
１．紙芝居・絵本の部（６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 齋藤　龍馬 東京都墨田区 やめてくれて　ありがとう(絵本，13枚) K12

　(ﾍﾟﾝﾈｰﾑ)

優秀賞 2 福与　みちよ 神奈川県横浜市戸塚区 みつばちミッチーとケムリの国(紙芝居，13枚) K13

優良賞 3 冨田　千晴 大阪府貝塚市，和泉高等学校２年 天使のおくりもの(紙芝居，13枚) K11

優良賞 4 渡部　裕子 兵庫県三田市 ななちゃんとあっくんのだいぼうけん(絵本？，20枚) K1

優良賞 5 林　真貴 長崎県長崎市，長崎工業高等学校１年 ボロボロ(絵本，18枚) KD4

優良賞 6 五味　沙和子 東京都小平市，東京学芸大学２年 メリメルポン（絵本，13枚） K6

２．ポスターの部（３７点）

２－１．ポスター，幼児（４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 青嶌　千佳 静岡県磐田市，たつのこ幼稚園，６歳 おとうちゃん　たばこやめてくれて　ありがとう YD102

第２０ 回 「子どもに無煙環境を！ 全国キャンペーン」

２００８年（平成２０年）３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２０回（２００７～０８年）「たばこはやめよう！ 」

きれいな花がいっぱいの花壇に、タバコをポイ、花達は煙で苦しいよ。花の好きなおくさんも、花達もボロボロです・・・

海の上に流れてきた小さい雲のせいで、ペンギンのエサやサメのヒレが真っ黒、クマノミ家族はセキやクシャミがとまりません。アシカ
が雲の正体を探り・・・・

　 　 （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）

大好きなパパは喫煙者。パパの吸うタバコのけむりで「せきが止まらなくなって・・」入院。ママがパパにタバコをやめるようにお願い
してくれ・・・

喫煙者で隣同志のケンジ君とユウコさんが、天使に「ハート」をプレゼントをもらい、だんだんとタバコをやめて幸せになり…

もうすぐお兄ちゃんになる男の子。お父さんにタバコをやめてもらいたい…　夢の中で出会った女の子に魔法を教えてもらった。
朝になって、「メリメルポン！」と言うと、お父さんの吸っているタバコから花が咲いて、いい香り。それをかいだお父さんは…

  入賞数６９点（紙芝居・絵本６点，ポスター３７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

みつばち学校の遠足の途中、タバコをやめられない人たちは「ケムリの国」へ落ちてしまい、臭いケムリやにおいで危ないところを、カモ
に助けられ…

  応募数（紙芝居・絵本1７点，ポスター2299点，マーク1102点，標語9162点，合計12,580点）
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優秀賞 2 寺西　航 愛知県知多郡美浜町，布土保育園，４歳 タバコ× YD25

優良賞 3 新木　里彩 神奈川県海老名市，日進幼稚園，６歳 たばこは　からだに　どくだよ YD2

優良賞 4 山崎　華奈 大阪市住吉区，あびこ幼稚園，６歳 やめて！！ YD17

２－２．ポスター，小学生低学年（１～３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№

厚生労働大臣賞 1
菊池　道人
（三好道人）

愛媛県西予市，中筋小学校１年
たばこから　まもるぞ
（子どもが腕を広げて家族を守る）

SD43

優秀賞 2 苅田　美月 神奈川県海老名市，杉本小学校１年 たばこは　すわないで（お父さんに） SD161

優秀賞 3 横田　さくら 愛知県知多郡美浜町，布土小学校３年 お父さん　外ですっても　体にわるいよ！ SD246

優良賞 4 澤田　健太 愛知県知多郡武豊町，衣浦小学校１年 たばこは　いや（食卓でお母さんに） SD263

優良賞 5 小林　美波 神奈川県海老名市，今泉小学校1年 くさいよ　けむり！ SD162

優良賞 6 新居　里紗 徳島県阿波市，久勝小学校２年 じぶんのために　みんなのためにも　たばこダメ SD220

大阪府知事賞 7 上里　玲那 大阪府池田市，秦野小学校２年 タバコはやめて！！ SD205

優良賞 8 城下　茉莉亜 兵庫県明石市，二見西小学校１年 タバコなくなれ！（ロケットに喫煙者が） SD385

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№

優秀賞 1 長尾　光玲 埼玉県鶴ヶ島市，藤小学校４年 タバコは　もうNO！NO！NO！ S6

優秀賞 2 大岡　慎 愛知県名古屋市守山区，小幡小学校５年 その煙…　迷惑です（レストラン） SD244

優良賞 3 廣段　万葉 広島県安芸郡府中町，府中中央小学校５年 たばこをすう人　すきですか　（うちわで）ＮＯ S11

優良賞 4 森田　桃妃 愛知県知多郡美浜町，野間小学校５年 パパ　たばこはやめてよ！（車で） SD268

優良賞 5 曽我部　実香 徳島県徳島市，沖州小学校５年 身体に悪い　そのけむり（車で） SD166

優良賞 6 松浦　美希 愛知県名古屋市西区，大野木小学校５年 その煙　迷わくです SD243

優良賞 7 岩月　香澄 愛知県知多郡武豊町，衣浦小学校４年 みんなのめいわく　やめて　タバコ SD267

優良賞 8 伊藤　徹 三重県桑名市，長島中部小学校６年 タバコの煙　大キライ S8

２－４．ポスター，中学生（１０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 宮本　季実 福井県越前市，武生第三中学校２年 副流煙は怖い！　肺マックロ！ CD309
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優秀賞 2 野村　真美 静岡県袋井市，浅羽中学校１年 パパやめて　害は…　あなただけじゃない CD206

優秀賞 3 斉藤　怜良 埼玉県川越市，城南中学校１年 君の笑顔のために C7

優良賞 4 吉川　蘭 兵庫県神戸市垂水区，舞子中学校１年 たばこなんて　一生　絶対　無縁！無煙！ C2

優良賞 5 加藤　優実 愛知県名古屋市昭和区，円上中学校２年 危ない　そのタバコ（歩きタバコの女性） CD191

優良賞 6 永松　萌 福岡県久留米市，屏水中学校３年 吸いたくない！　その煙！！ CD84

優良賞 7 渡辺　安紗 愛知県名古屋市守山区，守山中学校２年 赤ちゃんも　嫌がっているよ。 CD192

優良賞 8 瀬尾　友美 徳島県阿波市，土成中学校２年 命を縮める喫煙…　早く気づいて　健康に CD185

優良賞 9 渡邊　理沙子 埼玉県飯能市，飯能西中学校２年 吸わないで！ CD41

大阪府教育委員会賞 10 脇田　彩衣 大阪府柏原市，玉手中学校２年 まわりの人が　やめようタバコ C9

２－５．ポスター，高校生以上一般（７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 平本　早惠 岡山県高梁市，高梁城南高等学校デザイン科２年 知っていますか（受動喫煙で嫌がる子どもの顔） ID96

優秀賞 2 佐名　希望 長崎県長崎市，長崎西高等学校１年 苦しむのは　あなたです…（タバコを背負わされる姿） ID10

優秀賞 3 岡村　早紀 神奈川県川崎市中原区，川崎総合科学高等学校２年 パパはすき。タバコきらい。 ID19

優良賞 4 日笠　えりか 岡山県高梁市，高梁城南高等学校デザイン科２年
僕のために　やめて！
（タバコを押しつけて消す赤ちゃん）

ID93

優良賞 5 松田　まさる 千葉県柏市 無題(行列での煙に子ども達がしかめっつら) I55

優良賞 6 鈴木　レイ 東京都葛飾区 言わないけれど、イヤなんです。ＮＯ！受動喫煙 I31

優良賞 7 張　武洙（ﾁｬﾝ ﾑｽ） 大韓民国ソウル市 不幸のドミノ　タバコ 自分 子ども 家族 みんな I25

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 桂　三枝子 滋賀県甲賀市
あなた、空気がよめていますか？
（手に持ったタバコの煙で、隣の人が迷惑顔）

M63

文部科学大臣賞 2 武田　梨沙 香川県高松市，高松工芸高等学校デザイン科１年
自分そしてみんなのため
（ハートを抱く人と折ったタバコ）

MD323

優秀賞 3 岩塚　翠里 福島県いわき市，いわきコンピュータ・カレッジ１年 ♪と五線の中にタバコと抹消斜線 MD371

大阪府知事賞 4 堀本　侑佑 大阪市阿倍野区
迷惑！ 歩きタバコ。
（歩きタバコの後で、煙で困り怒っている２人）

M41

優良賞 5 石井　隆文 神奈川県相模原市 タバコを吸う人の横顔に手でストップ（赤と白で） M7
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優良賞 6 塩津　美由紀 岡山県高梁市，高梁城南高等学校デザイン科２年 タバコにＮＯの字と両目。手でストップ。 MD157

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 江原　邦明 群馬県桐生市，国際医療福祉大学１年 その煙　家族と健康　遠ざける 40

文部科学大臣賞 2 久保田　美穂 長野県安曇野市，長野県豊科高等学校１年 吐く煙　命も笑顔も　かき消され HD658,53

優秀賞 3 内藤　朱里 東京都杉並区，和田中学校２年 喫煙は　あなたの未来の　じゃまをする HD680,55

優秀賞 4 小泉　隆之 神奈川県小田原市 離煙して　家族のことを　思うなら 38

優秀賞 5 白崎　瑠海(るうな) 福井県越前市，吉野小学校３年 パパやめて　タバコはいのちを　食べちゃうよ HD2808,44

大阪府知事賞 6 大前　裕美 大阪府枚方市 喫煙は　家族の距離を　遠ざける K01-856,28

優秀賞 7 佐藤　美冴樹 長野県安曇野市，長野県豊科高等学校１年 父禁煙　私と母は　上機嫌 HD677,54

優良賞 8 毛利  文昭 岐阜県岐阜市 煙害子毒（えんがいこどく）　（天涯孤独とかけている） KE692,8

優良賞 9 俵原　健太 静岡県浜松市，蜆塚中学校２年 いらないよ！　親と子どもの　煙の壁 HD773,57

大阪府教育委員会賞 10 山本　雅子 大阪府柏原市，堅下南中学校１年 禁煙で　助かる命　いっぱいあるよ HD1665,50

優良賞 11 稲垣　友理 滋賀県彦根市, 会社員 あなたの人生　煙にまくのは　もったいない K01-360,22

優良賞 12 秋田　遥香 京都府京丹後市，久美浜高等学校１年 悲しいね　タバコの煙で　減る命 HD465,48

優良賞 13 佐藤　理恵子 神奈川県綾瀬市 身籠って　煙草の臭さ　身に染みる KE1066,10

優良賞 14 柴崎　かよ子 福岡県北九州市門司区 お見合いの　条件まずは　吸わぬ人 36

優良賞 15 藤村　理正 岐阜県郡上市，和良小学校１年 うっ くるしい　ぼくのじゅみょうが　へっていく HD836,58

優良賞 16 井　真美 熊本県阿蘇郡 そのタバコ　吸って増えるは　発ガン率 KE77,1

優良賞 17 迎井　貴弘 佐賀県東松浦郡玄海町，麻生情報ビジネス専門学校２年 禁煙で　サイフあったか　ココロあったか 32

優良賞 18 福島　とし子 鹿児島県鹿児島市 タバコ捨て　肺にやさしく　ロングライフ K01-156,20

優良賞 19 増山　雄宇 青森県下北郡大間町 愛情と　タバコの本数　反比例 33

優良賞 20 小林　有里子 大阪市平野区 禁煙長者（きんえんちょうじゃ） K01-507,27
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