
１．紙芝居・絵本の部（９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№

厚生労働大臣賞 1 テメル　華代 山形県東根市，ワッカース美術アカデミー たばこをやめて(絵本，13枚) K12

文部科学大臣賞 2 牧野　ひとみ 東京都新宿区，日本児童教育専門学校，絵本創作専攻科 たばこバイバイ(紙芝居，12枚) K17

優秀賞 3 福与　みちよ 神奈川県横浜市 おじいちゃんの決意（紙芝居，16枚） K11

優良賞 4 松本　容子，有生 神奈川県横浜市，保健師，美しが丘小学校5年
ウルトラ６　クイズ大会　プレゼントつき(紙芝
居，15枚)

K10

入賞 5 小賀　聡子 大阪府寝屋川市 モクモク（絵本，10枚） K18

入賞 6 桑本　円，福田悠紀子 鳥取県西伯郡，名和中学校2年 たばこ家族（紙芝居，１3枚） KD31

入賞 7
高橋純佳，若松沙織，
工藤綾乃

北海道室蘭市，北辰中学校1年 禁煙戦隊ヤメルンジャー（紙芝居，15枚） KD32

入賞 8 さくら村はおおさわぎ（紙芝居，14枚） KD27

入賞 9 高橋　麗 愛媛県北宇和郡，津島高校3年 たばこは危険（絵本，10枚） KD38

第１7 回 「子どもに無煙環境を！ 全国キャンペーン」

２００５年（平成１7年）２月

特定非営利活動法人 「子どもに無煙環境を」推進協議会

 　　第１７回（２００４～５年）「たばこはやめて！ 」

 　 紙芝居・絵本，マーク，標語・川柳・ネーミング　コンクール　入選者名簿
  入賞数４９点（絵本・紙芝居９点，マーク１０点，標語３０点）

ひつじのお母さんは,たばこをやめた友達から聞いたたくさんの良い話をひとつづつ語りはじめました。そのお話とは…

妊娠中の喫煙者(ブタ)が，病院でタバコは体に悪いと知り，禁煙する話

  応募数（紙芝居・絵本106点，マーク 1046点，標語 14,854点，合計 16,006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）

さくら村に住んでいる二人の小人がﾋﾟｸﾆｯｸに出かける途中，不思議な筒を拾いました

たばこ好きのおじいさんにいつも迷惑していたおばあさん、孫に「おじいちゃん　たばこ臭い」と言われます。

ｸｲｽﾞ形式で演者と子どもとのやりとりを中心に，ﾀﾊﾞｺの害の学習を進めます。最後にﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄするのは将来ﾀﾊﾞｺを誘われたときの武器，それは…

佐々木ふたば，齊藤歩由香，齊藤昂平，吉岡晴美，西條慎平
北海道旭川市，旭川第五小学校3年,4年,5年,5年,6年

タバコの成分、タバコによる病気についてそれぞれの説明と短歌または川柳を添えた。またﾀﾊﾞｺの販売の問題点や愛煙家のその後も…

お父さんがたばこを吸う４人家族のうさちゃんの家、ある日妹のラビちゃんがたばこを飲んで倒れてしまいました。…

平和な町の人達にくろとかげ喫煙3人衆がたばこを吸うことをすすめる。それをとめようとするヤメルンジャー
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２．マークの部（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 信貴　正明 新潟県燕市，ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾃﾞｻﾞｲﾅｰ たばこを吸わないで（子どもがタバコをNOで折る） M121

文部科学大臣賞 2 佐藤　深香 神奈川県横須賀市，公郷中学校2年 無題(うさぎが網でタバコと煙を一網打尽に) MD149

優秀賞 3 安達　光幸 埼玉県所沢市，自営業 無題(親がたばこを折って子ども２人がガッツ) M11

優秀賞 4 堀田　博司 愛知県名古屋市，名古屋市立大学2年 無煙でいこうよ(人がハートを抱くマーク) M102

優秀賞 5 吉田　杏奈 埼玉県川越市，川越西中学校2年 無題(鳥かごの中に封じ込まれたタバコと煙) MD909

優良賞 6 亀山　明葉 群馬県佐波郡，群馬県立女子大学2年
無題(タバコを踏みつけたお父さんが赤ちゃんを頭
の上に抱え上げている)

M119

優良賞 7 小柴　雅樹 兵庫県宍粟郡，ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ HELP(煙の中でｼｭﾉｰｹﾙをつけた子どもがHELP) M29

大阪府知事賞 8 谷口　瑠美 大阪府東大阪市，縄手北中学校2年 無題(タバコで泣いている子どもの額にＮＯ) MD395

大阪府教育委員会賞 9 前川　明子 大阪市福島区，大阪府立西野田工業高校３年 ＮＯ（タバコの煙を子どもが手で嫌がるマーク） MD249

入賞 10 大友　ゆかり 宮城県仙台市，東北生活文化大学高校1年 無題（タバコをNOで分断し水をかけている） MD562

３．標語・川柳・ネーミングの部（３０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 江神　洸太 岐阜県羽島市，羽島市立羽島中学校1年 吸わないで　あなたの空気は　みんなの空気 HD5505,12

厚生労働大臣賞 2 泉　幸恵 愛媛県新居浜市 その煙　やさしい心も　くもらせる H17,46

優秀賞 3 菱田　由美 鹿児島県指宿市 けむり消え　まわりのみんな　えびすがお H11,40

優秀賞 4 佐々木　いずみ 東京都羽村市 僕らには　小さなタバコ火　大きな恐怖 KE20,102

優秀賞 5 工藤　紀子 長野県南安曇郡，豊科高校3年 愛する我が子　キレイな空気で　育てよう HD597,33

優秀賞 6 小松　香織 長野県南安曇郡，豊科高校3年 プロポーズ　100本のバラより　禁煙よ HD695,34

優秀賞 7 日沖　広文 三重県いなべ市 子育ては　笑顔　愛情　純空気 KE16,98

優秀賞 8 岩村　勝紀 栃木県宇都宮市，緑が丘小学校5年
たばこのけむり　時間がたつと消えるけど　見えな
い害が残ってる

HD3504,4

優良賞 9 藤田　尚美 新潟県南蒲原郡，新潟翠江高校通信制1年 やなけむり　髪にも服にも　からだにも H5,25

優良賞 10 菅野　寛子 宮城県塩竈市 もう少し　近づきたいのに　煙のバリア KO18,72

優良賞 11 紙村　愛里 静岡県浜松市，中部中学校３年
吸わせないで！　たばこの煙　吸わせてください！　
きれいな空気

HD4822,18

優良賞 12 下山　啓次郎 静岡県静岡市，安東小学校6年 まきぞえは　断固反対　副流煙 HD2999,7

優良賞 13 尾上　俊樹 愛媛県北宇和郡，津島中学校３年 なぜ吸うの？　自分の健康　捨ててまで HD2218,22

優良賞 14 東　　伸行 福岡県北九州市 病気して　初めてわかる　禁煙訓 KO22,75

優良賞 15 池島　信宏 東京都練馬区 煙より　美味しい空気　無料だよ KO1,56

家族の中でたばこを吸うと，周りの人にどんな悪影響があるかを，とびだす絵本にして，白いひげの博士が説明します。
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大阪府知事賞 16 柴田　知起 大阪府柏原市，堅下南中学校1年 不健康　お金で買って　どうすんの HD5634,13

入賞 17 森　洸樹 愛知県犬山市，羽黒小学校6年 長生きは　たばこをすったら　できないよ HD1841,8

入賞 18 堂領　明日香 愛知県尾張旭市 パパ　ママ　綺麗な空気で　育ててね KE7,89

入賞 19 熊谷　友彦 東京都 禁煙で　まだ見ぬ命も　救われる H22,51

入賞 20 今野　絵美 岩手県北上市
大人の手　同じ高さの子供の目　持ったタバコの　
危険な炎

KE21,103

入賞 21 細山　貴嶺 東京都港区，ｾﾝﾄﾒﾘｰｽﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｽｸｰﾙ4年 キッスはね　タバコをやめて　からにして H3,3

入賞 22 野々下　飛鳥 北海道常呂郡，端野中学校2年 今時たばこ？　古いって H4,10

入賞 23 友次　慎司 岡山県倉敷市 結婚し　父になって　嫌煙家 KE9,91

入賞 24 上田　哲次 福岡県福岡市 子どもが　吸いたいのは　澄んだ空気です H15,44

入賞 25 伊藤　弘子 愛知県春日井市 赤ちゃんも　叫ぶ　「ムエーン・ムエーン」 と H18,47

入賞 26 渡邊　大吾 愛知県知多郡 吐く煙　愛する命が　吸う煙 KE17,99

入賞 27 安藤　英房 静岡県静岡市 国際煙除 H10,39

入賞 28 小林英二・遼大・慶大 東京都荒川区，尾久宮前小学校3・1年，親子 だから好き！みんなが集まる　煙のない家 H2,2

入賞 29 恩田　翔二 北海道中川郡,北海道おといねっぷ美術工芸高校1年 そのタバコ　吸えば吸うほど　減る命 HD2338,31

入賞 30 山田　将平 長崎県長崎市，長崎工業高校1年 喫煙所　命とタバコの　交換所 HD828,27
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