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結 果 発 表

主催：一般財団法人 経済広報センター
後援：一般社団法人 日本自動車工業会

本件のニュースリリースはこちら
https://www.kkc.or.jp/release/detail.php?page=1&year=2022&id=179

経済広報センターは、2022年6月20日から9月26日
までの期間、日本在住の小学生を対象に、『クルマのあ
る風景』フォトコンテストを実施しました。
皆様から、総数8,503点（応募者数2,279名）の写真
をご応募いただきました。
厳正なる審査の結果、最優秀賞5点、優秀賞10点、佳
作10点を選出しました。

たくさんのご応募ありがとうございました！

●谷　和樹	（玉川大学教職大学院	教授）

●潮田正三	（フォトグラファー	日本写真協会会員／元・毎日新聞写真映像報道センター）　

●酒井　良	 （日本自動車工業会	広報・啓発部会	部会長）［代理：岡田　徹	総合政策領域	部長］

●佐桑　徹	（経済広報センター	常務理事）

審 査 委 員

応募総数　　　                   点8,503

最優秀賞
受賞作品

加治屋 秀星 さん（北海道 5年生）
作品名 	雪でお休み

コメント 	大雪で車が埋まって親も僕た
ちもお休みになった。みんなで雪かきは
すごく大変だったけど少し楽しかった。すごく大変だったけど少し楽しかった。

入岡 明日美 さん（千葉県 2年生）
作品名 	夏の思い出花火

コメント 	いとこたちと夏休み最後の花火をしました。

武井 千紗	さん（山梨県	2年生）
作品名 	虹のお迎え

コメント 	弟のお迎えに来たら、ちょうど虹が車の上にか
かっていてきれいでした。

吉岡 歩莉	さん（東京都	4年生）
作品名 	間違い探し

コメント 	きれいな色で並んでいるミキサー車を見つけま
した。全部同じ車かと思ったけど、よく見ると…！

志賀 ゆかり	さん（愛媛県	5年生）
作品名 	プールへGo!

コメント 	車も楽しそうにしています！
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優 秀 作賞 品

※審査結果についてのお問い合わせには一切お答えできません　※当サイトのテキスト・画像の無断転載・複製を固く禁じます
Copyright©2022 Keizai Koho Center. All rights reserved.

優秀賞（10名）賞品：図書カード 5,000円分

受賞者名 都道府県／学年 作品名
稲実	侑汰 兵庫県／6年生 大切に使います
音嶋	奏杜 千葉県／2年生 バイソンとぼく
四ノ宮	茉緒 神奈川県／5年生 海の中を走っている車
関根	碧士 東京都／6年生 珍しく仲良し
鷹野	敦粋菜 長野県／1年生 こーんな顔できる～？
塚本	彩乃 埼玉県／3年生 洗車大好き♪
鳥取	一花 埼玉県／1年生 空色の車
成松	楓花 愛知県／1年生 高いところもふけるよ
松田	伝永 山形県／5年生 洗車中に虹が!?
山田	彩愛 愛媛県／6年生 今日もイケメン?

佳作（10名）賞品：図書カード 3,000円分

受賞者名 都道府県／学年 作品名
赤堀 帆菜 静岡県／5年生 妹の舞台

石井 ひかる 兵庫県／5年生 かっこいいパパ
黒滝 芽衣咲 青森県／3年生 窓に広がる夕暮れ雲
佐藤 柑奈 島根県／5年生 現場にしゅっぱーつ！
羽田 真澄 長野県／6年生 菜の花畑へドライブ
原田 悠雅 福岡県／1年生 お父さんと僕のスバル
藤田 蒼 福井県／5年生 じいちゃんと畑車

堀越 珀冶 山梨県／6年生 野球道具とクルマ
南新 唯斗 鹿児島県／6年生 黒ノ瀬戸大橋と車
山屋 航希 千葉県／1年生 お出かけお出かけ

最優秀賞（5名）賞品：図書カード 10,000円分

受賞者名 都道府県／学年 作品名
入岡 明日美 千葉県／2年生 夏の思い出花火
加治屋 秀星 北海道／5年生 雪でお休み
志賀 ゆかり 愛媛県／5年生 プールへGo!
武井 千紗 山梨県／2年生 虹のお迎え
吉岡 歩莉 東京都／4年生 間違い探し

受賞者
（敬称略・五十音順）

一覧

四ノ宮 茉緒 さん（神奈川県 5年生）
作品名  海の中を走っている車

コメント  海の画像に車を置い
て、海の中を走っているようにしま
した。海に合うように青の車にしま
した。
した。海に合うように青の車にしま
した。した。

稲実 侑汰 さん（兵庫県 6年生）
作品名  大切に使います

コメント  祖父が車の運転を卒業
しました。そして父が愛車をゆずり
受けました。6年後はぼくがもらう
約束です。
受けました。6年後はぼくがもらう
約束です。 成松 楓花 さん（愛知県 1年生）

作品名  高いところもふけるよ
コメント  お母さんの車を姉と一

緒に洗いました。

音嶋 奏杜 さん（千葉県 2年生）
作品名  バイソンとぼく

コメント  サファリパークでバイ
ソンを撮影したら、偶然自分が写り
込んでいて、まるで一緒に撮ったみ
たいでした。たいでした。

山田 彩愛 さん（愛媛県 6年生）
作品名   今日もイケメン？

コメント  窓を開けていると自
由に入り込み、ここがお気に入り
のようです。のようです。

塚本 彩乃 さん（埼玉県 3年生）
作品名 	洗車大好き♪

コメント  妹とパパと3人で洗車を
している写真です。2才の妹は初めて
の洗車をすごく楽しんでいました。の洗車をすごく楽しんでいました。

鷹野 敦粋菜 さん（長野県 1年生）
作品名  こーんな顔できる～？

コメント  バックモニターに写っ
た妹とお母さんが、おもしろい顔を
していて、笑ってしまいました。

コメント  家族で洗車をして最後
に拭きあげをしていたら、ちょうど
青空と雲が映り込んでいました。青空と雲が映り込んでいました。していて、笑ってしまいました。

松田 伝永 さん（山形県 5年生）
作品名  洗車中に虹が!?

コメント  弟が父を手伝ってトラッ
クの洗車中、虹がかかっていました。
ぼくのホースの水でできた虹でした。ぼくのホースの水でできた虹でした。

鳥取 一花 さん（埼玉県 1年生）関根 碧士 さん（東京都 6年生）
作品名  珍しく仲良し

コメント  いつもケンカばかりの
弟妹が、車の中で珍しく仲良くして
いるところを撮りました。いるところを撮りました。

一般財団法人 経済広報センター　〒100-0004　東京都千代田区大手町1-3-2　経団連会館19階

約束です。

作品名  空色の車


