
第２２ 回 「子どもに無煙環境を！ 全国キャンペーン」

２０１０年（平成２２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２２回（２００９～１０年） 「タバコはやめよう！  」

 　 紙芝居・絵本・動画，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７２点（紙芝居･絵本･動画６点，ポスター３９点，マーク７点，標語２０点）

  応募数（紙芝居･絵本･動画41点，ポスター2,007点，マーク259点，標語10,390点，合計12,697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）

１．紙芝居・絵本・動画の部（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№

優秀賞 1 福与　みちよ 神奈川県横浜市，主婦 えがおを　まもろう　（紙芝居，15枚） K6

入賞 2 西井　彰範 大阪府吹田市 タバコングをやっつけろ！　（絵本，21枚） K11

入賞 3 大成　瑞杏 福岡県北九州市，真颯館高等学校３年 タバコ　だめ　（絵本，13枚） KD9

入賞 4 山本　麻央
兵庫県加古川市，姫路獨協大学医療保健学部こども保健
学科３年

ストップくん～タバコ ストップ～　
(紙芝居，16枚）

K3

動画　優秀賞 5 煙山　裕章 北海道札幌市，自営業 タバコ、コワイ　（動画，１分4秒） D10

動画　入賞 6 村上　光延 東京都文京区，自営業 私とタバコ、どっち？　（動画，１分47秒） D20

子どものために、それが結果的に自分と家族、そして周囲の人のためにもなる禁煙を自主的にしようという気持ちを起こさせる動画。リズムに合
わせて、子どもにも大人にもわかりやすい。

由美・勇斗・大輔君は仲良し三人組。大輔君のお父さんが建てた新しい家に招待され、白い壁がとってもおしゃれな家でしたが一歩中に入った由
美ちゃんと勇人君は鼻をつく臭いと喉の痛みで思わずむせてしまいます。原因は大輔君のおとうさんのタバコでした。

「タバコングをやっつけろ」広場で野球をしていたら、なにやら煙がモクモクモク　　「おれの名前は　タバコング　タバコを吸って吸って吸い
まくる」「タバコは　体に「よくないよ」　・・・

ストップくんは健康によくないことをしているいる人（タバコを吸っている人、吸おうとしている人）に「ストップ」をかけて、みんなの健康を
守ろうとはりきっています。　今日も街に出てみるとまだまだたくさんいます。

タバコには依存性があります。気軽に近づけばやめられなくなる（逃げられなくなる）、そして吸った人の身体が危ない、ということを３ＤＣＧ
アニメーションで表現してみました。又、子供が楽しく見ることのできる映像を意識して制作しました。

お父さんがタバコを吸っているため、家族であるお母さんに被害を及ぼしてしまい、子供がお父さんに注意をします。・・・
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２．ポスターの部（３９点）

２－１．ポスター，幼児（５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 石井　さら 愛知県知多郡武豊町，北保育園　年長６歳 たばこ　おに　あっちいけ！ YD48

優秀賞 2 加藤　実玖 神奈川県海老名市，さくらい保育園　年少３歳 くさいよ　けむり YD1

優良賞 3 田島　やまぶき 福島県いわき市，サン児童ホーム　年長６歳 やだ　タバコ YD7

優良賞 4 大西　史夏 大阪府大阪市，あびこ幼稚園　年中５歳 たばこ　やめて　おじいちゃん YD12

優良賞 5 辻　彩月 香川県高松市，ときわ幼稚園　年長６歳 たばこすわない　ままがすき YD9

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№

文部科学大臣賞 1 岡田千瑛里 神奈川県海老名市，杉本小学校３年 タバコはやめて　長生きしよう SD88

優秀賞 2 若松　拓 福島県いわき市，平第一小学校１年 たばこ　イヤ SD127

優秀賞 3 佐藤　杏菜 徳島県吉野川市，鴨島小学校２年 きんえん　ガンバレ！ SD104

大阪府教育委員会賞 4 安達　夏鈴 大阪府池田市，五月丘小学校１年 たばこは、やめて！ SD142

優良賞 5 海野　祐未 静岡県磐田市，磐田北小学校３年 いいかげん　やめてよ　たばこ SD197

優良賞 6 兵頭　大樹 愛媛県西予市，中筋小学校１年 たばこは　ダメ！ SD137

優良賞 7 小野　健一郎 福島県いわき市，郷ケ丘小学校３年 けむりから　にげろ SD128

優良賞 8 金子　佑介 千葉県市川市，市川小学校１年 ぼくにはやめて SD250

２－３．ポスター，小学生高学年（４～６年生）（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 杉本　彰太 愛知県知多郡南知多町，師崎小学校４年 タバコはやめて！ SD238

優秀賞 2 大友　香奈 福井県越前市，武生西小学校４年
タバコはやめて　あなたの体も　みんなの体も　泣
いてるよ

SD798

優秀賞 3 今井　彩香 神奈川県海老名市，杉本小学校４年 やめてください　自分のために　みんなのために SD85
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大阪府知事賞 4 須井　佳菜子 大阪府松原市，松原小学校４年 やめてくれて　ありがとう SD151

優秀賞 5 大路　眞央 兵庫県加古川市，鳩里小学校４年 気づいていますか　そのけむり S13

優良賞 6 谷本　有紗 香川県善通寺市，西部小学校６年 すわないで　たばこのけむりは　大きらい SD6

優良賞 7 古賀　結花 茨城県つくば市，九重小学校６年 その一本　家族みんなを　苦しめる S6

優良賞 8 三瀬　寛之 愛媛県西予市，中筋小学校６年 禁煙　がんばって！ SD139

優良賞 9 野木　梨帆 兵庫県明石市，二見小学校６年 タバコのない社会を SD122

優良賞 10 新居　里紗 徳島県阿波市，久勝小学校４年 すうほど　へる　あなたのいのち SD101

２－４．ポスター，中学生（７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 和宇慶　紗知 沖縄県うるま市，与勝第二中学校２年 こどもの笑顔　あなたのタバコでくもってる CD77

優秀賞 2 金里　侑樹 愛知県一宮市，尾西第三中学校３年 誘いに　のるな！ CD76

大阪府教育委員会賞 3 冨　ちひろ 大阪府堺市，上野芝中学校２年 その煙　迷惑です！ CD12

優秀賞 4 西原　莉衣 沖縄県那覇市，金城中学校２年 あなたの体カラ　ＳＯＳ CD91

優良賞 5 加藤　秋穂 愛知県尾張旭市，椙山女学園大学附属中学校１年 目の前の　煙でかすむ　家族愛 CD96

優良賞 6 大塚　由衣 福井県越前市，武生第六中学校１年 タバコは　みんなの心を　傷つける CD467

優良賞 7 天野　恵太 東京都東村山市，東村山第一中学校２年 タバコやめよう　みんなの迷惑 CD7

２－５．ポスター，高校生以上一般（９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 千葉　加奈子 愛知県名古屋市，あいち造形デザイン専門学校１年 ボクらの未来に　タバコはいらない！！ ID111

優秀賞 2 原田　嵩士 兵庫県神戸市，神戸芸術工科大学３年 ソレは　必要ですか？ I30

優秀賞 3 村井　亜里沙 香川県高松市，高松工芸高等学校デザイン科１年 小さな手が　触れる前に ID184

優秀賞 4 麻植　久視子 徳島県徳島市，徳島北高等学校２年 吸わないで！　禁煙　健康家族 I8

優良賞 5 菊池　めぐみ
静岡県御殿場市，
御殿場高等学校情報デザイン科３年

おいしい空気が　すいたいのに・・・ ID223
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優良賞 6 高瀬　ちよ
大阪府大阪市，
大阪市立工芸高等学校ビジュアルデザイン科２年

わたしより　好き？ I29

優良賞 7 小池　祐花 和歌山県和歌山市，和歌山高等学校２年 百害あって　一利なし　（花札風デザイン） ID22

優良賞 8 岡崎　里奈
神奈川県川崎市，
川崎総合科学高等学校デザイン科１年

吸わないあなたが　好き ID150

優良賞 9 松川　涼子 香川県高松市，高松工芸高等学校デザイン科１年 タバコは迷惑（コピーなし） ID179

３．マークの部（７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 森本　華南
千葉県市川市，法政大学大学院　ｼｽﾃﾑﾃﾞｻﾞｲﾝ研究科修士
２年

タバコはやめよう！
（タバコにつながった肺が泣いている）

M35

文部科学大臣賞 2 梶山　春美 熊本県立第二高等学校２年 禁煙　で　笑顔！（禁煙マーク＝笑顔表情） M7

優秀賞 3 濱　常治 福岡県福岡市，ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾃﾞｻﾞｲﾅｰ
やめようタバコ
（くくり結んだタバコの上に笑顔）

M61

優秀賞 4 山下　高生 静岡県浜松市，自営業
タバコはやめよう！
（タバコが禁煙マークでしばられている）

M38

優良賞 5 谷澤　征男 兵庫県神戸市，デザイナー NO!!（赤ちゃんの前の喫煙に手がNo) M37

優良賞 6 原谷　明弘 福岡県北九州市，真颯館高等学校２年 男の子がタバコを手で折っている MD172

優良賞 7 清水　彩衣 福岡県北九州市，真颯館高等学校２年 赤ちゃんの前のタバコにダメの手が出ている MD167

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 川口　雄志 大阪府大阪市，会社員 廃止です！　妻がタバコを　仕分けする 33

優秀賞 2 坂本　友香 東京都足立区 禁煙で　救える命が　あるのにな 4

大阪府教育委員会賞 3 森山　雄太 大阪府柏原市，堅下南中学校１年 タバコとは　みんなの体　こわすもの HD147　63

大阪府知事賞 4 小西　峰夫 大阪府大阪市，フリーランスコピーライター 心地いい　モクモクしない　家の中 7

優秀賞 5 仙田　剛浩 大阪府寝屋川市 その一服　煙の向こうに　笑顔なし 25

優秀賞 6 吉川　弘子 神奈川県川崎市 婚活で　まずは確認　吸いますか 35

優秀賞 7 梅山　すみ江 神奈川県川崎市 自己責任　では済まないよ　副流煙 36
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優良賞 8 森川　　健 徳島県徳島市，会社員 その煙　妻
つま

子
こ

の命も　ちぢめてる 13

優良賞 9 髙木　輝夫 東京都八王子市 家族の和　煙の輪では　作れない 12

優良賞 10 宮尾　美明 愛知県愛西市 飛んでった　家族も金も　健康も 28

優良賞 11 竹内　祐司 愛知県刈谷市，会社員 かわいい子　危険にしてまで　吸いたいの？ 22

優良賞 12 多々良　友彦 静岡県静岡市 長旅の　楽しさ増した　禁煙車 59

優良賞 13 伊勢本　明男 東京都練馬区 喫煙薄命 3

優良賞 14 新田　より子 香川県東かがわ市，主婦 その笑顔　もっと輝く　禁煙で 9

優良賞 15 岩田　友博 東京都杉並区 禁煙で　吸わない彼女と　近縁に 39

優良賞 16 石谷　英雄 静岡県静岡市，飲食業 煙たいな　人を隔てる　その一本 8

優良賞 17 杉本　谷夫 愛知県名古屋市 一本の　タバコも積もれば　ガンとなる 23

優良賞 18 佐野　麻里子 静岡県富士市 この時代　「まだ吸ってるの？」　あきれられ 40

優良賞 19 大石　真央 千葉県船橋市，豊富中学校2年 ほほえみは　けむりと共に　消えていく HD901 62

優良賞 20 酒井　精一 福井県福井市，会社員 禁煙が　婚活就活　第一歩 46
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