
第37回防災ポスターコンクール
入 賞 作 品

内閣府/防災推進協議会



防災担当大臣賞

幼児・小学1・2年生の部

愛知県

だれでもアーティストクラブ

小学2年 中村 柊吾さん

【作品コメント】

きんきゅう地しんそくほうを、うけ
とれるようにしておこう。

外にいたら、カバンなどで頭をまも
りながら、あんぜんな場しょをさが
そう。

とつぜんの地しんに、いつでもどこ
でもそなえておくことを考えてかき
ました。



防災担当大臣賞

小学3～5年生の部

静岡県

浜松市立西小学校

小学4年 小澤 海斗さん

【作品コメント】

頑張って描いた絵が入選したこと
は、みんなに僕の絵が認められ、
とても嬉しかったです。

この絵を描くときに特に頑張った
ところは、一目見て何を伝えたい
かを分かりやすく表現したところ
でした。



防災担当大臣賞

小学6年生・中学1年生の部

宮城県

仙台市立大野田小学校

小学6年 宮田 ちぐささん

【作品コメント】

オリンピックを見て、ピクトグラ
ムはことばを使わなくても言いた
いことが伝わる、すごいものだと
思いました。コロナでもみんな安
全にひ難できるように、気をつけ
たい点を書きました。



防災担当大臣賞

中学2・3年生の部

大阪府

大阪狭山市立南中学校

中学3年 南 アンナさん

【作品コメント】

この絵で伝えたかったことは震災の恐ろ
しさや危機感です。いつ起こるか分から
ない震災は、私にとって想像ができない
ほど怖いものです。今、私たちにできる
ことは、歴史から学んだことを活かし、
自分の命を自分で守る行動ができる人に
なることだと考えています。このポス
ターをきっかけに、日々の防災について
考えて頂けたら嬉しいです。



防災担当大臣賞

高校生・一般の部

岐阜県

岐阜県立岐阜総合学園高等学校

高校3年 堀 桃絵さん

【作品コメント】

「命」という字を擬人化し、災害
から命を守るために、いち早く逃
げることの大事さを表現しました。



防災推進協議会会長賞

幼児・小学1・2年生の部

愛知県

だれでもアーティストクラブ

小学2年 横田 雪乃さん

【作品コメント】

大きな地しんがきて、ひなんして
いるところをかきました。家から
もってきたごはんをみんなで分け
て、たすけ合って生きていきたい
です。



防災推進協議会会長賞

小学3～5年生の部

大阪府

岸和田市立光明小学校

小学5年 原 夢純さん

【作品コメント】

災害はいつ、どこで、誰に起こる
かわかりません。いつ災害が起
こってもすばやく行動できるよう
に常に意識しておいてほしいと思
い、このポスターを描きました。



防災推進協議会会長賞

小学6年生・中学1年生の部

鹿児島県

姶良市立帖佐中学校

中学1年 寺原 史恵さん

【作品コメント】

賞なんて取れると思っていなかっ
たので、聞かされたときは困惑と
喜びが混ざったようでした。周囲
の人からおめでとうと言われやっ
と実感できたくらいです。このポ
スターをきっかけに見直す人が少
しでも増えてくだされば幸いです。



防災推進協議会会長賞

中学2・3年生の部

鹿児島県

姶良市立帖佐中学校

中学2年 宮内 晴之進さん

【作品コメント】

今回、このような賞をいただき、
とてもうれしく思っています。こ
のことが知らされた時、驚きの感
情と共に、喜びの感情があふれて
きました。これからも、この感動
を忘れずに、絵に向き合っていき
たいと思いました。



防災推進協議会会長賞

高校生・一般の部

埼玉県

さいたま市

堀野 真弘さん

【作品コメント】

防災対策というのは他人任せではな
く、常に自分自身で必要な対策を講
じることが重要だと思います。その
ため、小さいお子さんたちにも防災
意識を持ってもらえるように親しみ
のあるデザインにすることを心がけ
ました。



審査員特別賞

東京都

豊島区立巣鴨第一保育園

年長 堀口 侑真さん

【作品コメント】

保育園では毎月1回避難訓練を行っ
ています。地震の時にはテーブルの
下に入るので、その時の絵を描きま
した。「地震の時には素早く身を守
る」など、普段の訓練がしっかり身
についていると思います。



佳作

幼児・小学1・2年生の部

東京都 中野区立北原小学校
小学1年 山下 春人さん

幼児・小学1・2年生の部

鹿児島県 中種子町立油久小学校
小学1年 山口 星那さん 13



佳作

幼児・小学1・2年生の部

愛知県 だれでもアーティストクラブ
小学1年 豊田 いち加さん

小学3～5年生の部

愛知県 だれでもアーティストクラブ
小学5年 岡田 望亜さん 14



佳作

小学3～5年生の部

石川県 金沢市立鞍月小学校
小学5年 窪 彩羽さん

小学3～5年生の部

滋賀県 米原市立山東小学校
小学3年 細井 江菜さん 15



佳作

小学3～5年生の部

愛知県 だれでもアーティストクラブ
小学5年 中西 爽太さん

小学3～5年生の部

徳島県 アトリエ遠渡（高木教室）
小学4年 門田 佳子さん 16



佳作

小学6年生・中学1年生の部

大阪府 寝屋川市立第二中学校
中学1年 丸岡 璃々江さん

小学6年生・中学1年生の部

東京都 東京大学教育学部付属中等教育学校
中学1年 今 想太さん 17



佳作

小学6年生・中学1年生の部

東京都 東京大学教育学部付属中等教育学校
中学1年 山田 奏帆さん

小学6年生・中学1年生の部

熊本県 山鹿市立八幡小学校
小学6年 松岡 優奈さん 18



佳作

小学6年生・中学1年生の部

神奈川県 アトリエ遊川崎教室
中学1年 青柳 希子さん

小学6年生・中学1年生の部

熊本県 熊本市立出水南中学校
中学1年 浅尾 望羽さん 19



佳作

小学6年生・中学1年生の部

愛知県 だれでもアーティストクラブ
小学6年 島 さゆなさん

中学2・3年生の部

愛媛県 今治市立立花中学校
中学2年 高橋 輝さん 20



佳作

中学2・3年生の部

奈良県 増田絵画教室
中学3年 辰己 杏奈さん

中学2・3年生の部

愛知県 だれでもアーティストクラブ
中学3年 椎野 耀央さん 21



佳作

中学2・3年生の部

愛知県 だれでもアーティストクラブ
中学3年 白石 煌惺さん

高校生・一般の部

愛知県
伊藤 舞さん 22



佳作

高校生・一般の部

徳島県 アトリエ遠渡（高木教室）
高校2年 前田 雪乃さん

高校生・一般の部

佐賀県 佐賀県立佐賀北高等学校
高校1年 田中 優衣さん 23



佳作

高校生・一般の部

三重県 四日市メリノール学院高等学校
高校1年 内山 佳奈子さん 24


