
１．ポスターの部（４０点）

１－１．ポスター，幼児（４点）

賞名 通№ 名  前 住所，園・学校名，学年 画題，内容 整理№

厚生労働大臣賞 1 平井　里緒菜 愛知県半田市，つばさ幼稚園，５歳(だれでもｱｰﾃｨｽﾄｸﾗﾌﾞ) タバコをすわないパパがすき YD122

優秀賞 2 森下　優一 神奈川県海老名市，慶泉幼稚園，４歳（アトリエＥＮＤＯ） たばこ　いや　いや YD-7

大阪府知事賞 3 花畑　杏美 大阪府大阪市，あびこ幼稚園，５歳（播間絵画教室） たばこのけむりでないてます。 YD23

優良賞 4 川端　亜優 徳島県吉野川市，めぐみ幼稚園，５歳(アトリエ遠渡） くさいよ　けむり YD10

１－２．ポスター，小学生低学年（１～３年生）（５点）

賞名 通№ 名  前 住所，園・学校名，学年 画題，内容 整理№

優秀賞 1 野口　史華 三重県四日市市，川島小学校1年 たばこをすわないで！ S12

大阪府教育委員会賞 2 赤沢　雄太 大阪府池田市，池田小学校1年（播間絵画教室） たばこ　バイバイ　たばこ　さよなら SD37

優秀賞 3 笠松　　諒 兵庫県明石市，二見西小学校１年（中川絵画教室） タバコはやめて！ SD119

優良賞 4 渡辺　姫華 栃木県佐野市，界小学校３年（アトリエフリーズ・ムーン） 吸わないで　たばこ SD196

佳作 5 川瀬　美久 愛知県名古屋市，瀬古小学校３年（ともだち絵の会） おじいちゃん　禁煙して良かったね SD215

１－３．ポスター，小学生高学年（４～６年生）（９点）

賞名 通№ 名  前 住所，園・学校名，学年 画題，内容 整理№

　 　 （大阪府知事賞・教育委員会賞は，大阪府内の入賞作品から選定しました）

  応募数（ポスター1,877点，マーク 408点，標語11,532点，合計13,817点）

　 　 （厚生労働大臣賞と文部科学大臣賞，及び各賞内の順番と通し№は順不同です）

  入賞数７０点（ポスター４０点，マーク５点，標語２５点）

特定非営利活動法人 「子どもに無煙環境を」推進協議会

 　                   第１９回（２００６年） 「たばこはやめよう！ 」

 　            ポスター，マーク，標語・川柳　コンクール　入選者名簿

第１９ 回 「子どもに無煙環境を！ 全国キャンペーン」

２００７年（平成１９年）２月
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優秀賞 1 生田　真優 愛知県知多郡武豊町，緑丘小学校５年(だれでもｱｰﾃｨｽﾄｸﾗﾌﾞ) たばこ→めいわく SD288

優秀賞 2 飯塚　陸歩 栃木県佐野市，城北小学校５年（アトリエフリーズ・ムーン） みんなの健康考えて！ SD198

優秀賞 3 三瀬　奈菜美 愛媛県西予市，中筋小学校５年 すわない　絶対に！！ SD202

優良賞 4 山﨑 　緑 千葉県千葉市，若松台小学校５年 あ！？ S1

優良賞 5 伊藤 　徹 三重県桑名市，長島中部小学校５年 けむりの行方を考えて！ SD6

佳作 6 石川　紗衣 静岡県静岡市，城内小学校５年（子ども造形･ﾃﾞｻﾞｲﾝ絵画教室） 元気になったよ　たばこをやめて SD319

佳作 7 村越　 楓 静岡県静岡市，新通小学校６年（子ども造形･ﾃﾞｻﾞｲﾝ絵画教室） たばこをやめれば　みんな笑顔 SD320

佳作 8 峰村　 光 福井県越前市，王子保小学校４年（越前禁煙友愛会） たばこのけむり　すわせていいの？ SD1069

佳作 9 福永　 咲 静岡県磐田市，南小学校４年（アトリエ子供アート） 出ていけ　このよにタバコはいらない！ SD179

１－４．ポスター，中学生（１２点）

賞名 通№ 名  前 住所，園・学校名，学年 画題，内容 整理№

文部科学大臣賞 1 佐藤　輝明 福井県越前市，武生第三中学校２年（越前禁煙友愛会） 受動喫煙を知ってますか CD1073

優秀賞 2 鈴木　亜里沙 神奈川県小田原市，城山中学校３年 近所を悩ますそのけむり C9

優秀賞 3 小松　孝平 東京都府中市，府中第三中学校１年 あなたの肺に積まれてく CD79

優良賞 4 大岡　 愛 愛知県名古屋市，南山学園聖霊中学校１年（ともだち絵の会） 人の迷惑考えて　けむい CD72

優良賞 5 嬉野　結子 栃木県佐野市，南中学校１年（アトリエフリーズ・ムーン） ママ　私の事も考えて！！ CD61

優良賞 6 佐々木　彩乃 愛知県一宮市，尾西第三中学校３年 あなたが吸えば　大切な人も・・・ CD2

優良賞 7 菱川　拓真 愛知県一宮市，尾西第三中学校３年 ゼッタイ！　禁煙！　赤ちゃんが泣くよ CD1

佳作 8 近藤　路音 石川県金沢市，紫錦台中学校３年 あなたはタバコの害を知っていますか C7

佳作 9 佐々木　愛 神奈川県海老名市，今泉中学校１年（アトリエＥＮＤＯ） ボクは大事？ CD26

佳作 10 志村　有香 東京都府中市，府中第三中学校２年 家族とタバコどっちが大事？ CD82

佳作 11 山中　美和 大阪府大東市，大阪桐蔭中学校３年 Shall we dance?　断わることも大切じゃん CD38

佳作 12 新海　恭子 東京都大田区，東蒲中学校２年 タバコは毒 CD65

１－５．ポスター，高校生以上一般（１０点）

賞名 通№ 名  前 住所，園・学校名，学年 画題，内容 整理№

優秀賞 1 重岡　希美 京都府京都市，京都芸術デザイン専門学校２回生 ヒヤッとしたことありませんか ID13

優秀賞 2 澤本　踊子 静岡県榛原郡川根本町，会社員 たばこ　だめ I39
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優秀賞 3 田中　真里奈 岡山県高梁市，高梁城南高等学校２年 たばこはやめて ID66

優良賞 4 田中　弘志 東京都足立区，自営業 むなしい　くさい　けむい　くるしい　かなしい I52

優良賞 5 今川　由紀子 岡山県高梁市，高梁城南高等学校２年 タバコ　やめて！！ ID54

優良賞 6 増田　誠一郎 東京都台東区 パパが禁煙　びっくり　ありがとう I13

佳作 7 髙木 　宏 千葉県浦安市 お子さまのため　絶煙に　ご協力ください。 I31

佳作 8 南原　あすみ 香川県高松市，高松工芸高等学校３年 親子そろってタバコはだめ！ ID45

佳作 9 野澤　智博 千葉県市川市，自営業 タバコをやめたらみんながハッピー！ I69

佳作 10 今井 　茜 群馬県渋川市，日本児童教育専門学校１年 タバコ　は　やめよう ID21

２．マークの部（５点）

賞名 通№ 名  前 住所，園・学校名，学年 画題，内容 整理№

厚生労働大臣賞 1 森田　千晶 福岡県糟屋郡久山町，麻生工科デザイン専門学校１年 ありがとう（禁煙マスクをした父と子ども） M104

文部科学大臣賞 2 藤森　真由美 岡山県高梁市，高梁城南高等学校２年 タバコの煙で泣く子どもの顔～ＮＯの字 MD61

優良賞 3 安達　光幸 埼玉県所沢市 親子がげんこつでタバコをエイ M17

優良賞 4 田中　真里奈 岡山県高梁市，高梁城南高等学校２年 ＮＯ！ うずまきホッペの子どもがタバコにNO MD57

佳作 5 藤井 　潤 長崎県大村市 NO SMOKING, タバコにはさみを入れている M110

３．標語・川柳・ネーミングの部（２５点）

賞名 通№ 名  前 住所，園・学校名，学年 画題，内容，標語・川柳 整理№

厚生労働大臣賞 1 古屋　清仁 山梨県甲州市, 会社員 喫煙を　しないパパママ　持つ誇り H3,26

文部科学大臣賞 2 松田　翔吾 愛媛県宇和島市，城北中学校１年 奏（かな）でよう　きれいな息で　禁煙メロディー HD1859,4

優秀賞 3 ザ懸賞より応募 吸わないで!!　ずっと一緒に　いたいから KE17,81

優秀賞 4 原田　真理子 静岡県三島市，日本大学三島高等学校３年 すれ違う　熱い小さな　危険物 HD3443,22

優秀賞 5 中峰　久美子 熊本県熊本市 禁煙の　効果は嬉しい　孫が来る H11,34

大阪府教育委員会賞 6 中村　希美 大阪府大阪市，桜宮高等学校３年 親に告ぐ　タバコやめなきゃ　子をやめる HD3409,21

優秀賞 7 梨本　匡志 沖縄県宜野湾市，真志喜中学校３年 Stop喫煙　Start禁煙　あなたと家族を　守るため HD3936,5

優秀賞 8 山辺　めぐみ 兵庫県神戸市，神戸大学 街頭煙絶（がいとうえんぜつ） KO11,85

優良賞 9 大宮　真生 北海道岩見沢市，豊中学校３年 禁煙が　家族の愛を　深めてく HD3117,9
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優良賞 10 ザ懸賞より応募 その一本　命のカレンダー　めくられる KE12,76

優良賞 11 原田　兼臣 長崎県長崎市，長崎工業高等学校３年 禁煙は　明るい未来への　ナビゲーター HD1359,13

優良賞 12 武田　慶子 山梨県甲府市 タバコやめ　居場所広がり　いい気分 H20,53

優良賞 13 大野　由己子 岡山県玉野市, 会社員 禁煙は　素敵な大人の　身だしなみ KO2,44

優良賞 14 松浪　ふみ子 大阪府大阪市 プロポーズ　タバコをやめて　出直して H23,56

優良賞 15 水田　眞由美 兵庫県姫路市 タバコ害　美しい国　造れない H25,58

佳作 16 森　健一 熊本県八代市 禁煙で　家庭団らん　甦（よみが）える H12,35

佳作 17 中村　尚美 鳥取県東伯郡湯梨浜町, 会社員 禁煙で　健康にアクセス　暮らしにプラス H14,37

佳作 18 杉本　奈津子 京都府京丹後市，教師 待ってたよ　禁煙という名の　愛情を HD3062,18

佳作 19 伊藤　さちこ 神奈川県秦野市 できたての　肺をむしばむ　副流煙 KO3,45

佳作 20 中村　啓子 東京都江東区, 会社員 家族への　愛の証しね　無煙環境 H30,63

佳作 21 太田　多美子 長野県安曇野市，長野県豊科高等学校３年 禁煙は　まわりの空気に　花を咲かせる HD7,16

佳作 22 岩垣　京子 神奈川県横須賀市
親からもらったその命　タバコで燻（いぶ）すな　縮
めるな

H17,40

佳作 23 ザ懸賞より応募 タバコ税　寿命縮めて　納め損 KE13,77

佳作 24 佐々木　千枝子 秋田県大館市 吸わないで　肺が体が　怒ってる H6,29

佳作 25 岡村　陽子 長野県佐久市, 会社員 おなかの子　すこやかなれと　愛情禁煙 H8,31

（ザ懸賞より応募の作品は，お名前などは，個人情報保護のため非公開となっています）
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