
１．紙芝居・絵本の部（４点）
（以下のあらすじは暫定的なものです）

賞名 通№ 名  前 住所，園，学校名，学年，年齢 タイトル，内容 整理№

入賞 1 新　直子 茨城県つくば市，筑波大学　学群２年生 あるおじいさんのしあわせ(絵本，19枚） K3

入賞 2 小野寺静佳 宮城県仙台市 シロとたばこのけむり（絵本，12枚） K10

入賞 3 大塚　禎三 東京都八王子市 わんにゃんキッズともくもくたち（紙芝居，12枚） K5

入賞 4 阿部　真美 東京都三鷹市，主婦 ふしぎなさいふ（紙芝居，16枚） K11

２．ポスターの部（３９点）

２－１．ポスター，幼児（６点）

賞名 通№ 名  前 住所，園・学校名，学年 画題，内容・コピー 整理№

大阪府知事賞 1 穂積　沙季 大阪府大阪市，鶴ｹ丘幼稚園　年中５歳 パパ　けむたい YD82

優良賞 2 武市　紫音
愛知県半田市,チャティーキッズイングリシュプリス
クール　４歳

たばこ　すわない　おうちがだいすき YD64

優良賞 3 坪井　陽菜 愛知県知多郡美浜町，六貫山保育園　年長 ままけむいよ YD50

  入賞数６９点（紙芝居・絵本４点，ポスター３９点，マーク６点，標語２０点）

 　 紙芝居・絵本，ポスター，マーク，標語・川柳・漢字熟語　コンクール　入選者名簿

動物園におならの臭いゴリラがいました。ゴリラは、ハムスターが持ってきた願い事がかなう財布を使って、キリンとハムスターと3匹で動物園を出まし
た。町に着くと、そこは、願い事がかなう財布を乱用する人間たちがいました。。。

　 　 （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）

あるところに　子供たちにお話を聞かせるのと煙草が大好きなおじいさんがいた。　子供たちもおじいさんのお話が大好きだったが、その母親たちはお
じいさんの煙草を不安がっていた。そんな中・・・・

ﾎﾞｽﾄﾝ・ﾃﾘｱ犬のテリー君、ﾌﾞﾘﾃｨｼｭ・ｼｮｰﾄﾍｱｰ猫のブリちゃん、ｱﾋﾞｼﾆｱﾝ猫のアンちゃん、ﾊﾟﾋﾟｵﾝ犬のパピーちゃん、ﾀﾞｯｸｽ・ﾌﾝﾄﾞ犬のダック君の仲良しわ
んにゃんキッズは今日も一緒に元気にキッズ広場を通って学校へ行きました。

マリちゃんは、犬を買ってもらいました。まぶしいほどのまっ白な犬です。名前は「シロ」としました。そのまっ白な「シロ」の毛が、数日たつと黒く
なってきたから、さぁ大変。　なぜ黒くなってしまったのか？　「シロ」は病気なの？

第２１ 回 「子どもに無煙環境を！ 全国キャンペーン」

２００９年（平成２１年）３月

  応募数（紙芝居・絵本14点，ポスター2,742点，マーク278点，標語10,663点，合計13,697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２１回（２００８～０９年） 「たばこはやめよう！ 」
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優良賞 4 桑原　琴音 徳島県吉野川市，めぐみ幼稚園　年長 たばこは　きらい YD91

優良賞 5 若松　拓 福島県いわき市,サン児童ホーム　６歳 けむり　ヤダ YD87

優良賞 6 山本　光憂 大阪府大阪市，あびこ幼稚園　年長５歳 たばこは　やめて YD80

２－２．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・コピー 整理№

優秀賞 1 佐藤　幹也 徳島県美馬市，江原南小学校３年 タバコはめいわく SD210

優秀賞 2 岡田千瑛里 神奈川県海老名市，杉本小学校２年 みんなが、くるしいよ SD179

優秀賞 3 中井百合香 愛知県名古屋市，愛知教育大学附属名古屋小学校２年 けむいよ　やめて！ SD261

優良賞 4 澤村果那子 滋賀県大津市，平野小学校１年 アカンで　そのタバコ S4

優良賞 5 伊藤　匠嬉 愛知県知多郡武豊町，衣浦小学校２年 おとうさん！あぶない！！たばこ　くさいよ！！！ SD152

２－３．ポスター，小学生高学年（４～６年生）（８点）

賞名 通№ 名  前 住所，園・学校名，学年 画題，内容・コピー 整理№

大阪府教育委員会賞 1 本橋　茉弥 大阪府大阪市，南住吉小学校５年 バイバイ　タバコ SD245

優秀賞 2 古賀　結花 茨城県つくば市，九重小学校５年 タバコ、やめて S12

優秀賞 3 春日　亜子 長崎県雲仙市，南串第二小学校４年 めいわくです　あなたのタバコの　その煙 SD10

優秀賞 4 堀上　大貴 愛媛県西予市，中筋小学校６年 タバコからの脱出に　はく手 SD216

優良賞 5 小野あいり 静岡県伊東市，宇佐小学校４年 あなたは周りのきもちが分かりますか？！ SD218

優良賞 6 山口　恵璃 東京都小金井市，小金井第一小学校５年 百害あって一利なし S6

優良賞 7 酒巻菜乃子 千葉県市川市，中国分小学校６年 悪者は　キャッチ！ SD64

優良賞 8 中島　芽依 兵庫県明石市，高丘東小学校５年 正直言って、たばこはいらない！！ SD93

２－４．ポスター，中学生（１１点）

賞名 通№ 名  前 住所，園・学校名，学年 画題，内容・コピー 整理№

文部科学大臣賞 1 高桑　悠 愛知県一宮市，尾西第三中学校３年 ｢いらない｣と言う勇気 CD36

厚生労働大臣賞 2 長谷川幸歩 静岡県袋井市，袋井中学校１年 タバコをママ　吸わないで CD612

優秀賞 3 小林　直人 愛知県一宮市，尾西第三中学校３年 誘惑に　負けない！ CD26
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優秀賞 4 菊地　虹 東京都東村山市，東村山第一中学校２年 NO MORE 受動喫煙 CD606

優良賞 5 瀬尾　友美 徳島県阿波市，土成中学校３年 副流煙から　子供を守ろう CD883

優良賞 6 中野　風薫 兵庫県神戸市，友が丘中学校２年 家族とタバコと　どっちが大事？ CD590

優良賞 7 橋本　綾華 京都府城陽市，南城陽中学校３年 たばこはみんなに悪影響　（字がうすい） CD10

優良賞 8 岩谷ハルミ 栃木県那須塩原市，厚崎中学校３年 大切な人の未来のために　吸わないで！！ C3

優良賞 9 関　彩佳 東京都東村山市，東村山第一中学校２年 あなたの一本　みんなの迷惑 CD604

優良賞 10 長崎しおり 鹿児島県霧島市，国分南中学校２年 命　削らないで CD939

優良賞 11 伊禮　沙希 沖縄県うるま市，与勝第二中学校１年 気づいて！あなたの行為 CD602

２－５．ポスター，高校生以上一般（９点）

賞名 通№ 名  前 住所，園・学校名，学年 画題，内容・コピー 整理№

優秀賞 1 辻　早紀 京都府京丹後市，峰山高等学校２年 やっぱり　たばこやめてよかった ID113

優秀賞 2 川原　愛理 岡山県高梁市，高梁城南高等学校デザイン科２年 お父さん、やめて ID28

優秀賞 3 東影　勇太 兵庫県姫路市，姫路工業高等学校２年 タバコは　迷惑！！ ID124

優秀賞 4 後藤　和 東京都大田区，六郷工科高等学校３年 タバコの手、子どもの目線。 ID49

優良賞 5 出澤　涼子
神奈川県川崎市，川崎総合科学高等学校デザイン科１
年

ぼくらの笑顔を　くもらせないで ID89

優良賞 6 下山　仁美 兵庫県姫路市，姫路工業高等学校1年 家族を包もう　煙でなく愛情で ID165

優良賞 7 大村　泰久 奈良県奈良市，イラストレーター タバコはやめよう！ I37

優良賞 8 梶原　実 新潟県新潟市 この紋どころが　目に入らぬか I13

優良賞 9 西野　郁美 愛知県名古屋市，あいち造形デザイン専門学校１年 その１本、見ている人は必ず居ますよ。 ID36

３．マークの部（６点）

賞名 通№ 名  前 住所，園，学校名，学年 コピー，内容 整理№

厚生労働大臣賞 1 濱　常治 福岡県福岡市，グラフィックデザイナー 吸っちゃいかんガニー（カニがタバコをチョッキン） M39

文部科学大臣賞 2 櫻　朋子 岡山県高梁市，高梁城南高等学校デザイン科２年 禁（禁とタバコ（ハの字）の組み合わせ） MD39

優秀賞 3 渡辺　美波 新潟県新潟市，新潟デザイン専門学校１年
折れタバコに離れて、赤ちゃんがハートマークで眠ってい
る

M30
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優秀賞 4 石井　隆文 神奈川県相模原市，自営 赤色の×にタバコを吸っている人の顔（白のシルエット） M21

優良賞 5 加藤　孝二 新潟県新潟市，デザイナー タバコはやめて！！（副流煙でびっくり顔の×印） M57

優良賞 6 福与　みちよ 神奈川県横浜市，主婦 禁煙は家族を守る第一歩（お父さんが家族を守ってタバコを
ギュ、モノクロ）

M13

４．標語・川柳・漢字熟語の部（２０点）

賞名 通№ 名  前 住所，園，学校名，学年 標語・川柳・漢字熟語 整理№

厚生労働大臣賞 1 渡部　英子 神奈川県横須賀市，会社員 その煙　後ろの我が子も　吸っている KO948,19

文部科学大臣賞 2 工藤　ゆひろ 北海道岩見沢市，豊中学校３年 目の前の　煙でかすむ　家族愛 HD695,23

優秀賞 3 嘉手川美奈子 沖縄県沖縄市，会社員 禁煙で　強くなったよ　家族の絆（きずな） KE241,6

優秀賞 4 江口　美幸 千葉県船橋市 その煙　大切な人まで　曇らせる KE508,9

優秀賞 5 森元　風音 長野県諏訪市，長野県諏訪二葉高等学校１年 吸わないで　あなた独りの　命じゃない HD2815,31

優秀賞 6 柳沢　裕昭 千葉県市川市，自営業 子の笑顔　タバコの煙で　かすんでる 35

優秀賞 7 阿部　真人 宮城県東松島市，介護福祉士 禁煙で　はじめて分かる　妻の味 64

大阪府知事賞 8 松川　拓 大阪府河内長野市，長野小学校５年 禁煙は　みんな喜ぶ　エコロジー HD2064,27

優良賞 9 西田　康子 福岡県太宰府市，主婦 吸うほどに　娘の笑顔は　遠くなり KO1485,20

優良賞 10 久保川あゆみ 長野県諏訪市，長野県諏訪二葉高等学校１年 周りには　近づきがたい　副流煙 HD2766,30

優良賞 11 藤塚　紀子 埼玉県朝霞市 禁煙で　離れた友が　舞い戻り KE84,1

優良賞 12 田村　靖彦 奈良県磯城郡三宅町，会社員 吸える場所　探し疲れて　やめました 43

優良賞 13 藤林　隆志 青森県青森市，会社員 やめてみて　後悔する人　いないはず 38

優良賞 14 永見　建志郎 愛知県岡崎市，南中学校２年 家族みな　あなたの禁煙　待ってるよ HD2049,26

優良賞 15 山田　菜美 福井県越前市，国高小学校６年 禁煙で　どんどん増える　みんなの笑顔 HD1150,69

優良賞 16 吉野　信幸 埼玉県川越市 タバコやめ　優しくなった　まわりの目 32

優良賞 17 鈴木　淳之佑 静岡県菊川市，加茂小学校５年 サンタさん　パパのタバコ　とりあげて 49

優良賞 18 八木　静子 大阪府箕面市，主婦 煙害呼毒（えんがいこどく） 59

優良賞 19 末繁　昌也 埼玉県さいたま市 初デート　煙と一緒に　彼女消え 46

優良賞 20 福井　恵 岐阜県瑞穂市，主婦 団欒（だんらん）に　煙要らぬが　君は要る 42
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