
第２３ 回 「子どもに無煙環境を！ 全国キャンペーン」

２０１２年（平成２４年）３月

ＮＰＯ法人「子どもに無煙環境を」推進協議会

 　　 第２３回（２０１０～１１年） 「タバコはやめよう！  …子どもの願い、みんなの願い…」

 　 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
  入賞数４１点（紙芝居･絵本１点，ポスター２１点，マーク６点，標語１３点）

  応募数（紙芝居･絵本31点，ポスター2,913点，マーク295点，標語8,348点，合計11,587点）

１．紙芝居・絵本の部（１点） （以下のあらすじは暫定的なものです）

賞名 通№ 名  前 住所，学校・園名，学年 タイトル，内容 整理№

優秀賞 1 福与　みちよ 神奈川県横浜市戸塚区，主婦 おばあちゃんのねがい　(紙芝居，14枚) K13

２．ポスターの部（２１点）

２－１．ポスター，幼児（３点）

賞名 通№ 名  前 住所，学校・園名，学年 画題，内容・コピー 整理№

優良賞 1 森上　園子 大阪府池田市，池田旭丘幼稚園　年長
たばこ　めいわく
（女の子がタバコを嫌がっている）

YD2

優良賞 2 湯浅　聡一郎 徳島県徳島市，鳴門教育大学付属幼稚園　年中 たばこをやめて　げんきでにこにこ Y1

優良賞 3 古川　晃太郎 愛知県知多郡武豊町，わかば保育園　年長 けむいよ（タバコに男の子が嫌） YD44

２－２．ポスター，小学生（６点）

賞名 通№ 名  前 住所，学校・園名，学年 画題，内容・コピー 整理№

優秀賞 1 田畑　優衣 大阪府高槻市，磐手小学校２年 たばこのけむり　くさすぎる S15

※入選者の学校・園名，学年は，応募時のもので，現在とは少しずれています。ご容赦ください。

おばあちゃん子のタケシは好奇心からタバコを吸い始めました。タケシの身体を心配したおばあちゃんは心配しますが…　心労でお
ばあちゃんが入院した夜、タケシは不思議な夢を見ました。・・タバコを吸い続けたタケシが肺がんになってベッドに臥せた姿をお
ばあちゃんに見せに連れて行かれて．．．
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優秀賞 2 槇納　彩葉 徳島県吉野川市，森山小学校４年 けんこうに悪いよ　タバコのけむり SD61

優秀賞 3 小田　葉月 愛知県知多郡武豊町，富貴小学校６年 タバコは公害 SD1186

優良賞 4 中尾　優花 徳島県吉野川市，鴨島小学校５年 いやだよ煙 SD62

優良賞 5 境　輝星 千葉県浦安市，美浜南小学校５年 タバコ　やめよう S17

優良賞 6 清水　未夢 兵庫県明石市，二見西小学校６年 タバコは迷惑 SD115

２－３．ポスター，中学生（６点）

賞名 通№ 名  前 住所，学校・園名，学年 画題，内容・コピー 整理№

優秀賞 1 福井　梨乃 北海道札幌市，篠路西中学校３年 たばこが　奪うのは　命だけじゃない CD89

優秀賞 2 加藤　汐里 広島県東広島市，松賀中学校３年
１本のタバコが、１つの命を、
（妊婦さんがタバコを）

CD163

優秀賞 3 古屋　京香 福井県坂井市，丸岡南中学校１年 たばこはあなたの　命を食べる CD428

優良賞 4 山内　花帆 福岡県福岡市，野間中学校３年 こどもたちの　未来をうばう CD182

優良賞 5 瀬川　美雨 徳島県阿波市，阿波中学校１年 副流煙は身体にドク CD36

優良賞 6 北川　玲菜 大阪府寝屋川市，寝屋川市立第九中学校１年 子供達はタバコのない世界を待っている CD55

２－４．ポスター，高校生以上一般（６点）

賞名 通№ 名  前 住所，学校・園名，学年 画題，内容・コピー 整理№

最優秀賞 1 平山　茜 埼玉県朝霞市，浦和学院高校２年
吸わないで！
（吸う大人の前で子ども・赤ちゃんがいる）

ID149

優秀賞 2 藤澤　遥 岡山県高梁市，高梁城南高等学校デザイン科１年
僕らの前で　吸わないで。
（煙の先に３人が迷惑顔）

ID271

優秀賞 3 新谷　陸
愛知県名古屋市，
名古屋市立大学芸術工学部ﾃﾞｻﾞｲﾝ情報学科３年

あなたを　大切におもう　人がいます。
（女性の側でタバコを吸う男のぼかし）

I81

優秀賞 4 春田　奈央 愛知県名古屋市，あいち造形デザイン専門学校２年 赤いペンキでタバコに禁煙マークを描いている ID43

優良賞 5 米窪　京祐 長野県松本市，松本蟻ケ崎高等学校１年
健康は保障しねぇ～よ　覚悟しろ
（タバコが言っている）

ID52

優良賞 6 寺橋　七美 兵庫県姫路市，姫路工業高等学校１年
Ｎｏｔ　タバコ
（女の子２人がタバコを手でストップ）

ID224
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３．マークの部（６点）

賞名 通№ 名  前 住所，学校・園名，学年 コピー，内容 整理№

最優秀賞 1 石井　隆文 神奈川県相模原市
ＮＯ！　
（タバコを煙の手で上から折っている）

M129

優秀賞 2 青島　いづみ 静岡県沼津市 ＮＯ！　たばこ（泣いている赤ちゃんの顔） M8

優秀賞 3 西村　ゆりあ 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 ＳＴＯＰ！　喫煙（タバコと煙に×） M20

優良賞 4 内田　凱也 福岡県北九州市，真颯館高等学校１年 赤ちゃんがタバコを小槌で折っている MD39

優良賞 5 新田　憲明 香川県東かがわ市 自業自得（タバコにくくられた人がビックリ顔） M168

優良賞 6 平　元久 東京都世田谷区 タバコの煙に巻かれた肺が勘弁しての表情 M4

４．標語・川柳・漢字熟語の部（１３点）

賞名 通№ 名  前 住所，学校・園名，学年 標語・川柳・漢字熟語 整理№

最優秀賞 1 西林　香菜 和歌山県橋本市，会社員 禁煙で　家族と体が　嬉しそう 8

優秀賞 2 浜川　芽衣 高知県須崎市，須崎中学校１年 タバコより　家族の笑顔が　最優先 HD535-1,1

優秀賞 3 岡　惺治 東京都中野区 やめてみて　タバコなくても　すむ不思議 43

優秀賞 4 原茂　敬浩 東京都福生市 禁煙で　健康家族の　愛燦燦（さんさん） 23

優秀賞 5 竹川　尚美 兵庫県神戸市西区 煙より　笑顔ふりまく　人が好き 41

優良賞 6 新実　康子 三重県いなべ市 タバコやめ　孫が笑顔で　膝の上 46

優良賞 7 町野　満 千葉県市川市 愛あらば　煙立てずに　煙断て 13

優良賞 8 志水　慈子 茨城県つくば市，並木中等教育学校３年 断煙皆笑 19

優良賞 9 近藤　真里子 東京都八王子市 百害が　千害にもなる　副流煙 29

優良賞 10 原　峻一郎 佐賀県佐賀市 パパとママ　煙はゼロで　愛いっぱい 38

優良賞 11 平野　好 青森県上北郡東北町 タバコやめ　孫と暮らせる　楽しさよ 7

優良賞 12 阿部　浩 神奈川県横浜市南区 本当の　味に感動　禁煙後 48

優良賞 13 亀川　富雄 大阪府吹田市 禁煙で　守る家族と　自分の健康 5
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