
令和1年度(2019)

［小学生の部］ 応募点数　623点　　学校数　76校

◎文部科学大臣賞（1点）
氏　名 作　品　名 都道府県 学校名及び学年

冨永　優菜 キュウリ 埼玉県 さいたま市立海老沼小学校 6年

◎国立科学博物館長賞（1点）

花田　心美 ドイツスズラン 埼玉県 さいたま市立上木崎小学校 4年

◎筑波実験植物園長賞(1点）

丹尾　友香 ヤブミョウガ 千葉県 市川市立信篤小学校 2年

◎佳作（10点）

末松　日菜子 ラッカセイ 愛知県 南山大学附属小学校 3年

藤原　詩 ミョウガ 宮城県 宮城教育大学附属小学校 3年

川内谷　遥花 ハイビスカス 北海道 白老町立萩野小学校 4年

番澤　実希乃 オダマキ 東京都 台東区立浅草小学校 4年

笠嶋　優衣 オボロヅキ（朧月） 兵庫県 明石市立高丘西小学校 5年

川端　悠莉 カルーナ・ブルガリス 神奈川県 横浜市立篠原小学校 5年

飯村　眞子 アッケシソウ 北海道 北海道教育大学附属釧路小学校 6年

鹿納　裕子 モミジイチゴ 宮城県 仙台市立八木山南小学校 6年

山本　晃太 クロマツ 奈良県 奈良市立西大寺北小学校 6年

米窪　しずか ホオズキ 長野県 塩尻市立塩尻東小学校 6年

◎準佳作（20点）

五十嵐　千晶 ホテイアオイ 茨城県 つくば市立吾妻小学校 1年

鈴木　陽斗 キウイフルーツ 東京都 三鷹市立高山小学校 1年

細田　麻友 アサガオ 茨城県 つくば市立二の宮小学校 1年

伊藤　有汰 ニガウリ 東京都 聖徳学園小学校 2年

遠藤　静乃 ペチュニア 神奈川県 秦野市立鶴巻小学校 2年

船石　真由 ヒマワリ 東京都 田園調布雙葉小学校 2年

森脇　ひまり マリゴールド 埼玉県 川口市立戸塚小学校 2年

奥野　愛未 ヒマワリ 神奈川県 秦野市立南小学校 3年

塩見　悠 ニガウリ 愛知県 名古屋市立しまだ小学校 3年

中泉　佑悠 オモダカ 茨城県 つくば市立谷田部小学校 4年

牛島　璃空 ニガウリ 埼玉県 さいたま市立芝川小学校 5年

澤田　章 ローズマリー‘トスカナブルー’ 埼玉県 さいたま市立仲町小学校 5年

髙山　琴音 オランダイチゴ‘カレンベリー’ 埼玉県 さいたま市立与野八幡小学校 5年

仲摩　あんず ワルナスビ 兵庫県 猪名川町立つつじヶ丘小学校 5年

五十嵐　眞澄 トウモロコシ 茨城県 つくば市立吾妻小学校 6年

石川　優介 オオハナウド 北海道 釧路市立釧路小学校 6年

竹内　まい シコンノボタン‘コートダジュール’ 群馬県 渋川市立津久田小学校 6年

常見　葵 サンダーソニア 埼玉県 西武学園文理小学校 6年

西川　結 イヌワラビ 茨城県 つくば市立竹園西小学校 6年

吉野　帆南 アシタバ 神奈川県 横浜市立東本郷小学校 6年

国立科学博物館主催　第36回植物画コンクール入選者一覧表



令和1年度(2019)

［中学生・高校生の部］ 　　応募点数　744点　　学校数　100校　　　　　

中学生　629点　学校数　79校　／　高校生115点　学校数21校

◎文部科学大臣賞（1点）
氏　名 作　品　名 都道府県 学校名及び学年

大島　彩世 オランダイチゴ 愛知県 名古屋市立神丘中学校 3年

◎国立科学博物館長賞（1点）

松尾　まどか タケニグサ 兵庫県 兵庫県立大学附属高等学校 2年

◎筑波実験植物園長賞（1点）

阿部　光来 ノムラカエデ 埼玉県 埼玉大学教育学部附属中学校 1年

◎佳作（10点）

内田　浩平 デンドロビウム 埼玉県 さいたま市立浦和中学校 1年

岡林　紀花 ヤマブキショウマ 北海道 北海道教育大学附属釧路中学校 1年

松尾　美桜 タケニグサ 兵庫県 兵庫県立大学附属中学校 1年

矢口　舞 クレロデンドルム・ウォリッキー 愛知県 一宮市立木曽川中学校 1年

星野　日那 ピンクッション 神奈川県 函嶺白百合学園中学校 3年

亀田　明里 ニガウリ 茨城県 茨城県立取手松陽高等学校 1年

竹内　颯夏 メランポジウム 埼玉県 埼玉県立所沢西高等学校 1年

堀井　悠生 コセンダングサ 兵庫県 小林聖心女子学院高等学校 1年

菊地　百音 クロタネソウ 静岡県 静岡県立沼津東高等学校 2年

谷口　萌香 ムギワラギク 北海道 北海道北広島高等学校 2年

◎準佳作（20点）

奥井　遥 ゼニアオイ 神奈川県 横浜国立大学教育学部附属鎌倉中学校 1年

金子　絢音 オリエンタルリリー 東京都 豊島岡女子学園中学校 1年

澤田　周 カラスノエンドウ 埼玉県 埼玉大学教育学部附属中学校 1年

柴　彩乃 ナンテン 神奈川県 山手学院中学校 1年

髙久　凜 ブドウ 東京都 東京都立三鷹中等教育学校 1年

星　こころ ギボウシ 北海道 北海道教育大学附属釧路中学校 1年

茂木　小春 トウガラシ 東京都 東京農業大学第一高等学校中等部 1年

木下　茜 ハゼラン 兵庫県 神戸大学附属中等教育学校 2年

椎木　莉音 ハエトリソウ 東京都 豊島岡女子学園中学校 2年

田口　未菜 エノコログサ 愛知県 扶桑町立扶桑中学校 2年

吉永　華純 フジ 福岡県 古賀市立古賀中学校 2年

鹿島　知優 レモン 神奈川県 伊勢原市立伊勢原中学校 3年

佐藤　雄哉 ホオズキ 埼玉県 桶川市立桶川東中学校 3年

西川　菜花 カクトラノオ 神奈川県 茅ヶ崎市立赤羽根中学校 3年

木下　景文 レモン‘リスボン’ 兵庫県 神戸大学附属中等教育学校 1年

中野　羽菜 ヘクソカズラ 和歌山県 和歌山市立和歌山高等学校 1年

藤森　らぶり ブルーベリー 千葉県 千葉県立松戸高等学校 1年

桝見　汐音 レモンバーム 和歌山県 和歌山市立和歌山高等学校 1年

金子　茉矢 ノウゼンカズラ 東京都 中村高等学校 3年

楠　玲奈 ブルーベリー 香川県 香川県立高松工芸高等学校 3年

国立科学博物館主催　第36回植物画コンクール入選者一覧表



令和1年度(2019)

［一般の部］ 応募点数　164点

◎文部科学大臣賞（1点）

氏　名 作　品　名 住所

七田　由紀子 ティランジア・イオナンタ 愛知県 　

◎国立科学博物館長賞（1点） 　

江川　秀子 アマリリス 長野県

◎筑波実験植物園長賞（1点） 　

筒井　洋子 ビロードモウズイカ 長野県

◎佳作（5点） 　

大和　正子 トゲチシャ 長野県

神原　悦子 ムラサキハナナ 東京都

木村　絢子 ヤドリギ 愛知県

佐藤　潤子 オオイタドリ 北海道

篠田　孝子 ソラマメ 大阪府

◎準佳作（10点） 　

伊藤　寿美枝 フェイジョア 東京都

緒方　雅子 コバノカモメヅル 神奈川県

楓　ひろみ ダンドク 大阪府

澤登　千代子 シロダモ 千葉県

鈴木　恒子 ツバメスイセン 静岡県

高倉　恵子 ヨウシュヤマゴボウ 東京都

藤森　靖子 チョウセンアザミ 愛知県

森　敏樹 ニガウリ 香川県

山本　清美 カスミザクラ 富山県

吉田　博美 クリ 長野県
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令和1年度(2019)

［特別賞］

氏　名 作　品　名 都道府県 学校名及び学年

阿部　絢未 フヨウ 埼玉県 埼玉県立越谷北高等学校 1年

国立科学博物館主催　第36回植物画コンクール入選者一覧表

阿部絢未さんは、第 32 回植物画コンクールより毎回入選されており、特に第 34 回のコ 

ンクールでは、特別賞としてクリスタベル・キング賞を受賞し、第 35 回においては中学生・ 

高校生の部で文部科学大臣賞を受賞している。 

  今回の作品も文部科学大臣賞に匹敵する作品となっており、阿部絢未さんの植物への深 

い観察力、そしてそれを正確に描くことができる技量は、不断の努力の賜と高く評価できる。 

 よって、本作品について、審査委員全員の合意として特別賞を授与することとなった。 


