖、梅田健志、遠藤英里果、大岡陸人、小林隼士、澤登美帆、柴田菜々子、永

井嘉乃、中平寧子、政本夏秋、三好紗矢、森瑞穂、八木奈都紀、山下舞姫、山西叶乃、【2 年】

石田純麗、石田茉莉菜、馬越優太郎、大石萌絵、大西甘夏、大原萌、越智南帆、加地康平、鎌

田慎太郎、白石哲朗、鈴木陽菜、古川理紗、前野華彩、松井恵里佳、松本聡美、宮田航希、森

本早紀、吉野大地、【3 年】幾度凜、池田光希、大岡俊介、垣根穂香、栗原智也、古泉遥香、

酒井壮太郎、春田梨花、本宮沙耶、松井優香里、松澤成納、宮内咲弥、【5 年】江嵜正裕、加

地愛香、髙井瑠和、森本真子、渡部愛美、【6 年】Wissmar 髙橋愛麗奈、鈴木紗弥、【中 1】

栗原百花 

※お気付きの点がございましたら、スタッフまでお気軽にお伝え下さい。 


