
１．ポスター，幼児の部（６点）

賞名 通№ 名  前 住所，園・学校名，学年 画題，内容 整理№

優秀賞 1 川上　純平 兵庫県明石市，エミール幼稚園，５歳（野添絵画教室） くさい　くさい YD13

優秀賞 2 恩田　紗江 兵庫県明石市，大久保幼稚園，６歳（野添絵画教室） たばこ　きらい　すわないで YD16

優秀賞 3 陳　耀洲 大阪府池田市，池田旭丘幼稚園，５歳（播間絵画教室） けむり　いや！ YD77

優良賞 4 杉浦　友音 愛知県知多郡美浜町，布土保育所，４歳（だれでもｱｰﾃｨｽﾄｸﾗﾌﾞ） たばこ　やだよ YD140

入賞 5 大塚　義輝 福島県いわき市，サン児童ホーム，６歳 タバコ　やめて～ YD3

入賞 6 松浦　美波 静岡県磐田市，磐田北幼稚園，６歳（ｱﾄﾘｴ子供ｱｰﾄ） たばこやめて　ぱぱたばこくさい！ YD152

２．ポスター，小学生低学年の部（１～３年生）（１０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 大野　純平 愛媛県西予市，中筋小学校１年 バイバイたばこ SD175

文部科学大臣賞 2 古川　智康 福井県越前市，吉野小学校２年（武生禁煙友愛会） たばこ大きらい SD2141

優秀賞 3 田中　義紘 兵庫県三木市立広野小学校２年（中川絵画教室） たばこは　やめて！ SD316

大阪府知事賞 4 渡邉　大洋 大阪府大阪市，遠里小野小学校２年(播間絵画教室） たばこ　やめろ SD209

優良賞 5 乃村　夏愛 香川県高松市，栗林小学校１年（ﾁｺｱｰﾄ教室） 赤ちゃんにもがい SD181

優良賞 6 奥田　真由佳 愛知県名古屋市，小幡小学校１年（ともだち絵の会） たばこやめてくれた　おとうさんだいすき SD149

入賞 7 渡辺　姫華 栃木県佐野市，界小学校２年（ｱﾄﾘｴﾌﾘｰｽﾞ･ﾑｰﾝ） たばこ　イヤ！！ SD387

入賞 8 西岡　理沙 福井県越前市，武生南小学校３年（武生禁煙友愛会） たばこをすわない　おとうさんに　金メダル SD2052

入賞 9 福永　咲　 静岡県磐田市，磐田南小学校３年（ｱﾄﾘｴ子供ｱｰﾄ） すわないで　たばこは　みんなの　めいわくだ！ SD380

第１８ 回 「子どもに無煙環境を！ 全国キャンペーン」

２００６年（平成１８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１８回（２００５～６年） 「たばこはやめて！ 」

 　            ポスター，マーク，標語・川柳　コンクール　入選者名簿
  入賞数９２点（ポスター５３点，マーク１０点，標語２９点）

  応募数（ポスター 2,644点，マーク 504点，標語 15,393点，合計 １８,５４１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）

　 　 （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）
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入賞 10 野口　京香 三重県尾鷲市，向井小学校２年 みんなのために　たばこはやめて S7

３．ポスター，小学生高学年の部（４～６年生）（１４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 岩本　和己 愛媛県西予市，中筋小学校５年 絶対にすわない家族のために SD142

厚生労働大臣賞 2 脇田　晃成 大阪府柏原市，旭ヶ丘小学校４年 そのケムリ人に迷わくかけてるよ S23

大阪府知事賞 3 佐藤　広志 大阪府松原市，松原小学校５年（播間絵画教室） たばこはおそろしい SD232

優秀賞 4 久松　由佳 愛知県知多郡美浜町，河和南部小学校６年（だれでもｱｰﾃｨｽﾄｸﾗﾌﾞ） お母さんタバコはやめて！！ SD378

優秀賞 5 田中　茉奈美 愛知県半田市，花園小学校５年（だれでもｱｰﾃｨｽﾄｸﾗﾌﾞ） タバコ禁止 SD379

優秀賞 6 阪田　智惠 兵庫県明石市，二見小学校６年（中川絵画教室） 御主人様　禁煙して～ SD301

優良賞 7 川島　珠未 静岡県磐田市，磐田北小学校４年（ｱﾄﾘｴ子供ｱｰﾄ） たばこのない　よい世界を SD382

優良賞 8 嬉野　結子 栃木県佐野市，植野小学校６年（ｱﾄﾘｴﾌﾘｰｽﾞ･ﾑｰﾝ） 私たちを毒煙から助けて！！ SD390

優良賞 9 山﨑　緑 千葉県千葉市，若松台小学校４年 いつもおいしい空気がすいたいな S15

優良賞 10 有川　優美 鹿児島県志布志市，八野小学校６年 こわくて注意できないの　やめてほしいのに SD178

入賞 11 関口　彩子 栃木県下都賀郡岩舟町，岩舟小学校５年（ｱﾄﾘｴﾌﾘｰｽﾞ・ﾑｰﾝ） 歩きタバコは　凶器です！ SD393

入賞 12 伊藤　徹 三重県桑名市，長島中部小学校４年 けむりのゆくえ考えて SD173

入賞 13
松本　あずさ
坂野　愛里

熊本県上益城郡甲佐町，乙女小学校５年 タバコはすわないで！ SD13

入賞 14 山﨑　莉奈 愛知県小牧市，篠岡小学校５年（ともだち絵の会） お父さん禁煙　ありがとう SD162

４．ポスター，中学生の部（１２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 鈴木　亜里沙 神奈川県小田原市，城山中学校２年 そのけむり　まわりの人は　イヤなんです C9

文部科学大臣賞 2 柴田　彩芳 栃木県佐野市，南中学校２年（ｱﾄﾘｴﾌﾘｰｽﾞ･ﾑｰﾝ） 煙草が壊す　家族の幸せ CD116

優秀賞 3 金澤　千佳 東京都東大和市立第一中学校３年 危ない！　ポイ捨てはダメ CD50

優秀賞 4 木多　裕花 奈良県奈良市，二名中学校３年 流されるな　ゼッタイに CD126

優秀賞 5 臼井　李里子 岐阜県山県市，美山中学校２年 たばこは，ＮＯ CD23

優良賞 6 福本　舞 埼玉県川口市，芝東中学校２年 知ってる？その一本思ってるよりも危険 CD241

優良賞 7 福元　大樹 熊本県熊本市，帯山中学校２年 あなたの肺はフイルター交換できません！！ CD216

優良賞 8 松本　幸 福島県いわき市，小川中学校２年 きれいな命と　きれいな空気 CD62

入賞 9 吉澤　茉美 群馬県高崎市，新町中学校２年 よく見てよ！よく見てよ！　私達は気持ち悪い CD243

入賞 10 川村　都 岩手県盛岡市，飯岡中学校３年 守ろう命！ CD176
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入賞 11 堀　　香織 兵庫県明石市，松蔭女子学院中学部３年(野添絵画教室） タバコをやめて CD52

入賞 12 星野　真由 愛知県一宮市，尾西第三中学校１年 日本全国禁煙宣言 CD1

５．ポスター，高校生以上一般の部（１１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 青島　忠治 千葉県柏市 タバコはやめて！！ I32

文部科学大臣賞 2 下向　智美 岡山県高梁市，高梁城南高等学校ﾃﾞｻﾞｲﾝ科２年 この笑顔守るため　ＳＴＯＰたばこ ID91

大阪府知事賞 3 秦　加奈弥　　大阪府大阪市 ＮＯ！　ＳＭＯＫＩＮＧ I33

優秀賞 4 細川　奈美 岡山県高梁市，高梁城南高等学校ﾃﾞｻﾞｲﾝ科２年 ＳＴＯＰたばこ ID86

優秀賞 5 根本　かおる 神奈川県相模原市 いいのはじぶんだけ I96

優良賞 6 橋本　恵子 大阪府茨木市 この子のために今すぐできること・・禁煙 I68

優良賞 7 小野　一郎 兵庫県赤穂市 子どもの未来うばってる！！たばこのけむり包囲網 I9

優良賞 8 堀　由紀子 兵庫県西宮市，西宮今津高等学校３年 お父さん煙草やめて！　命が燃えている！ I66

入賞 9 小田　高博 三重県伊勢市 ヤメテ・・・ I34

入賞 10 川田　鮎美 香川県高松市，高松工芸高等学校ﾃﾞｻﾞｲﾝ科１年 周りに迷惑かけてませんか？ ID38

入賞 11 川上　恭平 愛知県名古屋市立工芸高等学校３年 タバコはやめて！！ あなたも家族も健康に ID5

６．マークの部（１０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 中村　美紀子 大阪府大阪市 子どもが手でタバコを折りのける M65

文部科学大臣賞 2 廣野　羽瑠果 岡山県高梁市，高梁城南高等学校ﾃﾞｻﾞｲﾝ科２年 Ｎｏの字がタバコを折り曲げる MD325

大阪府教育委員会賞 4 大塚　みなみ 大阪府寝屋川市，京都芸術ﾃﾞｻﾞｲﾝ専門学校１年 吸う度に，あなたの寿命は短くなる（禁煙マーク） M118

優秀賞 5 安達　光幸 埼玉県所沢市 子どもを抱いたお母さんがタバコを踏み折る M14

大阪府知事賞 3 上山　恵子 大阪府大阪市，大阪ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｱｰﾄ専門学校２年 ＮＯ Smoking（手指がタバコを握りつぶす） MD181

優良賞 6 由比　貴資 京都府京都市，立命館大学４回生 手指がＮＯ！のデザインの禁煙マーク M116

優良賞 7 小柴　雅樹 兵庫県宍粟市 煙の凶器（タバコ型）　ＮＯ！ M64

入賞 8 石山　尚実 大阪府吹田市 ケムリキライ（口を両手で煙をブロック） M139

入賞 9 中島　涼子 福岡県福岡市 禁煙がんばって！（ﾒｶﾞﾎﾝのような禁煙ﾏｰｸで） M70

入賞 10 渡辺　千恵 北海道札幌市 STOPのマスクをした子どもが禁煙マーク M28

７．標語・川柳・ネーミングの部（２９点）
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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 山崎　健斗 東京都杉並区，和田中学校１年 禁煙で　みんなの笑顔が　増えていく HD1066,9

文部科学大臣賞 2 世古　翔子 長野県安曇野市，豊科高等学校３年 禁煙は　子どもに好かれる　秘訣です HD3709,11

優秀賞 3 岩松　弘 愛知県名古屋市 吸うたびに　若さも命も　吸われてる H25

優秀賞 4 福島　敏朗 神奈川県藤沢市 吸わないで　命の基本は　空気です H17

優秀賞 5 倉科　あや美 長野県安曇野市，豊科高等学校３年 喫煙に　居場所も元気も　吸いとられ HD3703,12

優秀賞 6 川端　将太朗 長崎県長崎市，長崎工業高等学校２年 吸うたびに　一人二人と　去る笑顔 HD1191,2

優秀賞 7 橋本　朝 青森県青森市 吸わないで　吸いたくないよ　その煙 H27

優秀賞 8 橋本　莉代子 滋賀県甲賀市，水口中学校２年 まわり見て!!　吸ってるあなたを　見つめる目 H86

大阪府知事賞 9 是国　満美子 大阪府東大阪市 禁煙広まり　笑顔の輪 KE68

優良賞 10 頭島　龍正 長崎県長崎市，長崎工業高等学校２年 火を付けて　長さ減るたび　命減る HD1223,3

優良賞 11 小田中　準一 千葉県市川市 近づけない　煙のベールの　あなたには H18

優良賞 12 小林　伸一 埼玉県川越市 だっこして　たばこの匂い　ない胸で H37

優良賞 13 茂田井　紀容 千葉県君津市 美味しさ☆　知ってる？　煙のない空気 KE80

優良賞 14 山崎　幹史 京都府京都市　　　　　　　　　　　　　　　　　 嫌煙　禁煙　疎煙で　無煙 KO61

優良賞 15 北谷　梓 三重県名張市 禁煙で　きっといい家　いい職場 H22

優良賞 16 徳永　晃太 兵庫県神戸市，横尾中学校３年 本人を　しのぐ危険度　副流煙 HD61,7

入賞 17 秦　くみ子 北海道釧路市 守ってよ！　きれいな空気を　吸う権利 H85

入賞 18 竹中　靖子 東京都杉並区 自分の子どもに　煙を吹きかけられますか？ KE65

入賞 19 大畠　悟子 広島県三原市 煙吐く　あなたの横に　愛しいわが子 KE76

入賞 20 十二町　充子 宮城県仙台市 たばこをやめて　知る心の安らぎ KE79

入賞 21 堀切　幸江 沖縄県那覇市 吸っている　お金も命も　擦っている KO54

入賞 22 柏　安弥香 栃木県宇都宮市，宇都宮短大附属高校２年 子が逃げる　だってあなたは　スモーカー KO43

入賞 23 中沢　友美 北海道北斗市 煙から　胎児はどこにも　逃げられない H84

入賞 24 牧田　隆宏 岡山県岡山市，岡山大学４年 煙はく　その姿みて　愛冷めて KO55

入賞 25 瀬戸　祐樹 静岡県御殿場市 知ってる？　病気だよ喫煙は KO48

入賞 26 味川　美沙香 京都府京都市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ちょっと待て　あなたの後ろに　小さな子 KE77

入賞 27 菅井　聡子 大阪府枚方市 私の花嫁姿見たいなら タバコはやめて お父さん！ KE67

入賞 28 斎藤　和子 北海道滝川市 ちょっと待って！　子どものまわりは　禁煙所 KO41

入賞 29 田中　啓子 大阪府大阪市 禁煙招福　無煙至福 H21
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