
ＮＯ 部門 題　　　名 応募者
年
齢

所属

1 絵画 雨に咲く花 黒田　薫 64 広島県広島市

2 書 優 和本　純 45 和歌山県海南市

3 絵画 花火見物 池田　誠 14
佐賀県立うれしの特別支援学校中学部３
年

4 書 白い雲 鳥巣　希実花 9
筑波大学附属桐が丘特別支援学校小学
部３年（東京都）

5 絵画 高４Ｇ　ミニ喫茶店スタッフ 渡辺　美保 17 東京都立北特別支援学校高等部２年

6 絵画 虫メガネで見れば！ 川岸　冏子 62 アートクラブフープ（東京都）

7 絵画 三方原の野菜 野寄　貴大 17 静岡県立西部特別支援学校高等部２年

8 書 飛鳥 田中　千尋 16 青森県立青森第一高等養護学校２年

9 絵画 はじめての洗濯 末永　将大 17 長崎県立諫早特別支援学校高等部２年

10 書 翔 吉見　成生 15 高石市立高石中学校３年（大阪府）

11 絵画 月 梶川　広孝 28 ユウの家（大阪府）

12 書 篤 高山　知義 65 岡山県津山市

13 絵画 被爆前の原爆ドーム 野上　政義 61 北広島リハビリセンター（北海道）

14 書 牡丹 丸山　美紀子 15 新潟県立上越養護学校中学部３年

15 絵画 月夜の世界 伊藤　わかな 14 東京都立村山特別支援学校中学部２年

16 書 道 成田　将和 16 青森県立青森第一高等養護学校２年

17 絵画 ３くみもやらんといかんばい 吉村　通人 6 福岡市立西長住小学校１年（福岡県）

18
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｱｰﾄ
わたしの弟 德弘　希伊 11 土佐市立宇佐小学校５年（高知県）

19 絵画 陶器と真剣勝負 富岡　大志 17 長崎県立諫早特別支援学校高等部３年

20 書 無心 村中　智気 16 青森県立青森第一高等養護学校１年

21 絵画 初めて潜って見た魚 田畑　秋香 14 沖縄県立泡瀬特別支援学校中学部３年

22 書 トキめき 古川　育実 13 新潟県立上越養護学校中学部２年

23 絵画 Ｕ．Ｎオーエンは彼女なのか？ 小野尾　悠 16 千葉県立桜が丘特別支援学校高等部２年

24 書 真心 河村　真里奈 11
岐阜県立岐阜希望が丘特別支援学校小
学部６年

25 ﾀｲﾌﾟｱｰﾄ どこ見てんのよお、こてつ！ 村上　秀実 48 東京都品川区

26 ﾀｲﾌﾟｱｰﾄ チンパンジーのすももちゃん 渡辺　良子 64 茨城県筑西市

全国肢体不自由特別支援学校
ＰＴＡ連合会賞

全国肢体不自由児・者父母の会
連合会賞

朝日新聞厚生文化事業団賞

朝日新聞厚生文化事業団賞

毎日新聞社会事業団賞

毎日新聞社会事業団賞

ＮＨＫ厚生文化事業団賞

ＮＨＫ厚生文化事業団賞

ＮＴＴデータ ジェトロニクス国際賞

ＮＴＴデータ ジェトロニクス国際賞

オ　リ　ッ　ク　ス　賞
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厚　生　労　働　大　臣　賞

賞　　　名

厚　生　労　働　大　臣　賞

文　部　科　学　大　臣　奨　励　賞

文　部　科　学　大　臣　奨　励　賞

東　京　都　知　事　賞

東　京　都　知　事　賞

全国特別支援学校肢体不自由教育
校長会賞

全国特別支援学校肢体不自由教育
校長会賞

オ　リ　ッ　ク　ス　賞

全国肢体不自由特別支援学校
ＰＴＡ連合会賞

全国肢体不自由児・者父母の会
連合会賞

日本肢体不自由児協会賞

日本肢体不自由児協会賞

日本肢体不自由児協会賞

日本肢体不自由児協会賞



ＮＯ 部門 賞　　　名 応募者
年
齢

所属

27 絵画 優　秀　賞 おはなしの絵「とんでったバナナ」船長さんとバナナ 佐藤　千晃 8 川西町立川西小学校２年（奈良県）

28 絵画 優　秀　賞 楽しい夏祭り 田中　鈴那 9 鹿児島県立鹿児島養護学校小学部４年

29 絵画 優　秀　賞 第２２２回ニャンニャン会議 吉元　源弥 11 鹿児島県立鹿児島養護学校小学部６年

30 絵画 優　秀　賞 夏休みの思い出　 山下　優樹 12 鹿児島県立加治木養護学校中学部１年

31 絵画 優　秀　賞 魚つり 村山　蓮 14 鹿児島県立加治木養護学校中学部２年

32 絵画 優　秀　賞 ザクロの実 白須　晴信 17 山梨県立あけぼの支援学校高等部３年

33 絵画 優　秀　賞 白い花 藤田　麻美 18 静岡県立西部特別支援学校高等部３年

34 絵画 優　秀　賞 自然な自分 小室　一樹 18 香川県立高松養護学校高等部３年

35 絵画 優　秀　賞 ユキヒョウ 佐々木　孝博 40 障害者支援施設みずき（東京都）

36 絵画 優　秀　賞 花達 寺門　伸子 55 伊東重度障害者センター（静岡県）

37 絵画 優　秀　賞 祖母と母の別れ 櫻井　茂 59 千葉県柏市

38 絵画 優　秀　賞 風景 逢坂　和幸 62 大淀園（奈良県）

39 絵画 優　秀　賞 花と人間が動いている 大山　健三 64 障害者支援施設清湖園（滋賀県）

40 絵画 優　秀　賞 月夜の桜 福島　美津子 65
広島市西部障害者デイサービスセンター
（広島県）

41 絵画 優　秀　賞 那須街道 平野　悦子 67 宇都宮市障害者福祉センター（栃木県）

42 絵画 優　秀　賞 行ってみたい風景 林　日出子 72 やすらぎ地域活動支援センター（愛知県）

43 絵画 優　秀　賞 矢車草 村山　和子 83 身体障害者創作的活動教室（大阪府）

44 書 優　秀　賞 ひまわりの花 花山　将斗 8 福井県立福井養護学校小学部２年

45 書 優　秀　賞 富士山 西川　小百合 9
筑波大学附属桐が丘特別支援学校小学
部３年（東京都）

46 書 優　秀　賞 鳥歌華舞 五石　秋歩 19 広島県広島市

47 書 優　秀　賞 白酒新熟山中帰黄雞啄黍秋正肥 松村　文雄 56 金津サンホーム（福井県）

48 書 優　秀　賞 不動心 林　文夫 60
社会福祉法人ときわの杜障害者支援施設
ひまわり荘（茨城県）

49 書 優　秀　賞 かな文字 坂本　順子 60 身体障害者更生施設津麦園（青森県）

50 書 優　秀　賞 地 田中　和子 65
足立区谷在家デイサービスセンター（東京
都）

51 書 優　秀　賞 絶句 當山　敏子 65 那覇市障害者福祉センター（沖縄県）

52 書 優　秀　賞 礼節 朴木　源二 70
志貴野ホーム障害者福祉センター（富山
県）

53 書 優　秀　賞 四季の詩 江村　克巳 72
十日町市身体障がい者福祉センター（新
潟県）

54 書 優　秀　賞 白鳥は哀しからずや　空の青　海のあをにも染まずただよふ江野澤　久惠 76 千葉県八千代市

55 書 優　秀　賞 高適詩 古庄　健人 78 福岡県北九州市

56
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｱｰﾄ
優　秀　賞 木の生長 伊良部　浩夢 17 東京都立北特別支援学校高等部３年

57
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｱｰﾄ
優　秀　賞 アッパレ！肉食系！ 有馬　弘貴 18 鹿児島県立加治木養護学校高等部３年

58
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｱｰﾄ
優　秀　賞 ミルク浴びしてる子トラ達 島　幸恵 24 東京都世田谷区

59
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｱｰﾄ
優　秀　賞 もうひとつの月 堀田　雅人 42 乙訓若竹苑（京都府）

60
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｱｰﾄ
優　秀　賞 美しい神社 中村　陽子 46 西部島根医療福祉センター（島根県）

第２９回（平成２２年度）「肢体不自由児・者の美術展」入賞者一覧（優秀賞）

題　　　名



ＮＯ 部門 賞　　　名 応募者
年
齢

所属

61 絵画 佳　作　賞 風せんであそぼう 塩谷　紀子 8 福井県立福井養護学校小学部２年

62 絵画 佳　作　賞 みんなで楽しいアミュラン 永仮　優梨香 9 鹿児島県立桜丘養護学校小学部４年

63 絵画 佳　作　賞 楽しかった川遊び 川添　百花 9 鹿児島県立加治木養護学校小学部４年

64 絵画 佳　作　賞 いつのまにか地球は 平松　晃一 12
佐賀県立うれしの特別支援学校中学部１
年

65 絵画 佳　作　賞 青空でそだつ樹 管田　優輝 13 東京都立江戸川特別支援学校中学部１年

66 絵画 佳　作　賞 電車大好き 久保　洋 15
大阪市立光陽特別支援学校高等部１年
（大阪府）

67 絵画 佳　作　賞 サーカス 越湖　若菜 16 千葉県立桜が丘特別支援学校高等部２年

68 絵画 佳　作　賞 とんでけ～！ 竹内　泰志 16 長崎県立諫早特別支援学校高等部２年

69 絵画 佳　作　賞 ワンワン！！ 山口　絵梨花 17 長崎県立桜が丘特別支援学校高等部３年

70 絵画 佳　作　賞 ドロシー 瑞慶山　良 17 沖縄県立泡瀬特別支援学校高等部３年

71 絵画 佳　作　賞 楽しい時間のパートナー 平田　航一 17 長崎県立諫早特別支援学校高等部３年

72 絵画 佳　作　賞 どっこいしょ！ 江口　利宣 18 長崎県立諫早特別支援学校高等部３年

73 絵画 佳　作　賞 MUSIC IS GOOD MEDICINE 廣瀬　正成 28 愛知県立一宮養護学校高等部３年

74 絵画 佳　作　賞 アルストロメリア 石岡　豊 52 身体障害者更生施設津麦園（青森県）

75 絵画 佳　作　賞 デンドロディウム 横山　たつ子 61 東京緑新会多摩療護園（東京都）

76 絵画 佳　作　賞 宮島大鳥居 伊藤　正文 66
広島市障害者西部デイサービスセンター
（広島県）

77 絵画 佳　作　賞 初夏の陽光 橋本　吉弘 66
越谷市障害者福祉センターこばと館（埼玉
県）

78 絵画 佳　作　賞 山陰の庭園 池田　洋子 67
広島市西部障害者デイサービスセンター
（広島県）

79 絵画 佳　作　賞 ベイブリッジ 池上　鴻子 69 足立区アートクラブフープ（東京都）

80 絵画 佳　作　賞 湖畔 木村　繁子 73 戸田市心身障害者福祉センター（埼玉県）

81 書 佳　作　賞 生命 宮原　正司 9
岐阜県立岐阜希望が丘特別支援学校小
学部４年

82 書 佳　作　賞 無限大 德　勝利 15 兵庫県立播磨特別支援学校高等部１年

83 書 佳　作　賞 星の雫 田中　克樹 16 青森県立青森第一高等養護学校１年

84 書 佳　作　賞 一期一會 溝江　寿雅 16 青森県立青森第一高等養護学校２年

85 書 佳　作　賞 山 髙岡　哲也 26 奈良県肢体不自由児・者父母の会連合会

86 書 佳　作　賞 霧 白坂　孝之 50
足立区谷在家デイサービスセンター（東京
都）

87 書 佳　作　賞 純真 森　憲市 63
志貴野ホーム障害者福祉センター（富山
県）

88 書 佳　作　賞 静寂 鎌田　ヒサ 68
足立区谷在家デイサービスセンター（東京
都）

89 書 佳　作　賞 雲髙氣静 三浦　錬次 73
足立区谷在家デイサービスセンター（東京
都）

90 書 佳　作　賞 漢詩 小田　隆 76 福岡県福岡市

91 書 佳　作　賞 徳川家康遺訓（調和体） 瀧元　のぶ子 79 相生市福祉デイサービス（兵庫県）

92 書 佳　作　賞 東京の夜空 有馬　大敬 18 長崎県立諫早特別支援学校高等部３年

93 書 佳　作　賞 アンシンメトリー カミジョウ　ミカ 33 長野県安曇野市

94
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｱｰﾄ
佳　作　賞 デイトナ　コブラ 伊藤　佳純 45

身体障害者療護施設いちいの杜ハートフ
ル（岐阜県）

第２９回（平成２２年）「肢体不自由児・者の美術展」入賞者一覧（佳作賞）

題　　　名



※本賞の展示はありません

ＮＯ 部門 賞　　　名 応募者
年
齢

所属

95 絵画 努　力　賞 校舎 栁　大地 12 長崎県立諫早特別支援学校中学部１年

96 絵画 努　力　賞 立っている僕 波平　唯斗 14 沖縄県立泡瀬特別支援学校中学部３年

97 絵画 努　力　賞 好きなもの 涌嶋　あゆみ 16 神奈川県立平塚養護学校高等部１年

98 絵画 努　力　賞 チューリップ 菊地　春江 16 愛知県立一宮養護学校高等部２年

99 絵画 努　力　賞 炎の手 山本　照 16 長崎県立桜が丘特別支援学校高等部２年

100 絵画 努　力　賞 夏の贈り物 飯塚　亜実 17 群馬県立あさひ養護学校高等部３年

101 絵画 努　力　賞 静物画（野菜） 青山　明生 17 愛知県立一宮養護学校高等部３年

102 絵画 努　力　賞 きょうセラドームのえ 大原　聡俊 17
大阪市立光陽特別支援学校高等部３年
（大阪府）

103 絵画 努　力　賞 友達 小杉　勇斗 18 香川県立高松養護学校高等部３年

104 絵画 努　力　賞 兄はバイトで忙しい 赤山　円佳 18 長崎県立諫早特別支援学校高等部３年

105 絵画 努　力　賞 無題～イメージ～ 青野　末昌 54
桂川障害者デイサービスセンター（京都
府）

106 絵画 努　力　賞 桜並木 加藤　里恵 56 愛知県名古屋市

107 絵画 努　力　賞 ねぶた祭 山本　雅数 59 西部島根医療福祉センター（島根県）

108 絵画 努　力　賞 恵の時 牛尾　早苗 67 ハートピア出雲（島根県）

109 絵画 努　力　賞 春爛漫 橋本　宇子 67
越谷市障害者福祉センターこばと館（埼玉
県）

110 絵画 努　力　賞 未来の宝Ｋ君 田原　弘子 70 東京都北区

111 絵画 努　力　賞 上村悔しい、４位 野田　光恵 72 やすらぎ地域活動支援センター（愛知県）

112 書 努　力　賞 とり 安藤　伊吹 8
岐阜県立岐阜希望が丘特別支援学校小
学部３年

113 書 努　力　賞 嵐の「あ」 太田　寛晃 10 北海道真駒内養護学校小学部４年

114 書 努　力　賞 心
下山　スコット
ジョンデロイ

13 青森県立浪岡養護学校中学部１年

115 書 努　力　賞 人 長崎　真人 13 青森県立青森第一養護学校中学部１年

116 書 努　力　賞 美しい心 小高　祐輝 15 青森県立青森第一高等養護学校１年

117 書 努　力　賞 ひだまり 関野　亜蘭太 22 俊文書道会（青森県）

118 書 努　力　賞 山秋菊葉香 石川　国子 61 那覇市障害者福祉センター（沖縄県）

119 書 努　力　賞 天清暁露涼 池原　道子 67 那覇市障害者福祉センター（沖縄県）

120 書 努　力　賞 題慈恩塔 上原　洋子 68 那覇市障害者福祉センター（沖縄県）

121 書 努　力　賞 尾白鷲 桑田　暹禧 69
障害者支援施設ナーシングピア加西（兵庫
県）

122 書 努　力　賞 汪中の詩「大堤曲」 村山　宏 78
十日町市身体障がい者福祉センター（新
潟県）

123
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｱｰﾄ
努　力　賞 九月

太田代　加奈
絵

16 岩手県立盛岡となん支援学校高等部２年

124
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｱｰﾄ
努　力　賞 ｍａｎａｍｉ 後藤　英明 48 長崎県長崎市

題　　　名

第２９回（平成２２年度）「肢体不自由児・者の美術展」入賞者一覧（努力賞）



ＮＯ 部門 賞　　　名 応募者
年
齢

所属

1
デジタル

写真
金　賞 バレンでギュッギュッ 都築　佳太 9 愛知県立岡崎養護学校小学部３年

2
デジタル

写真
金　賞 どれにしようか 中村　涼 10

東京都立八王子東特別支援学校小学部５
年

3
デジタル

写真
金　賞 祭り 林　利樹 11 愛知県立豊橋養護学校小学部５年

4
デジタル

写真
金　賞 落ち着く 山岸　千夏 11

東京都立八王子東特別支援学校小学部５
年

5
デジタル

写真
金　賞 うろこぐもと信号 宙豆 14

東京都立光明特別支援学校そよ風分教室
中学部２年

6
デジタル

写真
金　賞 プール　 田畑　秋香 14 沖縄県立泡瀬特別支援学校中学部３年

7
デジタル

写真
金　賞 魂込める腕　 池原　寛人 14 沖縄県立泡瀬特別支援学校中学部３年

8
デジタル

写真
金　賞 吹いてみて! 呉屋　すみれ 14 沖縄県立泡瀬特別支援学校中学部３年

9
デジタル

写真
金　賞 影 野崎　将之 15 愛知県立岡崎養護学校中学部３年

10
デジタル

写真
金　賞 友だちを見るぼく 浅野　直人 15 千葉県立桜が丘特別支援学校中学部３年

11
デジタル

写真
金　賞 大好きくうちゃん 橘　芙雪 15

愛媛県立しげのぶ特別支援学校中学部３
年

12
デジタル

写真
金　賞 ぼくの戦友 伊藤　駿 15 三重県立城山特別支援学校中学部３年

13
デジタル

写真
金　賞 私の大事なもの 荒川　麻衣 15 福井県立福井養護学校高等部１年

14
デジタル

写真
金　賞 何、会話してんだろう？ 落合　康加 15

東京都立八王子東特別支援学校高等部１
年

15
デジタル

写真
金　賞 初夏 髙木　菜桜子 16 山梨県立あけぼの支援学校高等部１年

16
デジタル

写真
金　賞 怪しい洋館 栗原　学 16 群馬県立二葉高等養護学校１年

17
デジタル

写真
金　賞 幻想世界 新納　圭祐 16 熊本県立熊本養護学校高等部２年

18
デジタル

写真
金　賞 飛べ！宇宙の彼方へ 胡广ヶ野　啓太 16 鹿児島県立加治木養護学校高等部２年

19
デジタル

写真
金　賞 Ｐｒｅｔｔｙ　ｔａｉｌ ハシ　美沙希 17 鹿児島県立串木野養護学校高等部２年

20
デジタル

写真
金　賞 俺かっこいいだろ？－遠くて聞こえません－ 吉水　祐助 17 鹿児島県立加治木養護学校高等部３年

21
デジタル

写真
金　賞 似てるでしょ！ 岩間　あゆみ 18 千葉県立桜が丘特別支援学校高等部３年

22
デジタル

写真
金　賞 なかよし 新倉　敬人 18 東京都立多摩桜の丘学園高等部３年

23
デジタル

写真
金　賞 セブン 二木　正義 20 岡山県津山市

24
デジタル

写真
金　賞 めぐちゃの・・・あし 大場　貴裕 31 ゆうかり学園（福岡県）

25
デジタル

写真
金　賞 好きな街 関　彰宏 48 東京都世田谷区

26
デジタル

写真
金　賞 ぼくにもちょうだい 磯崎　浩喜 49 身体障害者療護施設三愛園（福岡県）

27
デジタル

写真
金　賞 幻想？ブラックホール？ 北浦　和則 50

応援センター第２作業所ぜんかい屋（大阪
府）

28
デジタル

写真
金　賞 空飛ぶ帆船 稲熊　英俊 57 愛知県日進市

29
デジタル

写真
金　賞 水滴の輝き 樋口　康男 61 有誠園地域活動支援センター（徳島県）

30
デジタル

写真
金　賞 光と影 秋田　幹世 66 やすらぎ地域活動支援センター（愛知県）

平成２２年度「肢体不自由児・者のデジタル写真展」金賞受賞者一覧

題　　　名

独立行政法人福祉医療機構　　社会福祉振興助成事業
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