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 創業以来65年以上、はちみつやローヤルゼリーなどのミツバチ産品を扱う、株式会社 山田養蜂場（本社：岡山県
苫田郡鏡野町 代表・山田英生）は、第3回「ミツバチの一枚画コンクール」の入賞作品を決定いたしました。 
 

 つきましては、表彰式を2015年10月31日（土）に浜離宮朝日小ホール（東京都中央区築地）にて執り行います。 
ご多忙のところ大変恐縮ですが、ご取材賜りたくご案内申し上げます。ご取材いただける際は2015年10月28日
（水）までに、別紙FAX申込み用紙をご返信いただければ幸いです。  

報道関係者各位 

Press Release 
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～ミツバチの一枚画を通して自然環境の大切さを学ぶ～ 

  第3回「ミツバチの一枚画コンクール」  
応募総数24,555点（海外389点）から入賞作品が決定 

10月31日（土）、表彰式を浜離宮朝日小ホールで開催 

10月31日（土） ご取材のお願い 

「ひまわり畑をブーンブン」 
横木 楓蓮（子どもの部・小学3年生） 

 本コンクールは、「自然環境の保全」や「人と生き物の共生」についての意識を高めてもらうことを目的に、自然環
境の大切さや人との関わり合いを感じられるミツバチを描いた一枚画を募集したものです。 
 3回目の開催となる本年は中高生の部を新設し、2歳から93歳までの方々から計24,555点の作品をご応募いただ
きました。今年は海外10ヶ国（アルメリア、南アフリカ、カンボジア、ベルギーなど）から、389点の応募がありました。
応募作品は厳正なる審査を経て、大賞6作品を含む計65点（別紙参照・団体賞を除く）の入賞作品を決定いたしまし
た。当社では今後も「ミツバチの一枚画コンクール」を通して、幅広い年代に自然環境の大切さを伝えてまいります。 
 

【表彰式に関して】 
日時：2015年10月31日（土） 13：30～14：40  場所：浜離宮朝日小ホール（東京都中央区築地） 
出席者（予定）：入賞者と保護者の方々、5名の審査員、他 
※当日ご取材・ご出席いただける際は、お手数ですが別紙のFAX申込み用紙をご返信ください。 

 

●大賞受賞の6作品 

◇本件に関するお問い合わせ◇  
株式会社 山田養蜂場 文化広報室 関（ts0975@yamada-bee.com）・廣野（sh0203@yamada-bee.com） 
〒708-0393 岡山県苫田郡鏡野町市場194  TEL：0868-54-1906（月～金 9:00～17:30 土日祝除く）  
FAX：0868-54-3346  ホームページ http://www.3838.com 

「働く者たちの共存」  
親衞 雄行（中高生の部・高校1年生） 

「夕やけの空とみつばち」 
片山 凜空（子どもの部・幼児） 

「私たちの蜂」 
大城 友理 
（中高生の部・中学2年生） 

「ハチのさつえい会」 
開澤 快 
（子どもの部・小学4年生） 

「花畑」 
天本 里香 
（一般の部・24歳） 



「第3回ミツバチの一枚画コンクール」 概要                          

●各賞に関して 

＜当社の社会活動について＞ 
 当社は、これまでにも教育支援活動の一環として、童話や絵本を通じて子どもたちに豊かな心を育んでほしい、また、大人が
子どものことを考える時間に役立ててほしいとの想いから、1999年より「ミツバチの童話と絵本のコンクール」を開催し、約5万作
品の応募をいただいております。 

募集テーマ 「花とミツバチ」「自然の中のミツバチ」「人とミツバチ」など、自然環境の大切さと人との関わり合いを 
 感じられるミツバチを描いた一枚画 
募集期間 2015年3月8日（日）～2015年7月15日（水） 
部門・対象 国内応募 〔一般の部〕18歳以上（高校生を除く） 
  〔中高生の部〕中学生・高校生 
  〔子どもの部〕幼児・小学生 
 海外応募 〔一般の部〕18歳以上 
  〔子どもの部〕17歳以下 
審査 予備選考を経て、下記5名の審査員により各賞を決定 
主催 株式会社山田養蜂場 
共催 朝日学生新聞社 
後援 玉川大学ミツバチ科学研究センター、国際児童図書評議会（IBBY）、日本国際児童図書評議会（JBBY）、 
 JHP・学校をつくる会 
 ※文部科学省の生涯学習の一環として実施   

審査委員 

2/4 

脇阪 嘉明さん 
朝日学生新聞社  
代表取締役社長 

表彰名 点数 賞金 賞状・盾・副賞など

1点 10万円

中学生 1点

高校生 1点

幼児 1点

小学校低学年（1～3年） 1点

小学校高学年（4～6年） 1点

1点 5万円

中学生 1点

高校生 1点

幼児 1点

小学校低学年（1～3年） 1点

小学校高学年（4～6年） 1点

3点 1万円

中学生 2点

高校生 2点

幼児 2点

小学校低学年（1～3年） 2点

小学校高学年（4～6年） 2点

5点

5点

20点

図書カード
5万円分

図書カード
3万円分

佳作

大賞

賞状・盾・副賞
山田養蜂場のミツバチ産品
（みつばちクレヨン等）

賞状・副賞
山田養蜂場のミツバチ産品
（みつばちクレヨン等）

入選 図書カード
5,000円

一般の部

優秀賞

内容

一般の部

中高生の部

子どもの部

一般の部

中高生の部

中高生の部

子どもの部

―

一般の部

中高生の部

子どもの部

子どもの部

山田 英夫 
株式会社 山田養蜂場  

代表取締役社長 

今森 光彦さん 
写真家 

結城 昌子さん 
アートディレクター・エッセイスト 

佐々木 正己さん 
玉川大学名誉教授 



第3回 ミツバチの一枚画コンクール 入賞者一覧 
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■国内作品

部門名 賞名 氏名 かな 所属園・学校 学年 作品タイトル

1 一般の部 大賞 天本　里香 あまもと　りか 24歳 花畑

2 中高生の部 大賞 親衞　雄行 おやえ　ゆうこう 宮崎県立佐土原高等学校 1年生 働く者たちの共存

3 中高生の部 大賞 大城　友理 おおしろ　ゆうり 沖縄県八重瀬町立東風平中学校 2年生 私たちの蜂

4 子どもの部 大賞 開澤　快 かいざわ　かい 静岡県裾野市立東小学校 4年生 ハチのさつえい会

5 子どもの部 大賞 横木　楓蓮 よこぎ　かれん 静岡県浜松市立可美小学校 3年生 ひまわり畑をブーンブン

6 子どもの部 大賞 片山　凜空 かたやま　りく 兵庫県神戸市　六甲アイランド幼稚園 年中 夕やけの空とみつばち

7 一般の部 優秀賞 小川　和恵 おがわ　かずえ 41歳 みつばちの世界

8 中高生の部 優秀賞 駒崎　海智 こまざき　かいち 神奈川県立菅高等学校 1年生 蜜蜂の息吹

9 中高生の部 優秀賞 鶴久　七花 つるひさ　なのは 福岡県久留米市立北野中学校 1年生 ミツバチ勤務中

10 子どもの部 優秀賞 前田　雪乃 まえだ　ゆきの 徳島県吉野川市立西麻植小学校 5年生 ミツバチの巣のお世話

11 子どもの部 優秀賞 海野　癒月 うんの　ゆづき 東京都杉並区立杉並第四小学校 3年生 花畑のパラダイス

12 子どもの部 優秀賞 我妻　侑由子 わがつま　ゆゆこ 東京都江東区　バディスポーツ幼児園 年長 大きな白い花にミツバチ

13 一般の部 入選 青柳　史 あおやぎ　ふみ 74歳 ハチのお食事

14 一般の部 入選 河内　せつこ かわち　せつこ 56歳 いちご畑のミツバチ

15 一般の部 入選 浪岡　多喜子 なみおか　たきこ 45歳 秋日

16 中高生の部 入選 伊原　瑞穂 いはら　みずほ 島根県立出雲高等学校 2年生 ふれあう

17 中高生の部 入選 奥野　久美子 おくの　くみこ 兵庫県　甲南女子高等学校 1年生 未来の花園はビルの屋上

18 中高生の部 入選 広瀬　ジュリア ひろせ　じゅりあ 長野県須坂市立相森中学校 3年生 ラベンダーとミツバチ

19 中高生の部 入選 川端　友香里 かわばた　ゆかり 兵庫県神戸市立本山南中学校 2年生 自然の中で生きる命

20 子どもの部 入選 徳永　聖弥 とくなが　せいや 奈良県宇陀市立榛原西小学校 6年生 さぁ、ミツを集めるぞ

21 子どもの部 入選 香田　結 こうだ　ゆい 埼玉県草加市立氷川小学校 5年生 みつばちの大切な場所

22 子どもの部 入選 山口　美優 やまぐち　みひろ 大阪府柏原市立　国分小学校 3年生 花のにおいにさそわれて

23 子どもの部 入選 尾関　伶香 おぜき　れいか 愛知県名古屋市立千種小学校 1年生 なのはなばたけのはち

24 子どもの部 入選 前田　京花 まえだ　きょうか 神奈川県横浜市　金の星幼稚園 年長 ヒマワリを目指して

25 子どもの部 入選 德島　旺羅 とくしま　おうら 大阪府堺市　堺東学園幼稚園 年長 みつがいっぱい

26 一般の部 佳作 久保田　園江 くぼた　そのえ 67歳 都会を越して

27 一般の部 佳作 三戸　百合香 さんのへ　ゆりか 46歳 対峙

28 一般の部 佳作 清水　千晶 しみず　ちあき 44歳 ようこそ、ゴーヤの森へ。

29 一般の部 佳作 山口　英雄 やまぐち　ひでお 42歳 蜜蜂

30 一般の部 佳作 ラヅガブ　理恵 らづがぶ　りえ 37歳 太陽の子

31 中高生の部 佳作 星野　秀馬 ほしの　しゅうま 埼玉県　本庄第一高等学校 3年生 畑の救世主

32 中高生の部 佳作 大橋　海玲 おおはし　みれい 福島県立あさか開成高等学校 3年生 家族

33 中高生の部 佳作 秋山　玲名 あきやま　れな 鳥取県米子市立加茂中学校 3年生 養蜂場の幸福

34 中高生の部 佳作 畠　香澄 はた　かすみ 佐賀県伊万里市立伊万里中学校 3年生 コスモス畑の物語

35 中高生の部 佳作 中尾　愛美 なかお　まなみ 兵庫県神戸市　甲南女子中学校 2年生 輝くハチの命

36 子どもの部 佳作 浪岡　宙輝 なみおか　ひろき 大阪府大阪市立大宮西小学校 6年生 ミツバチ

37 子どもの部 佳作 工藤　梨花 くどう　りか 千葉県茂原市立東部小学校 6年生 藤とみつばち

38 子どもの部 佳作 三島　朋也 みしま　ともや 兵庫県神戸市立魚崎小学校 6年生 元気なミツバチと、ミツバチを飼育する人たち

39 子どもの部 佳作 長谷川　希成 はせがわ　きなり 東京都港区立本村小学校 5年生 沖縄の海とミツバチとハイビスカス

40 子どもの部 佳作 桑原　日向子 くわはら　ひなこ 熊本県八代市立太田郷小学校 5年生 はちみつをとるおじさんたちの苦労

41 子どもの部 佳作 松田　樹里 まつだ　じゅり 和歌山県和歌山市立雑賀小学校 4年生 ひまわりとみつばち

42 子どもの部 佳作 米谷　拓磨 こめたに　たくま 神奈川県伊勢原市立高部屋小学校 4年生 いっぱいみつをすうよ

43 子どもの部 佳作 大町　滉士郎 おおまち　こうしろう 静岡県伊東市立　池小学校 3年生 花のみつをすってるみつばち

44 子どもの部 佳作 松本　実依 まつもと　みい 神奈川県海老名市立今泉小学校 2年生 たくさんミツをあつめるよ

45 子どもの部 佳作 海老原　風真 えびはら　ふうま 千葉県市原市立国分寺台小学校 2年生 はちみつばくだんのいえ

46 子どもの部 佳作 武智　衣代 たけち　いよ 愛媛県伊予市立伊予小学校 1年生 あついなつでもがんばるみつばちさん

47 子どもの部 佳作 海野　杏果 うんの　ももか 静岡県静岡市立安倍口小学校 1年生 ハニーベリーちゃんとももか

48 子どもの部 佳作 岩見　晴太郎 いわみ　せいたろう 兵庫県芦屋市立山手小学校 1年生 花から花へとかわいいミツバチ

49 子どもの部 佳作 野澤　慧華 のざわ　けいか 埼玉県越谷市立花田小学校 1年生 ハチもひともはたらくよ

50 子どもの部 佳作 衣斐　佑樹 えび　ゆうき 兵庫県芦屋市　芦屋みどり幼稚園 年長 大きいお花はみつがいっぱい

51 子どもの部 佳作 河合　賢治 かわい　けんじ 愛媛県今治市　今治幼稚園 年長 ハチのブロックちゃん

52 子どもの部 佳作 小林　慧紋 こばやし　えもん 愛媛県伊予郡松前町　青葉幼稚園 年長 げんきなはたらきばちさん

53 子どもの部 佳作 玉井　紗衣 たまい　さえ 愛媛県伊予郡松前町　青葉幼稚園 年中 あま～いハチミツ、どうぞ！

54 子どもの部 佳作 岡田　瑚恋 おかだ　ここ 奈良県橿原市　聖心幼稚園 年中 ミツバチとおはな

55 子どもの部 佳作 下田　himea しもだ　ひめあ 香川県高松市　preschool English world 年中 ようせいＢｅｅのおちゃかいへようこそ

■海外作品
部門 賞名 国名 年齢 作品タイトル

1 海外作品 優秀賞 中国 9 采蜜的幸福生活（幸せな採蜜生活）
2 海外作品 優秀賞 アルメニア 8 無題
3 海外作品 入選 アルゼンチン 37 Ｔｈｅ　ｖｉｅｗ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｂｅｅｓ
4 海外作品 入選 スロベニア 18 ＴＷＯ　ＢＥＥ
5 海外作品 入選 南アフリカ 14 Ｈｕｍａｎ　ｉｎ　ｎａｔｕｒｅ
6 海外作品 入選 カンボジア 14 Ｂｅｅｓ　ｉｎ　ｎａｔｕｒｅ
7 海外作品 入選 カンボジア 12 Ｆｌｏｗｅｒs　ａｎｄ　ｂｅｅｓ
8 海外作品 入選 アルメニア 11 無題
9 海外作品 入選 カンボジア 10 Ｍｙ　ｆａｍｉｌｙ　ｆａｒｍ　ｌａｎｄｓｃａｐｅ

10 海外作品 入選 アルメニア 8 無題ＨＥＱＩＭＹＡＮ　ＡＬＬＡ

Ｅｍｉｌｃｅ　Ｇｏｍｅｚ
Ｄａｒｉｎｋａ　Ｋｏｚｉｎｃ
Ｐｉｅｔ　Ｅｌｉｙａ　Ｍａｌｕｌｅｋｅ
ＴＥＴ　ＳｅｖＥ
ＬＹ　Ｎｏｒｉｙａｓ
ＳＴＥＰＡＮＹＡＮ　ＡＮＮＡ
ＣＨＥＮ　Ｓａｒｙ

氏名
邱　玥
ＢＡＹＲＡＭＹＡＮ　ＡＮＩ



山田養蜂場主催 「第3回 ミツバチの一枚画コンクール」表彰式 
日時：2015年10月31日（土） 13：30～14：40 

場所：浜離宮朝日小ホール（東京都中央区築地） 

貴社名 貴媒体名 

部署・役職 御芳名 

電話番号 参加人数               名 

E-mail              @ 

住所 
（詳細資料を郵送でご希望
の場合ご記載ください） 

ご要望など 

F
A
X
返
信
先
： 

0
8
6
8
-
5
4
-
3
3
4
6
 

FAX返信先：0868-54-3346 

当日ご取材いただける際は、大変お手数ですが会場準備の都合上、以下に御記入の上 

2015年10月28日（水）迄 
にFAXかメール（ ts0975@yamada-bee.com ）にてご返信ください。 
※お急ぎの場合は、下記問い合せ先までお電話でご連絡ください。 

◇当表彰式に関するお問い合わせ◇ 
株式会社 山田養蜂場 文化広報室 関（ts0975@yamada-bee.com）・廣野（sh0203@yamada-bee.com） 
TEL：0868-54-1906（月～金 9:00～17:30、土日祝除く）  当日の連絡先：山田養蜂場 早瀬 （携帯：080-5755-7686） 
FAX：0868-54-3346  ホームページ http://www.3838.com 

ご出席  ／ ご欠席・資料送付希望 

事前にヒアリングしたいことや当日のご要望などございましたら、お書き添え願います。 

＜表彰式 会場に関して＞ 

浜離宮朝日小ホール 
〒104-8011 東京都中央区築地5-3-2 
Tel：03-5541-8710 
 

アクセス：朝日新聞東京本社・新館2階 

       都営大江戸線・築地市場駅下車A2出口すぐ 

※当日はお名刺を1枚ご用意ください。 
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※ご欠席の場合、後日入賞作品をまとめた冊子をお送りすることも可能です。 
下記ご記入の上、ご返信ください。 

〒          


