
 
 

 

 

 
 

プレスリリース  

  令和 元年 12月 18日 

独立行政法人 国立科学博物館 
  

 

国立科学博物館主催 第36回 植物画コンクール 

入 選 作 品 決 定 
 

 

 独立行政法人国立科学博物館（館長：林 良博）では、毎年、植物への理解を図る学習支援

活動事業の一つとして、植物画コンクールを実施しております。 

 

令和元年度は、第 36 回を迎え、全国から 1,531 点の応募があり、このたび審査の結果、 

文部科学大臣賞 3点を含む 85点の受賞作品を決定しました。 

 

入選作品展を筑波実験植物園にて令和 2年 2月 8日（土）～2月 24日（月・祝）まで、 

上野本館にて令和 2 年 4 月下旬～5 月中旬頃に、附属自然教育園にて令和 2 年 9 月中旬～10

月中旬頃に行う予定です。 

 

なお、別紙にコンクール概要及び入選者一覧を添付いたしますので、ご参照下さい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本件についての問合せ 

独立行政法人 国立科学博物館 

経営管理部研究推進・管理課研究活動広報担当：稲葉 祐一 

担当研究員：堤 千絵（植物研究部 多様性解析・保全グループ 研究主幹） 

〒305-0005 茨城県つくば市天久保 4-1-1 

TEL:029-851-5159  FAX:029-853-8998 

E-mail: t-shuzai@kahaku.go.jp  
国立科学博物館ＨＰ        https://www.kahaku.go.jp/ 

国立科学博物館筑波実験植物園ＨＰ http://www.tbg.kahaku.go.jp/ 

 



 

  

国立科学博物館主催第 36 回植物画コンクール概要 

 

［事務局］独立行政法人 国立科学博物館 筑波実験植物園 

〒305-0005 茨城県つくば市天久保 4-1-1 

Tel:029-851-5159 

Fax:029-853-8998 

 

 

１ 主  催：独立行政法人 国立科学博物館（館長 林 良博） 

 

２ 後  援：全国科学博物館協議会 

 

３ 趣  旨：植物画を描くことによって、植物のすがたを正しく観察し、植物をより深く

理解するとともに、植物に対する愛情を深め、人と植物のつながりの強さを

確かめることにより自然保護への関心を高めることを目的とする。 

 

４ 募集部門：「小学生の部」 「中学生・高校生の部」 「一般の部」の 3部門 

 

５ 作品規格：一人１点、未発表のオリジナル作品、用紙のサイズは B4判、または八ツ切 

 厚さ 5ミリ以内、画材は自由。 

 

６ 受付期間：令和元年 9月 1日（日）～令和元年 10月 31日（木） 

 

７ 応募総数：小学生の部 623点、中学生・高校生の部 744点、一般の部 164点 

合計 1,531点 

 

８ 審  査：審査員が、植物学・美術・教育の立場から、観察の注意深さ、表現の正確さ、

芸術的な美しさなどを基準として、令和元年 11月 22日（金）に国立科学博

物館総合研究棟会議室において審査を行った。 

 

９ 審 査 員：西野 範夫  元上越教育教育大学学校教育学部教授 

西村 俊雄  植物画家 

邑田  仁  東京大学大学院理学系研究科特任教授 

遠藤 一支  つくば市立大穂学園大曽根小学校教諭 

岩科  司  国立科学博物館名誉研究員 

樋口 正信  国立科学博物館筑波実験植物園長 

  



 

  

１０ 審査員講評： 
 
■小学生の部 
大人よりも植物の命に触れていると感じられる作品が多かった。植物を描きながら次第に

植物に親しみ、本質に触れていくことが植物画の大事なポイントである。この視点は大切に

したいところであり、小学生の部ではとくにそれが感じられた。 
今年は応募点数が少なかったせいか、全体的にまとまり、個性的な作品が少なく、審査員の

意見も分かれることなく入選作品が決まった。今後は、学校の授業などを通して観察した植

物についても植物画として描き応募してくれることを期待したい。 
 
 
 
〔小学生の部 文部科学大臣賞〕 キュウリ 冨永 優菜（埼玉県） 

全体にしっかりと描けていて素晴らしい。見たままが素直に

表現されており、キュウリの断面に驚いた感じが伝わってく

る。つる植物の立体感、実、葉がよく描けている。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
〔小学生の部 国立科学博物館長賞〕 ドイツスズラン 花田 心美（埼玉県） 

根は根気よく描けており、また、葉の重なりの陰影も 4 年生に

しては忠実によく描けている。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

  

〔小学生の部 筑波実験植物園長賞〕 ヤブミョウガ 丹尾 友香（千葉県） 

緑の濃さが元気の良さを表している。難しい濃い色を使い、暗

いところに生育するこの植物の雰囲気をよく表現しており、

作者の感性がよく表されている。 
 
 
 
 
 
 
 

 
■中学生・高校生の部 
素直な感性で描かれている作品が多かった。自発的に描きたいという気持ちが表れており、

時間をかければもっとよく描ける可能性を感じた。作品は、一定のレベルに達しているもの

が多く、中学生・高校生の部に大きな可能性を感じた。 
 
〔中学生・高校生の部 文部科学大臣賞〕 オランダイチゴ 大島 彩世（愛知県） 

イチゴのおいしそうな様子と柔らかい感じが伝わってくる。

流れるような構図が美しく、イチゴが大きく見えるのがよい。

イチゴを食べたくなる。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
〔中学生・高校生の部 国立科学博物館長賞〕 タケニグサ 松尾 まどか（兵庫県） 

全体のバランスが良く描けている。この年代の作者が題材に

選んだことに驚かされた。植物体が大きいのでバランスが難

しいが、素直によく描けており、葉を描くのに苦労した様子

がうかがえる。 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
〔中学生・高校生の部 筑波実験植物園長賞〕 ノムラカエデ 阿部 光来（埼玉県） 

やわらかい印象を受ける。葉の付け根の芽の膨ら

みなど、よく観察されている。左下に描かれている

葉は、葉脈の出方が典型的なカエデとは異なった

葉であったと思われる。 
 
 
 
 

 
 
〔中学生・高校生の部 特別賞〕 フヨウ 阿部 絢未（埼玉県） 

画力があり、意欲が伝わる素晴らしい作品である。作者のス

タイルが出来上がっている。さらにフヨウの自然な感じ、ほ

っとするところが表せるとなおよい。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
■一般の部 
例年よりレベルの差が感じられた。はっとさせられるような作品は少なかったが、題材その

ものはよかったと思われる。作者の解釈や想いを聞いてみたくなるような作品の応募を期

待したい。 
 
〔一般の部 文部科学大臣賞〕 ティランジア・イオナンタ 七田 由紀子（愛知県） 

素晴らしい。ティランジアらしさがよく出ている。水気を含

む感じもよく表されている。 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

〔一般の部 国立科学博物館長賞〕 アマリリス 江川 秀子（長野県） 

白い花の表現が素晴らしい。白い紙に白い花を描くのはとて

も難しいが、うまく描けている。とても自然な感じに描けて

いる、よい絵である。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
〔一般の部 筑波実験植物園長賞〕 ビロードモウズイカ 筒井 洋子（長野県） 

黄色い花の陰影、ビロード状の葉がきれいによく描けている。

大人の素直さが出ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１ 入選作品数 

 
小学生の部 

中学生・ 

高校生の部 
一般の部 計 

文部科学大臣賞 1作品 1作品 1作品 3作品 

国立科学博物館長賞 1作品 1作品 1作品 3作品 

筑波実験植物園長賞 1作品 1作品 1作品 3作品 

佳作 10作品 10作品 5作品 25作品 

準佳作 20作品 20作品 10作品 50作品 

合 計 33作品 33作品 18作品 84作品 

 

 特別賞（中学生・高校生の部）：１作品            総合計 85作品 

 

 

 

 

 



 

  

１２ 第 36回植物画コンクール入選作品展： 

    日時：令和 2年 2月 8日（土）～2月 24日（月・祝） 

    会場：国立科学博物館筑波実験植物園 

       茨城県つくば市天久保 4-1-1 TEL 029-851-5159（代表） 

 

    日時：令和 2年 4月下旬～5月中旬頃予定 

    会場：国立科学博物館日本館 1階企画展示室 

   東京都台東区上野公園 7-20 TEL 03-3822-0111（代表） 

 

日時：令和 2年 9月中旬～10月中旬頃予定 

会場：国立科学博物館附属自然教育園 

   東京都港区白金台 5-21-5 TEL 03-3441-7176（代表） 



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 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　101校　　　　　

中学生　629点　学校数　80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 ニゲラ 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

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

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 フィソステギア 神奈川県 茅ヶ崎市立赤羽根中学校 3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 レモングラス 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 トゲヂシャ 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

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)

［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。 
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