
１．紙芝居・絵本の部（８点）

賞名 通№ 名  前 住所，園，学校名，学年，年齢 タイトル，内容 整理№

厚生労働大臣賞 1 松田　久美子 山形県尾花沢市，福原中学校，養護教論 おじいちゃんとたばこ（紙芝居, 12枚） KD13

優秀賞 2 福林　春乃 東京都渋谷区 王様の煙 (絵本，13枚) K9

優秀賞 3 丸山志帆理，得　都真 大分県佐伯市，彦陽中学校３年
タバコマンをやっつけろ！！
（紙芝居, 15枚）

K24

優良賞 4
恐怖のたばこワールド（紙芝居，20枚） KD6

公園である男がタバコを吸っているとどこからか声が聞こえてきた。すると体が小さくなり，スズメにのってタバコワールドに来た。・・・

入賞 5 土田　泰加 大阪市立工芸高等学校，ビジュアルデザイン科２年 たばこをすうと（絵本，13枚，台詞なし） KD58
ヘビースモーカーの主人公の吸うタバコのため，掃除のおばさんも，昼寝のネコも公園のベンチもみんな迷惑。突然胸が痛くなり，病院へ・・・

入賞 6 網塚　佳子 千葉県白井市，日本デザイナー学院１年，19歳 はいいろのあくま（絵本，11枚） K5

入賞 7 福田　鐘治 岐阜県可児市，会社員
子どもに無煙環境を「たばこはやめて！」
(紙芝居，10枚)

K23

入賞 8 押谷　雅子 岐阜県各務原市，主婦 パパ元気でいてね（絵本，14枚） K14

２．ポスター，幼児の部（９点）

たばこをたくさん吸った人の肺はまっ黒，というテレビを見た子ども達，たばこの好きなパパが心配になりました。・・・

町のはずれの小さな村に住むニコンはいたずら好きの少年です。ある日町でたばこを見つけました。吸ってみると煙がでてきておもしろ
いので，村にもってかえりました。・・・

ある日，じゅんや君のもとに未来からロボットのにゃんテツがやってきた。にゃんテツはじゅんや君と協力してお父さんにとりついているタバコマン
をやっつけようとする。・・・

田辺眞希，山田志織，渡邉雅崇，澤田麻未，温井遥香，尾崎舞輝，鎌田健一，
高野友里，比嘉真里奈　　 埼玉県所沢市，美原小学校，児童保健委員

おじいさんとやまとくんは大の仲良し。おじいさんは畑仕事のあいまに，たばこで一服するのが楽しみ。ある日，やまとくんがぜん息に・・・

ゆうじくんの家族は４人。おとうさんはたばこが大好きです。ある日，健康診断の結果，医者から大変なことを言われました。・・・

第１６ 回 「子どもに無煙環境を！ 全国キャンペーン」

特定非営利活動法人 「子どもに無煙環境を」推進協議会

　 　 （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。）

  応募数（紙芝居・絵本 92点，ポスター 4734点，マーク 470点，標語 5337点，　メッセージ 199点，合計 10,832点）

２００４年（平成１６年）２月

 　　第１６ 回（２００３～４年）「たばこはやめて！  」

あるところにタバコの大好きな王様がおりました。ある日，王様はお城の屋根がこわれてしまうほどの大きなタバコをつくらせました。・・・

 　 紙芝居・絵本，ポスター，マーク，標語・川柳，メッセージコンクール　入選者名簿
  入賞数１２０点（絵本・紙芝居８点，ポスター７５点，マーク６点，標語２０点，メッセージ１１点）

（以下のあらすじは暫定的なものです）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1/6



賞名 通№ 名  前 住所，園，学校名，学年，年齢 画題，内容 整理№

厚生労働大臣賞 1 芝田　泰孝 石川県金沢市，済美幼稚園，年長(絵画教室ゆーとぴあ) たばこきんし！ （字訂正） YD6

文部科学大臣賞 2 黒須　梨乃 静岡県焼津市，まどか幼稚園，年中，4歳 お父さんのタバコけむたいよ（無題） YD167

優秀賞 3 渡部　風蘭 東京都八王子市，エスペランサ幼稚園，年中，5歳 たばこはイヤー Y15

優秀賞 4 鈴木　美紀 宮城県仙台市，福聚幼稚園，年中，5歳 たばこはいや　すわないで Y20

優良賞
(大阪府教育委員会賞)

5 加藤　貴香子 大阪府大阪市，あびこ幼稚園，年長，6歳(播間絵画教室) たばこはいやや YD344

優良賞 6 金丸　啓太 愛知県西尾市，くまみ保育園，4歳 お父さんのタバコ　いや（無題） YD43

入賞 7 立花　茉耶 青森県上北郡百石町，百石幼稚園，年長，6歳 やめて　パパくさいから YD203

入賞 8 渡邊　菜々子 岡山県岡山市，聖園マリア幼稚園，年長，5歳 たばこはやめて！ Y16

入賞 9 新垣　志苑 沖縄県那覇市，若狭浦保育所，4歳 お父さん　たばこ すわないで（無題） Y11

３．ポスター，小学１～２年生の部（１０点）

賞名 通№ 名  前 住所，園，学校名，学年，年齢 画題，内容 整理№

厚生労働大臣賞 1 尾下　愛純 愛媛県東宇和郡野村町，中筋小学校１年 たばこやめて　げんきなからだ SD979

優秀賞 2 川島　珠未 静岡県磐田市，磐田北小学校２年(アトリエ子供アート) やめてよ　たばこ　くさいじゃん SD985

優秀賞 3 中嶋　眞貴 兵庫県明石市，二見小学校２年(中川絵画教室) タバコやめて SD1744

優秀賞
(大阪府知事賞)

4 舟橋　美帆 大阪府大阪市，南住吉小学校２年(播間絵画教室) タバコは，ダメ！ SD1808

優良賞 5 入江　翔太郎 広島県東広島市，八本松小学校１年 タバコやめよう S66

優良賞 6 宮本　紗羅 香川県高松市，太田小学校１年(キコアート教室) タバコはからだにわるいよ SD1336

入賞 7 古家　さくら 大阪府池田市，神田小学校１年(播間絵画教室) たばこはやめて SD1802

入賞 8 山崎　緑 千葉県千葉市，若松台小学校２年 タバコをすわなきゃ　はいピース S16

入賞 10 小林　加奈 滋賀県甲賀郡甲南町，希望ヶ丘小学校２年 おとうさん　タバコ　やめて！！ S42

入賞 11 南　卓磨 大阪府岸和田市，山直北小学校２年 もうやめよう！ 命もみじかくする一本 SD316

４．ポスター，小学３～４年生の部（１２点）

賞名 通№ 名  前 住所，園，学校名，学年，年齢 画題，内容 整理№

厚生労働大臣賞 1 内山　諒哉 北海道紋別郡湧別町，湧別小学校３年 けむいよ～  （字大きくする） SD151

文部科学大臣賞 2 佐藤　波光 神奈川県横浜市，氷取沢小学校４年 たばこはやめて ＮＯ  （字大きく） SD898

優秀賞 3 古市　侑莉 香川県高松市，香川大学教育学部附属高松小学校３年 たばこはやめて S41

優秀賞 4 千住　美都 長崎県佐世保市，日野小学校４年 たばこはやめて！！ S48
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優秀賞 5 土屋　依理 静岡県御殿場市，富士岡小学校３年 けむりがこわい S59

優秀賞 6 田邊　愛弓 福井県遠敷郡上中町，鳥羽小学校４年 タバコは　もうやめて SD1032

優良賞 7 兼森　千尋 広島県広島市，河内小学校４年 「子どもに無煙環境を」 S36

優良賞 8 毛塚　絵美 栃木県佐野市，植野小学校４年(ｱﾄﾘｴ ﾌﾘｰｽﾞ･ﾑｰﾝ ) 生き物全部に大めいわく！ SD1772

優良賞 9 山岡　侑生 愛知県春日井市，勝川小学校３年 タバコはどくだよ！！ S23

入賞 10 藤本　愛 大阪府茨木市立西小学校４年（長沢こども絵画教室） すわない　子供もあぶない SD1585

入賞 11 荒尾　美吹 鳥取県東伯郡大栄町，大栄小学校４年 タバコはやめて SD174

入賞 12 品田　奈保 栃木県黒磯市，埼玉小学校３年 体のてんてき　タバコはダメ。 SD748

５．ポスター，小学５～６年生の部（１６点）

賞名 通№ 名  前 住所，園，学校名，学年，年齢 画題，内容 整理№

文部科学大臣賞 1 鈴木　亜里沙 神奈川県小田原市，三の丸小学校６年 あなたはよくても私はくさい S69

厚生労働大臣賞 2 山下　美貴子 兵庫県明石市，二見西小学校６年(中川絵画教室) その一本が迷惑！ SD1767

優秀賞 3 山崎　文 千葉県千葉市，若松台小学校５年 「煙と縁　どっちを切りますか？」 S17

優秀賞 4 笠原　莉恵 山形県最上郡最上町，大堀小学校６年 タバコ！！　やめて SD1146

優秀賞 5 大柳　麻衣 宮城県登米郡米山町，中津山小学校６年 この煙がみんなの空気を汚している S32

優秀賞 6 福田　泰希 栃木県宇都宮市，西原小学校６年 やめよう喫煙 S72

優秀賞 7 秋葉　優 東京都足立区，西保木間小学校６年 健康第一　たばこをやめよう！！ SD860

優良賞 8 村上　夏美 兵庫県朝来郡山東町，粟鹿小学校６年 みんなの迷惑　その煙 SD839

優良賞 9 狩野　杏佳 宮城県黒川郡大和町，宮床小学校６年 ”きれいな空気　吸いたいね” SD327

優良賞 10 杉本　咲 神奈川県横浜市，瀬谷第二小学校５年 進行中！ やめるなら今 SD87

優良賞 11 佐野　美友 東京都府中市，南白糸台小学校６年 危ない！歩きタバコはやめて！！ SD81

入賞 12 長尾　有希子 香川県高松市，栗林小学校６年(キコアート教室) あなたの肺が泣いている SD1329

入賞 13 渡辺　なつみ 新潟県新発田市，東豊小学校６年 体　泣いているよ SD1231

入賞 14 江藤　冬実 福岡県福岡市，西戸崎小学校６年 タバコ１本　みんなの迷惑 SD934

入賞 15 岡田　紗季 愛媛県大洲市，喜多小学校６年 あなたのかって　みんなの迷惑 SD489

入賞 16 佐野　美貴 長野県長野市，東条小学校６年 タバコはやめて！！　いいことないよ SD960

６．ポスター，中学生の部（１８点）

賞名 通№ 名  前 住所，園，学校名，学年，年齢 画題，内容 整理№

文部科学大臣賞 1 鵜飼　利江 愛知県尾西市立第三中学校３年 私は、絶対にＮＯ、と言います！ CD69

厚生労働大臣賞 2 谷津　弘美 東京都八王子市，創価中学校２年 すわないで！！　たばこ！ CD1089
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優秀賞 3 豊島　浩太郎 愛知県豊田市，朝日丘中学校１年 タバコはやめて CD444

優秀賞 4 三上　沙織 福島県いわき市，勿来第一中学校３年 たばこの煙に巻き込まないで CD1316

優秀賞 5 中屋　優香 埼玉県川越市，川越西中学校２年 あなたもまわりも危険です CD1152

優秀賞 6 大平　香菜 福岡県筑紫野市，二日市中学校２年 迷惑 CD1165

優秀賞 7 伊従　美帆 神奈川県相模原市，創価中学校３年 キケンと知ってて　まだ吸うの？ CD1067

優良賞 8 纐纈　あいか 岐阜県加茂郡八百津町立東部中学校３年(町保健ｾﾝﾀｰ) かなしい顔を見る前に やめよう！そのタバコ CD366

優良賞 9 岩淵　優子 埼玉県加須市，加須西中学校２年 たばこ退治で　健康守れ！！ CD840

優良賞 10 松橋　唯 青森県八戸市，三条中学校３年 命をうばう前にやめませんか CD554

優良賞 11 森野　瑞貴 石川県羽咋市，邑知中学校２年 たすけて！ CD1496

優良賞 12 今井　理恵子 東京都青梅市，青梅市立第三中学校３年 身体の毒 CD1517

入賞 13 野村　千裕 福井県武生市，武生第二中学校２年(武生禁煙友愛会)　 ママ僕の命どうなるの！！ CD1618

入賞 14 吉村　祐未 富山県富山市，呉羽中学校３年 あなたは　知らない　タバコの怖さを C12

入賞 15 岡本　直華 熊本県熊本市，桜木中学校２年 いつまで吸う気？ CD1160

入賞 16 塚原　理恵 兵庫県揖保郡太子町，太子西中学校１年 Ｎｏ  Ｓｍｏｋｉｎｇ　 CD1381

入賞 17 津波　奈津希 沖縄県国頭郡国頭村，国頭中学校３年 タバコ禁止 CD1006

入賞 18 中島　駿輝 三重県鈴鹿市，鈴鹿中学校２年 迷惑タバコはダメ CD504

７．ポスター，高校生～一般の部（１０点）

賞名 通№ 名  前 住所，園，学校名，学年，年齢 画題，内容 整理№

厚生労働大臣賞 1 佐藤　美香 福島県郡山市，郡山女子大学附属高等学校１年 壊れる前に気がついて ID93

文部科学大臣賞 2 竹本　恭子 京都府中郡峰山町，峰山高等学校２年 タバコの害のないきれいな空気を ID112

優秀賞 3 星野　くらら 新潟県新潟市，新潟デザイン専門学校２年 煙いよ（僕達の未来を煙で汚さないで！！） ID132

優秀賞 4 細川　久美子 岐阜県羽島郡笠松町，大垣女子短期大学デザイン美術科２年 嫌じゃないですか。タバコに殺されるなんて。 ID81

優秀賞 5 池田　由美子 香川県木田郡牟礼町 パパ…　たばこはやめて！！ I16

優良賞 6 小野　晴美 福島県郡山市，郡山女子大学附属高等学校２年 煙危険！！ ID95

優良賞 7 長濱　裕児 沖縄県沖縄市，コザ高等学校２年 吸うな！！！ ID101

優良賞 8 澤本　踊子 静岡県榛原郡中川根町，会社員 子供に吸わせちゃだめだ　その煙 I83

入賞 9 和田　真以子 大阪府大阪市立工芸高等学校３年 たすけて！ ケムリおばけだっ ID180

入賞 10 田垣　有紀 東京都調布市，日本児童教育専門学校１年 愛せないよ、こんな家庭。 ID56

８．マークの部（６点）

賞名 通№ 名  前 住所，園，学校名，学年，年齢 画題，内容 整理№

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4/6



厚生労働大臣賞 1 兒玉　智美 茨城県北茨城市，いわきｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ･ｶﾚｯｼﾞ，19歳 無題（赤ちゃんが掃除機で吸う絵） MD11

文部科学大臣賞 2 荒木　澪李 長崎県佐世保市，東明中学校１年 禁煙（子どもが禁煙マークを掲げた絵） MD359

優秀賞 3 辰野　瑞樹 東京都国立市，日本電子専門学校２年 NO SMOKING（子どもが両手でタバコをNO） MD29

優秀賞
(大阪府知事賞)

4 朝飛　久美子 大阪府泉南郡岬町，病院職員 赤ちゃんがタバコいやのマーク M75

優良賞 5 清水　浩美 大阪府大阪市，主婦 健康はちまきの武士がタバコを切る M70

優良賞 6 三田　有華 兵庫県神戸市，自由業 WARNING !! （肺にタバコで禁煙マーク） M47

９．標語・川柳の部（２０点）

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

文部科学大臣賞 1 奥山　裕太 山形県寒河江市，柴橋小学校１年 ぼくのいえ　だれもすわない　はなまるかぞく HD965,4

厚生労働大臣賞 2 門脇　悠太・保　 島根県八束郡美保関町，美保関北小学校３年，親子 たばこはね　すわないことが　思いやり HD1276,5

優秀賞 3 西田　ゆきかず 徳島県名西郡石井町，自営業 タバコやめ　妻の笑顔が　一つ増え 29

優秀賞 4 松本　加奈 千葉県安房郡三芳村，三芳小学校６年 禁煙で　世界の空気は　澄んでいく HD2571,14

優秀賞 5 松永　美香 静岡県焼津市，看護師 愛情も　たばこの煙に　雲がくれ 39

優良賞 6 細谷　日衣奈 山形県寒河江市，柴橋小学校１年 こどもたち　すってるおとなは　きらいだよ HD938,3

優良賞 7 福島　　直 岐阜県各務原市，鵜沼第一小学校６年 禁えんは　我が身　世のため　人のため HD1602,6

優良賞 8 櫛田　絵理香 福島県いわき市，植田東中学校２年 病んでから　後悔するよ　今やめて HD2069,23

優良賞 9 木田　慎弥 愛媛県北宇和郡津島町，津島中学校２年 吸うたびに　命のひもが　切れていく HD3321,16

優良賞 10 和田　真也 福井県坂井郡春江町 吸うたばこ　逃げる健康　とぶお金 36

優良賞
(大阪府教育委員会賞)

11 松本　法子 大阪府柏原市，堅下南中学校１年 吸わないで　みんなの命　ちぢんじゃう HD265,20

入賞 12 岡野　友香 広島県高田郡高宮町，来原小学校６年 たばこには　危険がいっぱい　害いっぱい HD2095,10

入賞 13 菅原　清光 宮城県気仙沼市，会社員 健康は　皆んなの宝　吸っちゃダメ！ 32

入賞 14 木村　悠菜 大阪府柏原市，堅下南中学校１年 禁煙は　健康づくりの　基礎ルール HD182,19

入賞 15 山下　綾香 京都市伏見区，向島藤の木小学校６年 やめようよ　家族のために　吸わないで HD2201,12

入賞 16 鴨川　典子 静岡県小笠郡浜岡町，自営業 気づいてね　「紫煙」じゃなくて　「死煙」だと 35

入賞 17 覚張　亜莉沙 新潟県北魚沼郡川口町，川口中学校３年 禁煙で　自分も周りの人も　健康体 HD2996,24

入賞 18 小岩　樹央 宮城県栗原郡金成町，津久毛小学校６年 禁煙で　とても楽しい　人生を HD2541,13

入賞 19 神田　鉱大 大阪府堺市，堺工業高等学校２年 見まわして　周りはみんな　嫌な顔 HD2126,28

入賞 20 柳谷　益弘 静岡県駿東郡清水町 煙慮して　吸わない人への　思いやり 34

１０．メッセージの部（１１点）
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賞名 通№ 名  前 住所，園，学校名，学年，年齢 タイトル，内容 整理№

優秀 1 星川　悠樹 千葉県八千代市，18歳 たばこは　やめよう！ T1

優秀 2 斉藤　知里 福井県武生市，武生第三中学校２年(武生禁煙友愛会) 自分の体を大切にしょう TD117

優秀 3 今村　愛花 鹿児島県鹿屋市立南小学校1年 おとうさん　たばこをやめて T13

入賞 4 山崎　文 千葉県千葉市，若松台小学校５年 きっかけ T7

入賞 5 嶋田　修一郎 山梨県中巨摩郡玉穂町，駿河台西学園駿台甲府中学校２年 たばこはやめてください！ TD38

入賞 6 橋本　佳菜美 東京都小金井市，小金井市立第四小学校２年 タバコをすう人がへってほしい T3

入賞 7 薦田　侑奈 北海道北見市，東陵中学校３年 何よりも自分のためにタバコをやめて TD16

入賞 8 泉　正彦 北海道札幌市，北嶺高等学校３年 たばこはやめて！ T6

入賞 9 高松　里江 京都府相楽郡木津町，木津第二中学校２年 たばこのこと TD6

入賞 10 増川　敦子 大阪府大阪市，井高野中学校３年 大人とたばこ TD35

入賞 11 平岡　亮太朗 京都府京都市，竹田小学校６年 子どものことを考えて TD22
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