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第57回 歯と口の健康図画ポスター
コンクール入賞作品集

とても明るく輝いている絵で、見ているこっちも元気をもらいます。絵の具でしっかりと塗られ
ている顔のかたちと、口の中にある色々な食べ物のやさしくて楽しげな描きかたのバランスがす
ばらしいです。

かたち、色使いの両方に独特のセンスを感じます。黒の上に茶色を重ねた髪の表現と、まあるく
開けた大きな口がとても個性的です。背景の水色、服の赤もきれいに見えます。

可愛らしいポスターで、好感が持てます。一つひとつのキャラクター
やモノが丁寧に描かれており、さわやかにまとまっています。このま
まポスターとして印刷配布したいくらい完成度が高いです。

時間をかけた力作です。こまかく描かれているのに明暗のバランスが
良いので遠目でも印象が良いです。歯ブラシの動きの表現などがすば
らしく、普段からよく観察しているのが見て取れます。

大分市立舞鶴幼稚園

牧 梨央奈

日田市立若宮小学校
２年　久保 優愛

別府市立朝日中学校
３年　大野 莉奈

大分市立東稙田小学校
５年　国武 優

一般社団法人 大分県歯科医師会

大分県知事賞
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一般社団法人 大分県歯科医師会　第 57 回 歯と口の健康図画ポスター　コンクール入賞作品集

大分県歯科医師会長賞

大分市立戸次幼稚園

辻 穂乃花
日田市立朝日小学校
３年　梶原 康輝

日出町立日出小学校
４年　大坪 理紗

由布市立湯布院中学校
２年　吉村 日菜子

色使いがとても明るくてきれいです。つぶらな瞳も可愛らしいですね。背景は手に絵の具を
つけて描いたのでしょうか。点々の置きかたが丁寧で、大胆さと繊細さを兼ね備えている絵
です。

迫力満点の絵で、色彩感覚に優れています。その色使いのはげしさに目が奪われました。む
し歯にやられて泣いている顔がほんとうに痛そうで、これは歯をみがかないと！という気分
にさせられます。

描かれている人たちの表情が良いですね。特に風船を持っている女の子がすばらしいです。
メッセージがストレートに伝わってくる、とても洗練された画面作りができています。

色数をおさえて、歯のかたちだけで魅せている大胆なポスターで
す。たくさんの歯のキャラクターをしっかりと描くことで、中央
のメッセージがよく目立ちます。シンプルですが計算された表現
です。
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一般社団法人 大分県歯科医師会　第 57 回 歯と口の健康図画ポスター　コンクール入賞作品集

大分県教育委員会・大分県学校保健会賞

由布市立阿南幼稚園

森本 聖央

宇佐市立駅館小学校
５年　古椎 琉花

国東市立小原小学校
２年　原口 恵太

日出町立日出中学校
２年　佐々木 蒼

むし歯菌のこわさがよく分かる絵です。顔の表情、歯のかたちがしっ
かりと描かれています。特にむし歯菌たちの姿が良いですね！それぞ
れの性格まで想像させるような表現です。

アイデアがおもしろく、こんな見せ方があったのか！と感心させられ
ました。このポスターが色々な所に貼ってあったら、注目度が高いで
しょうね。それぞれの動物の描き方もレベルが高く、すばらしい！

表情がバツグンに良いですね！色塗りをしっかりしていることで、人
物の存在感が増しています。これだけ歯みがきをいっしょうけんめい
すれば、むし歯菌は近づいてきませんね。

清潔感ナンバー1のポスターです。パステル調
の色使いがとてもきれいですし、それぞれのか
たちも丸みがあって可愛らしいですね。アウト
ラインに使っている色の選択がさわやかで、そ
れが成功しているのでしょう。

大分合同新聞社長賞

大分市立松岡幼稚園

長谷川　愛菜
顔を大きく入れて口を開けている構図はよく見るのですが、これは画面全体が顔になっているので、
とてもユーモラスに見えます。口の部分だけ赤く目立つのが良いですね。描かれている表情がほんと
うに微笑ましい！
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入選

大分市立舞鶴幼稚園

山下 瑠浬椛
大分市立大在幼稚園

田中 春奈

由布市立川西小学校
１年　森山 亜莉紗

別府市立石垣小学校
２年　吉岡 咲世

由布市立挾間幼稚園

石井 珠羽

由布市立挾間幼稚園

園田 麻白
由布市立由布川幼稚園

大西 美緒

由布市立由布院幼稚園

垣添 楓真
臼杵市立野津幼稚園

板井 玲於

臼杵市立野津幼稚園

亀井 斗愛
別府市立春木川小学校
１年　福永 陽鞠

佐伯市立木立小学校
１年　波戸崎 武虎

佐伯市立木立小学校
１年　御手洗 琴巴

佐伯市立松浦小学校
２年　増子 和杏
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宇佐市立院内北部小学校
２年　向野 由梅

国東市立安岐小学校
２年　河野 楓

佐伯市立宇目緑豊小学校
３年　佐藤 聡哉

玖珠町立森中央小学校
４年　本田 琢真

大分市立東稙田小学校
５年　石田 遙

大分市立東稙田小学校
５年　後藤 みこ

中津市立今津小学校
３年　森 海斗

日田市立朝日小学校
３年　諌山 愛桜

豊後大野市立千歳小学校
３年　山本 楓花

別府市立朝日小学校
４年　長尾 碧騎

佐伯市立佐伯小学校
４年　花田 流衣

佐伯市立佐伯小学校
４年　松永 陽奈

別府市立東山小学校
５年　内藤 遙夏

豊後高田市立戴星学園
５年　清水 健太
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一般社団法人 大分県歯科医師会　第 57 回 歯と口の健康図画ポスター　コンクール入賞作品集

豊後高田市立草地小学校
６年　近藤 兎羽

由布市立東庄内小学校
６年　小野 環

豊後高田市立臼野小学校
６年　幡手 飛向

国東市立国東中学校
１年　前田 千咲子

別府市立中部中学校
２年　伊藤 希海

大分市立城南中学校
３年　黒河 和馬

津久見市立保戸島中学校
１年　大川 楓子

別府市立中部中学校
２年　大津 光紗

大分市立大分西中学校
３年　松本 佳澄

別府市立緑丘小学校
６年　岩尾 夏紀

国東市立国見中学校
１年　東 真羽

別府市立朝日中学校
２年　坂元 美月

豊後大野市立清川中学校
３年　野中 映里

日田市立東部中学校
１年　川津 玲

日出町立日出中学校
２年　加藤 ちな

別府市立朝日中学校
３年　足立 涼
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大分県立聾学校
幼稚部　田中 祐獅

大分県立聾学校
幼稚部　佐藤 杏心

宇佐市立八幡小学校
６年　柏木 玲人

大分県立聾学校
幼稚部　河野 菜愛美

大分県立聾学校
幼稚部　工藤 竜成

大分県立聾学校
幼稚部　新留 拓駿

大分県立聾学校
幼稚部　廣井 萌々花

　子どもたちの作品を見るときに感じることは、幼児期や小学校低学年では大胆な色使いや真剣に描かれて
いる線に気持ちがこもっていて、その表現に圧倒されることが多々あるのですが、学年が上がるにつれて表
現が画一的になり、中学校あたりではおもしろい表現を見ることが他に比べて少なくなる印象があります。
ただ、このポスターコンクールに限っていうと、小学校高学年から中学校にかけて表現が多彩になり、見て
いてとてもおもしろく感じます。これは毎年思うことですので、低学年での指導がとても難しいのだと想像
します。
　ポスターを制作するときに大切なことは、他の人の立場になって物事を考えることです。たとえば、自分
が欲しいものを考えるのではなく、誰かのためのプレゼントを考えるようなものです。どんなものを贈れ
ば喜んでもらえるか？驚いてもらえるか？包装はどうしよう？いつどこで渡そうか？どんな言葉をかけよう
か？…など、色々考えると思います。そんな相手を思う気持ちがポスター作りにとてもよく似ています。子
どもたちに「○○さんには、どんな方法を使ったら歯を大切にしてもらえるか？」「○○さんには、どんな
方法を使ったら毎日歯をみがいてもらえるか？」を考えてもらうところから始めると、大人には思いつかな
いようなアイデアが飛び出してくるかもしれません。そんなワクワクするような作戦を絵にすると、多彩な
表現につながるのではと考えています。

審査員総評
大分大学教育学部
芸術・保健体育教育
教授　廣瀬 剛
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一般社団法人 大分県歯科医師会　第２回 歯と口の健康標語　コンクール入賞作品集

歯がいたい　やる気も半分
　　　　　　　　　　だいなしだ

国東市立安岐中学校 ２年　佐藤 悠月

まっ白な　歯を見せ笑顔で
　　　　　　　　　　こんにちは

宇佐市立安心院中学校 １年　佐藤 波音

大切に　一生付き合う
　　　　　　　　　　自分の歯

国東市立安岐中学校 ２年　佐藤 亮吾

大丈夫？　歯みがきしなくて
　　　　　　　　　　もう寝るの！

豊後高田市立田染中学校 １年　河野 成玖

つくろうよ　笑顔で輝く
　　　　　　　　　　じまんの歯

豊後高田市立香々地中学校 ２年　江口 楓花

自分の歯に　感謝をしながら
　　　　　　　　　　歯を磨く

大分市立明野中学校 ２年　久田 快

私の歯　人生自慢の　相棒さ

豊後高田市立高田中学校 ３年　大石 ひかり

歯医者さん　歯とけずられる
　　　　　　　　　　My heart

豊後高田市立田染中学校 ３年　財前 拓実

悪いのは　虫歯じゃないよ
　　　　　　　　　　自分だよ

豊後高田市立真玉中学校 ３年　友成 隼翔

あとでやる　それが生み出す
　　　　　　　　　　むし歯菌

国東市立安岐中学校 ３年　新藤 蓮

　「歯と口の健康標語コンクール」は一昨年までの作文コンクールから衣替えするかたちで、今回が第２回目の作品募集とな
りました。作品数は３千点を超え、昨年の３倍に達しました。作品応募でご協力いただいた県内の小・中学校の関係者の皆様
に心より感謝申し上げます。
　標語は広く伝えたいことを簡潔な言葉で表現しなければなりません。本コンクールのテーマに沿って申しますと、人が健康
に生きていく上で欠かすことのできない歯と口の健康を維持していくことの大切さを、読み手にどう訴え掛けるのかがポイン
トです。リズムよくということを意識し、また絵のように想像力をかきたてられる作品づくりに知恵を絞ったであろう子ども
たちの表現上の工夫が随所に見られました。
　全体を通じて、五七五調で俳句や川柳の型を基本にした作品づくりが圧倒的に多いのが特徴ですが、標語として本来的に
はそこにこだわる必要はないかもしれません。過去の全国の受賞作品などを見ても、型にとらわれず、リズミカルに言葉を刻
んだ作品が見受けられます。また、内容にあえて苦言を呈すれば、小学校高学年から中学生の作品において、昨年に比べると
視点がやや画一的な作品が多い印象を受け、少し物足りなさを感じました。指導者や家族の方々のご助言とともに、子ども
たちがより意欲的に創作できる環境づくりへのご協力をお願いいたします。
　最後になりましたが、本コンクールへの作品応募をしていただくに当たり、児童・生徒を指導してくださった先生方、また
ご協力いただいた保護者の皆様方に対しまして、お礼と感謝を申し上げます。今回の作品応募数は飛躍的に増え、子どもた
ちの言葉に対する感性を養う意味では一定の成果を上げることができたのではないでしょうか。来年以降、一層質の高い作
品が競い合う高みを目指して、コンクールがさらに発展していくことを祈り、講評を終えさせていただきます。

審査員総評
大分合同新聞社
文化科学部
部長　安東 公綱

8



9

一般社団法人 大分県歯科医師会　第２回 歯と口の健康標語　コンクール入賞作品集

けんこうも　にこにこえ顔も
　　　　　　　　　　よい歯から

別府市立鶴見小学校 ３年　谷本 結衣菜

三十回　しっかりかんで
　　　　　　　　　　けんこうだ。

豊後高田市立河内小学校 ３年　清水 愛

前ばから　ちゃんとみがこう
　　　　　　　　　　おくばまで

別府市立山の手小学校 ３年　市川 大貴

はをみがき　ぶくぶくうがい
　　　　　　　　　　むしばゼロ

宇佐市立宇佐小学校 ３年　髙橋 諒

さわやかな　えがおは白い歯
　　　　　　　　　　のぞいてる

豊後高田市立高田小学校 ４年　仲摩 藍花

強い歯は　ぼくの大事な　宝物

豊後高田市立高田小学校 ４年　安藤 智彰

歯みがきは　歯を守るための
　　　　　　　　　　仕事だよ

別府市立南立石小学校 ４年　猿渡 昴

いつまでも　白くかがやく
　　　　　　　　　　歯のままで

別府市立石垣小学校 ４年　荒金 駿太郎

きれいな歯　このさきずっと
　　　　　　　　　　たからもの

豊後高田市立香々地小学校 ５年　髙松 栞歩

きれいだね　あなたの笑顔も
　　　　　　　　　　白い歯も

佐伯市立蒲江翔南小学校 ５年　木許 一花

せいけつに　歯だけじゃなくて
　　　　　　　　　　歯ぐきもね

別府市立境川小学校 ５年　山本 唯衣

きれいな歯　笑顔が 100 倍
　　　　　　　　　　よくなるね

別府市立上人小学校 ５年　改 真琴

定期的　歯科医に通い　健康に

宇佐市立院内北部小学校 ６年　佐藤 真優

食べかすが　かくれているよ　歯の間

大分市立高田小学校 ６年　角町 和弘

歯を長もち、元気に一生
　　　　　　　　　　楽しい日

豊後高田市立高田小学校 ６年　佐々木 涼雅

歯みがきは　がんばる歯への
　　　　　　　　　　プレゼント

別府市立山の手小学校 ６年　森山 滉斗

未来へと　みがこう守ろう　8020

豊後高田市立河内中学校 １年　松下 楓

歯みがきは　心もみがく　魔法の習慣

宇佐市立安心院中学校 １年　石川 千夏
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大分合同新聞社長賞

入選

はみがきで　はじまる朝の　気持ちよさ
別府市立石垣小学校 ５年　黒瀬 蒼空

変えようよ　その歯の未来　歯みがきで
別府市立緑丘小学校 ６年　行部 心彩

おじいちゃん　きれいな歯だね　孫が言う
国東市立安岐中学校 ３年　今井 智裕

はみがきは　おくちケアの
　　　　　　　　　　一ねんせい

別府市立亀川小学校 １年　玉井 愛大

わたしのは　まいにち　ずっと
　　　　　　　　　　いっしょだよ

別府市立境川小学校 １年　太田 優歩

たからもの　むしばにさせない
　　　　　　　　　　わたしのは

別府市立境川小学校 １年　村松 杜子

きれいにはみがき
　　こざかなたべて　むしば０

豊後高田市立真玉小学校 １年　山内 梓

よくかんで　だえきいっぱい
　　　　　　　　　　きれいなは

宇佐市立宇佐小学校 ２年　菅原 道乃丞

はみがきで　けんこういちばん
　　　　　　　　えがおもいちばん

別府市立境川小学校 ２年　川口 陽愛

にくがぶり　ライオンみたいに
　　　　　　　　　　じょうぶなは

別府市立境川小学校 ２年　小島 悠人

すなどけい　ひっくりかえして
　　　　　　　　　さあ　みがこう。

豊後高田市立草地小学校 ２年　渡邊 莉乃
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大分県歯科医師会長賞

大分県教育委員会・大分県学校保健会賞

すききらい　しないよ　ぼくは　よくかむよ
豊後高田市立高田小学校 １年　内尾 悠希

むしばきん　毎日ちゃんと　おいだそう
豊後高田市立高田小学校 ３年　西野 優香

はみがきは　かるくこきざみ　ていねいに
宇佐市立宇佐小学校 ２年　松本 きっか

めざそうよ　一生つづく　きれいな歯
豊後高田市立桂陽小学校 ４年　山澄 よつば

二十本　残っているかな　八十さい
豊後高田市立田染中学校 １年　安藤 瑠莉

きれいな歯　人生支える　サポーター
別府市立北部中学校 ２年　髙橋 法空
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わたしの は　ごしごし　ぶくぶく　きれいでしょ
豊後高田市立草地小学校 １年　嶋 知春

よくかんで　おいしく食べる　母の味
大分市立横瀬西小学校 ５年　渡邊 十士

輝く歯　世界共通　元気の印
豊後高田市立真玉中学校 3 年　竹内 真慈

　歯と口の健康図画ポスターならびに標語コンクールにおいて、入賞作品に選ばれました皆様方に心よりお喜び申し上げます。
　大分県から選出された作品が２年連続で全国の図画ポスター審査で最優秀賞を受賞しましたが、今年度もそれに負けず劣ら
ず優秀な作品を数多くご応募いただきました。また、昨年度から作文に代わり新たに標語コンクールとなりましたが、こちら
も多数の応募をいただき、関係団体ならびに関係各位には多大なご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
　大分県では「大分県歯と口腔の健康づくり推進条例」公布をうけ、フッ化物洗口に取り組む人数は着実にその数を増やして
います。ただ、大分県における12歳児のむし歯の本数は他県に比べてもまだ多く、47都道府県中2番目にむし歯の多い県と
いうのが現状です。児童生徒の口の中の傾向としては、むし歯の全くない者と多く保有している者とに二極化しており、いわ
ゆる健康格差が顕著にみられます。しかし、健康格差は情報格差と言ってもいいように、正しい知識と情報をもって予防に取
り組むことでむし歯の数は確実に減らせるものと思います。
　今回応募された図画ポスターや標語からは、生活習慣に対する反省や健康的な将来への思いなどが感じられ、自分自身や友
人家族に向けられたメッセージが強く伝わってきました。このコンクールを通じて少なからず歯と口の健康について興味を抱
き、考える機会になったのであれば幸いに思います。
　私たち大分県歯科医師会は、あらゆる世代に対して歯と口の健康に関する情報を発信し、啓発活動を行っております。生涯
にわたり自分の歯で、健やかで楽しい食生活を送れることを願って、お祝いの言葉といたします。

大分県歯科医師会
会長　長尾 博通

入賞のお祝い

一般社団法人 大分県歯科医師会
〒 870-0819　大分市王子新町 6 番 1 号
TEL.097-545-3151　FAX.097-545-3155
http://www.oita-dental-a.or.jp/

審査員 歯と口の健康図画ポスターコンクール 大分大学教育学部芸術・保健体育教育　教授 廣瀬　剛
歯と口の健康標語コンクール 大分県教育庁　義務教育課　指導主事 瀧口　忍
 大分県教育庁　体育保健課　指導主事 澤田恵子
 大分合同新聞社　 文化科学部　  部長 安東公綱

第２回 歯と口の健康標語
コンクール入賞作品集

一般社団法人 大分県歯科医師会

大分県知事賞
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