
ＮＯ 部門 題　　　名 応募者
年
齢

所属

1 絵画 何　描いてるの？ 舘野　昌子 57 宇都宮市障がい者福祉センター（栃木県）

2 書 隷書　漢詩　七言絶句 松原　松子 80 兵庫県相生市

3 絵画 パソコンをしている私 外輪　真歩 14 長崎県立諫早特別支援学校中学部２年

4
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｱｰﾄ
ＪＲ大阪環状線 井長原　大志 15

大阪市立光陽特別支援学校高等部1年（大
阪府）

5 絵画 私の喜び 金子　ゆかり 25 東京都世田谷区

6 書 いのり 髙橋　葵 7
筑波大学附属桐が丘特別支援学校小学部
２年（東京都）

7 絵画 人物画 納谷　祥太 18 北海道八雲養護学校高等部３年

8 絵画 沖縄のエイサー 座間味　光愛 13 沖縄県立泡瀬特別支援学校中学部２年

9 絵画 水族館に行きたいな～♪ 佐藤　侑希 14
福岡市立今津特別支援学校中学部２年
（福岡県）

10 絵画 夜の水族館 田中　鈴那 10 鹿児島県立鹿児島養護学校小学部５年

11 絵画 野山 浦上　哲也 54 きぼうの家（山梨県）

12 書 大地 船橋　総一朗 15 青森県立青森第一高等養護学校１年

13 絵画 友情 藤本　ひかる 17 福岡県立田主丸特別支援学校高等部２年

14
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｱｰﾄ
森のシンフォニー 北野　あいこ 61 ワークセンター　フロンティー（島根県）

15 絵画 ガウディのカサ・バトリョ 大橋　一真 25 奈良県生駒市

16 書 石 長崎　真人 14 青森県立青森第一養護学校中学部２年

17 絵画 ミッキーとみずきさん 川添　百花 10 鹿児島県立加治木養護学校小学部５年

18 書 希望 白戸　駿平 14 青森県立青森第一養護学校中学部２年

19 絵画 花 加藤　海周 14 山形県立総合療育訓練センター

20 書 月と太陽 五石　秋歩 20 広島県広島市

21 絵画 フック船長 増田　若奈 8 東京都立青峰学園小学部３年

22 書 制覇 古川　篤志 12 青森県立青森第一養護学校中学部１年

23 絵画 手のデッサン 大岩　裕司 23 大阪府立刀根山支援学校高等部３年

24
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｱｰﾄ
夢の中 島　幸恵 25 東京都世田谷区日本肢体不自由児協会賞

 

第３０回（平成23年度）「肢体不自由児・者の美術展」入賞者一覧（特賞）

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

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



ＮＯ 部門 賞　　　名 応募者
年
齢

所属

25 絵画 優　秀　賞 ねっころがってぜんいんしゅうごうをみているわたし 赤坂　育未 6 北海道函館養護学校小学部１年

26 絵画 優　秀　賞 たたかいごっこ 印口　来惟 7 鹿児島県立鹿児島養護学校小学部２年

27 絵画 優　秀　賞 ミッキーとももちゃん 竹﨑　瑞貴 11 鹿児島県立加治木養護学校小学部５年

28 絵画 優　秀　賞 夢の森 吉元　源弥 12 鹿児島県立鹿児島養護学校中学部２年

29 絵画 優　秀　賞 デコトラ（土居丸） 土居　圭太 13 広島県立広島特別支援学校中学部２年

30 絵画 優　秀　賞 本を読む 濱本　丈 14 長崎県立諫早特別支援学校中学部２年

31 絵画 優　秀　賞 島田先生と「楽器アンサンブル」 渡辺　美保 17 東京都立北特別支援学校高等部３年

32 絵画 優　秀　賞 私の一歩 小林　薫子 18 長崎県立諫早特別支援学校高等部３年

33 絵画 優　秀　賞 カノコユリ 石岡　豊 51 身体障害者更生施設津麦園（青森県）

34 絵画 優　秀　賞 大好きたんぽぽ 中村　和子 59 宇都宮市障がい者福祉センター（栃木県）

35 絵画 優　秀　賞 花見 藤本　幸一 60 福祉作業所シーモック（千葉県）

36 絵画 優　秀　賞 釧路の夕暮れ 前原　美佐子 60
広島市西部障害者デイサービスセンター
（広島県）

37 絵画 優　秀　賞 乙女の像のある風景 坂本　琴代 65
広島市西部障害者デイサービスセンター
（広島県）

38 絵画 優　秀　賞 木立愁日 橋本　吉弘 67
越谷市障害者福祉センターこばと館（埼玉
県）

39 絵画 優　秀　賞 生命の息吹 橋本　いえ子 68
越谷市障害者福祉センターこばと館（埼玉
県）

40 絵画 優　秀　賞 凛 田原　弘子 71 東京都北区

41 書 優　秀　賞 夢叶う 立石　大伸 9
筑波大学附属桐が丘特別支援学校小学部
４年（東京都）

42 書 優　秀　賞 塞翁馬 金成　郁弥 16 青森県立青森第一高等養護学校１年

43 書 優　秀　賞 卒業 加藤　美香 18 群馬県立あさひ養護学校高等部３年

44 書 優　秀　賞 臨書　籣亭叙（序） 佐藤　荘子 40 はばたき職業センター（千葉県）

45 書 優　秀　賞 金石交 伊藤　圭子 49 障害者生きがいの場（東京都）

46 書 優　秀　賞 恋 山嶋　龍治 49 障がい者支援施設けやき（熊本県）

47 書 優　秀　賞 太陽 西谷　陽子 50
山郷館デイサービスセンターくれよん（青森
県）

48 書 優　秀　賞 福如雲 豊里　友貞 63 那覇市障害者福祉センター（沖縄県）

49 書 優　秀　賞 和敬清寂 木村　邦弘 64 香川県高松市

50 書 優　秀　賞 唐詩六字 菅原　道博 64 新潟県阿賀野市

51 書 優　秀　賞 福縁善慶 池原　道子 67 那覇市障害者福祉センター（沖縄県）

52 書 優　秀　賞 曹全碑（臨書） 津波古　紀子 70 那覇市障害者福祉センター（沖縄県）

53
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｱｰﾄ
優　秀　賞 いつもの道 德弘　希伊 12 土佐市立宇佐小学校6年（高知県）

54
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｱｰﾄ
優　秀　賞 自画像 吉成　亜実 18 北海道八雲養護学校高等部3年

55
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｱｰﾄ
優　秀　賞 優しい光に包まれた薔薇 佐山　友基 51 ひのきの杜（栃木県）

第３０回（平成23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

56 絵画 佳　作　賞 チェッコリーでかごいっぱい 永留　連太朗 6 福岡市立西長住小学校１年（福岡県）

57 絵画 佳　作　賞 さくらいっぱい 吉村　通人 7 福岡市立西長住小学校２年（福岡県）

58 絵画 佳　作　賞 イルカショーを見ているところ 塩谷　紀子 9 福井県立福井養護学校小学部３年

59 絵画 佳　作　賞 海の仲間たち 府上　桜子 10 横浜市立宮谷小学校５年（神奈川県）

60 絵画 佳　作　賞 カラフルハナサキガニ 小澤　俊太 13
静岡県立静岡单部特別支援学校中学部２
年

61 絵画 佳　作　賞 車イスサッカー 知花　和幸 14 沖縄県立泡瀬特別支援学校中学部２年

62 絵画 佳　作　賞 たちあおい 丸山　美紀子 16 新潟県立上越特別支援学校高等部１年

63 絵画 佳　作　賞 大間々祭り 木村　貴則 16 群馬県立あさひ養護学校高等部２年

64 絵画 佳　作　賞 ヤッター！ 元山　恵 16 長崎県立諫早特別支援学校高等部２年

65 絵画 佳　作　賞 私の自画像 早坂　理紗子 17 山形県立ゆきわり養護学校高等部２年

66 絵画 佳　作　賞 イラ立ち（腹の虫が収まらない） 多久島　康成 17 長崎県立諫早特別支援学校高等部３年

67 絵画 佳　作　賞 馬といっしょに 福元　俊 17 鹿児島県立鹿屋養護学校高等部３年

68 絵画 佳　作　賞 阿修羅 若生　英明 23 伊東重度障害者センター（静岡県）

69 絵画 佳　作　賞 春 市川　きみ子 54 鹿児島太陽の里（鹿児島県）

70 絵画 佳　作　賞 グミの実 三浦　美恵子 67 西部島根医療福祉センター（島根県）

71 絵画 佳　作　賞 卓上静物 伊藤　正文 67
広島市西部障害者デイサービスセンター
（広島県）

72 絵画 佳　作　賞 広島城 池田　洋子 68
広島市西部障害者デイサービスセンター
（広島県）

73 絵画 佳　作　賞 カトレア 佐藤　治彦 68 みやこ障害者センター（岐阜県）

74 絵画 佳　作　賞 あじさい 村山　和子 84 身体障害者創作的活動教室（大阪府）

75 絵画 佳　作　賞 美人林 根津　正平 75
十日町市身体障がい者福祉センター（新潟
県）

76 書 佳　作　賞 生きる力 齋藤　貫太 9 沖縄県立泡瀬特別支援学校小学部４年

77 書 佳　作　賞 二つ星 市川　寿 13
静岡県立静岡单部特別支援学校中学部１
年

78 書 佳　作　賞 其人有以副此志不令人依依足下具示 田中　沙貴 17 新潟県立上越特別支援学校高等部２年

79 書 佳　作　賞 臨魏霊蔵薜法紹造像記 山本　すみれ 17 愛知県立豊橋養護学校高等部２年

80 書 佳　作　賞 一生懸命 海下　満康 17 山口県立防府総合支援学校高等部２年

81 書 佳　作　賞 生きたい 星野　恵 18 群馬県立あさひ養護学校高等部３年

82 書 佳　作　賞 大丈夫 佐々木　俊一 22 俊文書道会（青森県）

83 書 佳　作　賞 カ 髙岡　哲也 27 奈良県北葛城郡

84 書 佳　作　賞 好きな詩 山下　恵子 52 愛知県知立市

85 書 佳　作　賞 天地有明 石崎　安守 59 障がい者支援施設慈久園（福岡県）

86 書 佳　作　賞 秋桜 小川　國子 64 つくも苑（長崎県）

87 書 佳　作　賞 剛健 柴崎　啓二 69 東京都北区

88 書 佳　作　賞 風餐水宿 稲毛　松山 79 谷在家デイサービスセンター（東京都）

89
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｱｰﾄ
佳　作　賞 カエル 葛西　信 17 北海道八雲養護学校高等部１年

90
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｱｰﾄ
佳　作　賞 テントウムシと蝶 須田　悠斗 17 栃木県立益子特別支援学校高等部3年

91
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｱｰﾄ
佳　作　賞 なでしこＪＡＰＡＮ 渡辺　智子 31 東部島根医療福祉センター（島根県）

92
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｱｰﾄ
佳　作　賞 最愛の妻と、愛しい娘 前田　健司 38 千葉県市原市

第３０回（平成23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

93 絵画 努　力　賞 やるんダ克つんダ超えるんダ 四枝　未羽 11 福岡市立西長住小学校６年（福岡県）

94 絵画 努　力　賞 いけてる中学生 河西　恭兵 13 静岡県立西部特別支援学校中学部２年

95 絵画 努　力　賞 魚　さかな　サカナ 上原　和也 13 沖縄県立泡瀬特別支援学校中学部２年

96 絵画 努　力　賞 はじめての和太鼓 辻　優希子 14 長崎県立諫早特別支援学校中学部２年

97 絵画 努　力　賞 ぼくと新幹線 鈴木　新太郎 15 静岡県立西部特別支援学校中学部３年

98 絵画 努　力　賞 フェアレディＺ（コラージュ） 西岡　拓哉 15 大阪府立刀根山支援学校高等部１年

99 絵画 努　力　賞 光と闇のはかいしんキングレオ アーブ　ジェイミー 15 大阪府立藤井寺支援学校高等部１年

100 絵画 努　力　賞 羽ばたく小鳥達 近藤　哲史 17 大阪府立藤井寺支援学校高等部２年

101 絵画 努　力　賞 僕の盆栽 深浦　友介 17
筑波大学附属桐が丘特別支援学校高等部
３年（東京都）

102 絵画 努　力　賞 雨あがりのひまわり 佐藤　麻美 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 帰る 長丸　修一 39 鹿児島県霧島市

104 絵画 努　力　賞 トウモロコシ 山田　良行 54 障害者支援施設アイル（愛媛県）

105 絵画 努　力　賞 モミジ 加藤　里恵 57 愛知県名古屋市

106 絵画 努　力　賞 ベネチア 横山　たつ子 62 多摩療護園（東京都）

107 絵画 努　力　賞 タワークレーン君、今夜のスターは貴方 野上　雅義 62 北広島リハビリセンター（北海道）

108 絵画 努　力　賞 猫と私のタイムスリップ 牛尾　早苗 68 島根県出雲市

109 絵画 努　力　賞 仏ヶ浦 木村　繁子 74
戸田市立心身障害児福祉センター（埼玉
県）

110 書 努　力　賞 茨城 髙野　真由音 9 茨城県立つくば養護学校小学部４年

111 書 努　力　賞 川 川村　悠斗 13 青森県立青森第一養護学校中学部１年

112 書 努　力　賞 雨ニモ　マケズ 佐々木　翼 16 岩手県立釜石祥雲支援学校高等部２年

113 書 努　力　賞 元気 本橋　登志江 55 板橋区立障がい者福祉センター（東京都）

114 書 努　力　賞 絆 喜久里　弘枝 65 那覇市障害者福祉センター（沖縄県）

115 書 努　力　賞 為 小田原　政信 65 谷在家デイサービスセンター（東京都）

116 書 努　力　賞 心 堀　清廣 68 障がい者支援施設慈久園（福岡県）

117 書 努　力　賞 壮健 鎌田　ヒサ 68 谷在家デイサービスセンター（東京都）

118 書 努　力　賞 樂天 松井　守恵 74 オルゴール（静岡県）

119 書 努　力　賞 白魚 庄子　京子 80 萩の郷第２福寿苑（宮城県）

120 書 努　力　賞 北郷荘の合い言葉「強く明るく生きぬこう」 関屋　敏子 80 身体障害者療護施設北郷荘（宮崎県）

121
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｱｰﾄ
努　力　賞 ひると夜の家 刀根　淳那 13 東京都立北特別支援学校中学部2年

122
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｱｰﾄ
努　力　賞 優雅な鷺舞 中村　陽子 47 西部島根医療福祉センター（島根県）

第３０回（平成23年度）「肢体不自由児・者の美術展」入賞者一覧（努力賞）

題　　　名



『友情の絵はがき』

○ 渡辺　美保（わたなべ　みほ）
「高４Ｇ　ミニ喫茶店スタッフ」（絵画）
  第２９回肢体不自由児・者の美術展
  東京都知事賞

○ 有馬　大敬（ありま　ひろたか）
「東京の夜空」（ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｱｰﾄ）
  第２９回肢体不自由児・者の美術展
  佳作賞

『愛の絵はがき』

○ 福島　美津子（ふくしま　みつこ）
「月夜の桜」
  第２９回肢体不自由児・者の美術展
  優秀賞

○ 谷村　新司／大輔
「おひさまがみているよ」

平成２３年度「友情の絵はがき」「愛の絵はがき」作者一覧



ＮＯ 部門 賞　　　名 応募者
年
齢

所属

1
デジタル

写真
金　賞 プールで泳ぎたいな 千明　育恵 8 群馬県立あさひ養護学校小学部３年

2
デジタル

写真
金　賞 チョコレートだったらいいのになー！ 鈴木　悠夏 9 愛知県立岡崎養護学校小学部３年

3
デジタル

写真
金　賞 ぼくの好きな先生１ 玉城　侑武 11 沖縄県立泡瀬特別支援学校小学部５年

4
デジタル

写真
金　賞 お約束ノート 岸本　英見香 12 福井県立福井養護学校小学部６年

5
デジタル

写真
金　賞 私の好きな雨の日の風景 吉田　香佳 12 青森県立むつ養護学校中学部１年

6
デジタル

写真
金　賞 日光浴 柴田　葵 13

福岡市立今津特別支援学校中学部１年
（福岡県）

7
デジタル

写真
金　賞 おはよう～２ 合戸　陸 14

東京都立小平特別支援学校武蔵分教室中
学部２年

8
デジタル

写真
金　賞 ６０人６１脚。交流チームがんばれ！ 山田　貫太 14 焼津市立港中学校２年（静岡県）

9
デジタル

写真
金　賞 楽しい寄宿舎 児玉　美樹 14 福井県立福井養護学校中学部３年

10
デジタル

写真
金　賞 放課後新世界 桑原ショヘルホセイン 14 愛知県立港養護学校中学部３年

11
デジタル

写真
金　賞 春って気持ちいいな！！ 田中　有次 15

北九州市立北九州特別支援学校高等部１
年（福岡県）

12
デジタル

写真
金　賞 ガン見されてます 大塚　里奈 15

筑波大学附属桐が丘特別支援学校高等部
１年（東京都）

13
デジタル

写真
金　賞 理想の世界☆ 横堀　茜 15 群馬県立二葉高等養護学校１年

14
デジタル

写真
金　賞 ぼくの大好きな諒君 西村　麗市 16 愛知県立岡崎養護学校高等部１年

15
デジタル

写真
金　賞 宝石みたい…。 加藤　将斗 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 分身 田中　和貴 16 福井県立福井養護学校高等部１年

17
デジタル

写真
金　賞 過去に手紙が届くかな… 市川　健斗 17 静岡県立中央特別支援学校高等部２年

18
デジタル

写真
金　賞 脱出！！ 金衛　慎之輔 17 東京都立村山特別支援学校高等部３年

19
デジタル

写真
金　賞 ちゃんと並びなさーい！はぁ～い。 小堀　仁美 17 熊本県立熊本養護学校高等部３年

20
デジタル

写真
金　賞 スタディ！！ 藤井　美佳 17 群馬県立二葉高等養護学校３年

21
デジタル

写真
金　賞 私のうまれた町 山本　恭次 37 東部島根医療福祉センター（島根県）

22
デジタル

写真
金　賞 小さな匠 見留　啓之 40 福岡県福岡市

23
デジタル

写真
金　賞 私の好きな東京タワー 堤　隆 42 東京都足立区

24
デジタル

写真
金　賞 紅葉‐黄色の行進 山田　誠 54 大阪府堺市

25
デジタル

写真
金　賞 いざ散歩へ 髙津　多美子 56 兵庫県たつの市

26
デジタル

写真
金　賞 フライング 稲熊　英俊 58 愛知県日進市

27
デジタル

写真
金　賞 古都の雅 百田　達成 62 山口県山口市

28
デジタル

写真
金　賞 整列！！ 木村　邦弘 64 香川県高松市

29
デジタル

写真
金　賞 私の好きな紅葉天ぷらの元 与那嶺　茂雄 67 希望の家サンホーム（兵庫県）

30
デジタル

写真
金　賞 月と雲と花と 五十嵐　勝一 69 新潟県十日町市

平成２３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


