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大阪府　� 高石市浜寺幼稚園
　� 堺市はつしば学園小学校
　� 交野市関西創価中学校
大阪市　� 阿倍野区赤橋幼稚園
　� 城東区大阪信愛学院小学校
　� 大阪市立墨江丘中学校
兵庫県　� 加古川市おおぞら保育園
　� 福崎町立田原小学校
　� 豊岡市立豊岡南中学校
神戸市　� 神戸市立太山寺幼稚園
　� 神戸市立高丸小学校
　� 神戸市立須磨北中学校
奈良県　� 広陵町立広陵西第二幼稚園
　� 近畿大学附属小学校
　� 香芝市立香芝東中学校
和歌山県　
� 和歌山市じろうまるこども園
　� 橋本市立応其小学校
　� 橋本市立高野口中学校
鳥取県　� 鳥取市立修立小学校
島根県　� 出雲市一の谷保育園
岡山県　� 岡山市第二ひかり幼稚園
　� 岡山市就実小学校
　� 真庭市立落合中学校
広島県　� 福山市松永幼稚園
　� 福山市立御幸小学校
　� 福山市立東中学校
広島市　� 安佐北区河戸こども園
　� 広島市立中筋小学校
　� 広島市立三入中学校
山口県　� 防府市西浦幼稚園
　� 下関市立向山小学校
　� 山口大学教育学部附属光中学校
徳島県　
� 徳島市田宮シーズ認定こども園
　� 阿南市立阿南中学校
香川県　� 高松市立庵治中学校
愛媛県　� 松山市三津浜幼稚園
　� 八幡浜市立江戸岡小学校
　� 西条市立西条北中学校
福岡県　� 中間市中間南幼稚園
　� 福岡市福岡雙葉小学校
　� 福岡市立三宅中学校

北九州市　� 八幡西区こみね幼稚園
　� 北九州市立藤木小学校
佐賀県　� 佐賀市開成保育園
　� 有田町立曲川小学校
　� 佐賀市立城北中学校
長崎県　� 島原市島原幼稚園
　� 長崎大学教育学部附属小学校
　� 長崎市立東長崎中学校
熊本県　� 荒尾市荒尾四ツ山幼稚園
　� 熊本市立杉上小学校
　� 熊本市立北部中学校
大分県　� 大分市明野こども園
　� 大分市立横瀬西小学校
　� 竹田市立緑ヶ丘中学校
宮崎県　� 延岡市延岡望幼稚園
　� 日南市立北郷小学校
　� 宮崎市立大宮中学校
鹿児島県　� 鹿児島市田上幼稚園
　� 霧島市立国分小学校
　� 薩摩川内市立川内南中学校
沖縄県　� 国頭村立くにがみこども園

教育美術奨励賞
北海道　� 千歳市北斗認定こども園
　� 名寄市立名寄中学校
札幌市　
�西区インターナショナル山の手幼稚園
青森県　� 八戸市下長こども園
岩手県　�岩手大学教育学部附属小学校
　� 盛岡市立下橋中学校
秋田県　� 横手市上宮第二幼稚園
　� 秋田市立仁井田小学校
山形県　� 山形大学附属中学校
福島県　� 白河市立白河中央中学校
茨城県　� 小美玉市はとり保育園
　� 筑西市立古里小学校
　� 筑西市立下館西中学校
栃木県　� 宇都宮市陽の丘幼稚園
　� 宇都宮市立豊郷中央小学校
　� 大田原市立大田原中学校
群馬県　� 館林市青柳保育園

埼玉県　� さいたま市立大砂土小学校
東京都　� 小平市東京創価小学校
神奈川県　� 茅ヶ崎市高砂幼稚園
横浜市　� 都筑区金の星幼稚園
　� 横浜市立豊田中学校
富山県　
� 富山市ピノキオナースリースクール
　� 高岡市立下関小学校
　� 富山大学教育学部附属中学校
山梨県　� 韮崎市立韮崎西中学校
長野県　� 上田市あそびの森あきわ
　� 長野市立篠ノ井東小学校
静岡県　� 伊東市立対島中学校
愛知県　� あま市木田幼稚園
　� 稲沢市立稲沢西小学校
　� 豊橋市立南部中学校
名古屋市　� 南区白水保育園
　� 名古屋市立当知中学校
滋賀県　� 湖南市三雲幼稚園
　� 草津市立玉川中学校
京都市　� 京都市立唐橋小学校
　� 京都市立洛北中学校
大阪府　� 枚方市関西創価小学校
大阪市　� 阿倍野区あべの幼稚園
神戸市　� 神戸市立御影中学校
和歌山県　� 和歌山市みちる保育園
鳥取県　� 鳥取市立久松小学校
島根県　� 雲南市立大東こども園
　� 雲南市立寺領小学校
広島県　� 福山市かなりや幼稚園
　� 福山市福山暁の星小学校
　� 福山市立鳳中学校
福岡県　� 福岡市立照葉中学校
北九州市　
� 八幡西区緑ヶ丘第二幼稚園
　� 戸畑区明治学園小学校
佐賀県　�有田町あかさかルンビニー園
長崎県　� 諫早市英明幼稚園諫早
熊本県　� 荒尾市第二四ッ山幼稚園
　� 熊本市立尾ノ上小学校
大分県　� 大分市もりまち幼稚園
　� 大分市立稙田小学校
　� 大分市立稙田中学校
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地区学校賞�
教育委員会賞
北海道　� 苫小牧市エンゼル幼稚園
　� 北斗市立上磯中学校
札幌市　� 札幌市立山の手小学校
青森県　� 青森市ときわ保育園
　� 六戸町立六戸小学校
岩手県　� 盛岡市つつみ幼稚園
　� 盛岡市立高松小学校
　� 盛岡市立上田中学校
宮城県　�
　� 仙台市聖ウルスラ学院英智幼稚園
　� 仙台市聖ドミニコ学院小学校
　� 仙台市立館中学校
秋田県　� 横手市上宮第一幼稚園
　� 北秋田市立米内沢小学校
　� 秋田大学教育文化学部附属中学校
山形県　� 上山市かしのき幼稚園
　� 山形大学附属小学校
　� 寒河江市立陵南中学校
福島県　
� 会津若松市認定こども園子どもの森
茨城県　� 古賀市古河幼稚園
　� 水戸市立三の丸小学校
　� 笠間市立笠間中学校
栃木県　� 宇都宮市さくら保育園
　� 宇都宮市立富士見小学校
　� 茂木町立茂木中学校
群馬県　� 館林市立第七小学校
　� 前橋市立第五中学校
埼玉県　� 川越市ひつじ幼稚園
　� 川越市立中央小学校
　� 上尾市立大石中学校
千葉県　� 松戸市明和幼稚園
　� 野田市立岩木小学校
　� 野田市立第二中学校
東京都　� 江戸川区篠崎若葉幼稚園
　� 世田谷区立下北沢小学校
　� 多摩市大妻多摩中学高等学校
神奈川県　� 平塚市道和幼稚園
　� 相模原市立相原中学校

横浜市　�鶴見区フェアリーテイルつばさ
　� 神奈川区精華小学校
　� 横浜市立早渕中学校
川崎市　� 多摩区菅幼稚園
　� 川崎市立上丸子小学校
　� 川崎市立稲田中学校
新潟県　� 新潟市新潟中央幼稚園
　� 新潟市立上山小学校
　� 長岡市立大島中学校
富山県　
� 高岡市高岡第一学園附属第三幼稚園
　� 富山市立堀川小学校
石川県　� 金沢市慶応幼稚園
　� 金沢市立戸板小学校
　� 津幡町立津幡中学校
福井県　� 福井市エンゼル幼稚園
山梨県　� 甲斐市かおり幼稚園
　� 甲州市立大藤小学校
長野県　� 御代田町杉の子幼稚園
　� 千曲市立五加小学校
　� 上田市立第二中学校
岐阜県　� 岐阜市ほんごう幼稚園
　� 関ヶ原町立関ヶ原小学校
　� 岐阜市立精華中学校
静岡県　� 静岡市南八幡幼稚園
　� 静岡市立長田東小学校
　� 浜松市立三方原中学校
愛知県　� 刈谷市依佐美清凉保育園
　� 稲沢市立法立小学校
　� 豊橋市立吉田方中学校
名古屋市　� 熱田区白鳥幼稚園
　� 名古屋市立豊岡小学校
　� 名古屋市立鎌倉台中学校
三重県　� 四日市市エンゼル幼稚園
　� 亀山市立亀山南小学校
滋賀県　� 東近江市立ひまわり幼児園
　� 甲賀市立甲南中部小学校
　� 滋賀大学教育学部附属中学校
京都府　� 綾部市せんだん苑こども園
　� 亀岡市立安詳小学校
　� 精華町立精華南中学校
京都市　� 東山区永興こども園
　� 京都市立西院小学校
　� 京都市立蜂ヶ岡中学校

全国学校賞�
内閣総理大臣賞

静岡県�南八幡幼稚園
愛媛県八幡浜市立江戸岡小学校
静岡県伊東市立対島中学校

文部科学大臣賞

大阪府�赤橋幼稚園
兵庫県神戸市立名谷小学校
京都府京都市立洛北中学校

教育美術振興会名誉会長賞

福岡県�中間東幼稚園
宮城県�聖ドミニコ学院小学校
佐賀県佐賀市立城北中学校

日本放送協会会長賞

長崎県�島原幼稚園
岡山県�就実小学校
埼玉県上尾市立大石中学校

教育美術特賞

栃木県茂木町立茂木中学校

特別支援学校賞�
特別支援学校賞

愛知県立瀬戸つばき特別支援学校
佐賀県立うれしの特別支援学校
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