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第58回 歯と口の健康図画ポスター
コンクール入賞作品集

色使いがとてもさわやかで、すてきな絵ですね。きれいな歯とおいしそうな食べ物が元
気に描けています。この健康な歯で、いつまでも楽しく遊べたらいいなあと思わせてく
れます。

これは気になって気になって、目が離せない作品でした。他のポスターとは明らかに違
う、新鮮な切り口です。むし歯になってしまったときの心情を素直に描くとこのような
表現になるのですね。面白い！

2 頭のキリンがお互いの歯をみがいている様子でしょうか。こんなに微笑ましくみがけ
たら、毎日の歯みがきが待ち遠しくなります。線の描き方に迫力があり、力強くすばら
しい作品に仕上がっています。

今までにないアイデア作品です。お城の造形が美しいだけに、削られ
ていく歯に恐怖を覚えます。お城の影の付け方がすばらしいですね！
歯の白さを引き立てるやわらかい表現で、レベルが高いです。

大分市立舞鶴幼稚園

太田 妃咲

日田市立東部中学校
３年　安田 佳央

豊後大野市立清川小学校
１年　伊藤 颯良

佐伯市立佐伯小学校
６年　神﨑 陽奈

一般社団法人 大分県歯科医師会

大分県知事賞
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大分県歯科医師会長賞

こども園るんびにい

諌山 順正
豊後大野市立犬飼小学校

１年　朝倉 絢心

大分市立長浜小学校
５年　井上 連太朗

大分市立稙田中学校
２年　佐藤 天音

背景のカラフルな色使いと形がとてもいいですね。楽しそうに描
いている姿が想像できます。元気のあふれる表情もよく、四角く
て大きな口の中もとてもきれいです。

むし歯がとても痛そうです！こんな痛い思いをするなら、日ごろ
から気をつけて歯みがきしなきゃと思わせてくれますね。線がと
てもていねいに描かれており、むし歯菌の動きや体つきまでよく
できています。

これはとても目を引きました。よく見ると時計の部分が歯になっているのですね。「いつまで
たっても・・」という言葉と、時間を表した絵が重なっており、よく考えられた作品に仕上がっ
ています。

絵本の 1 ページに描かれているさし絵のイメージでしょうか。
「はっぴぃえんど」なので、物語の終盤のページと推測します。二
人のキャラクターが魅力的ですね。遠近法を利用した歯ブラシも
迫力があります。
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大分県教育委員会・大分県学校保健会賞

大分市立佐賀関幼稚園

川野 睦斗

別府市立中部中学校
３年　大津 光紗

佐伯市立下堅田小学校
２年　金丸 瑞保

大分市立東稙田小学校
６年　高倉 麻衣

目を大きく開けた、びっくりしたような表情がかわいらしいです！と
ても丈夫そうな歯が頼もしく、毎日歯みがきをすればどんな食べ物で
もおいしくいただけそうです。

書かれている言葉（キャッチコピー）が魅力的ですね。おいしいもの
がたくさんあるから、いつまでも健康な歯を守りたいと素直に感じさ
せてくれます。それに食べ物が本当においしそうに描けています！

口の中を 4 コマまんが風に見せているアイデア抜群の作品です。むし
歯菌が現れて、歯みがきで退治していく様子がとても面白いです。口
の下あごの部分だけ描いているのが分かりやすく、デザイン性も優れ
ています。

歯が君を守っている、という着眼点がすばらし
いです。こんなに頼もしい歯が味方だと思えば、
大事にしようと思えてきます。むし歯菌の色使
いがきれいですね。色彩感覚に優れています。

大分合同新聞社長賞

臼杵市立野津幼稚園

西山 隼
いっしょうけんめい歯をみがいている様子がよく描けています。確かに歯みがき中はこんな口のかた
ちになるし、顔も真剣になりますよね。よく観察しているなあと思います。
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入選

学校法人上東学園認定こども園
もりまち幼稚園

岡田 知己
こども園るんびにい

田實 和

中津市立和田小学校
２年　磯田 愛

日田市立若宮小学校
２年　太郎良 香心

臼杵市立野津幼稚園

中村 海聖

由布市立由布川幼稚園

坂本 将基

豊後高田市立桂陽小学校
１年　後藤 颯太

国東市立旭日小学校
１年　難波 琉那

由布市立石城小学校
１年　仲間 海翔

豊後大野市立犬飼小学校
１年　若杉 珀兎

大分市立神崎小学校
２年　佐藤 大和

由布市立由布院小学校
２年　立川 玲凰



5

一般社団法人 大分県歯科医師会　第 58 回 歯と口の健康図画ポスターコンクール入賞作品集

大分市立神崎小学校
３年　谷口 心海

由布市立東庄内小学校
３年　大津留 あゆみ

豊後高田市立桂陽小学校
４年　宇藤 煌基

佐伯市立松浦小学校
５年　小川 愛流

宇佐市立八幡小学校
５年　四ツ谷 結翔

佐伯市立宇目緑豊小学校
３年　菅原 心々実

中津市立北部小学校
４年　大家 由子

豊後高田市立桂陽小学校
５年　山澄 よつば

由布市立阿蘇野小学校
５年　鶴原 琢真

別府市立朝日小学校
４年　糸永 礼伽

大分市立碩田学園
４年　園田 菜月

由布市立西庄内小学校
３年　安部 蓮斗
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大分市立東稙田小学校
６年　池部 美紅

大分市立稙田中学校
２年　河野 華子

大分市立判田中学校
３年　八尋 梨穂

別府市立中部中学校
３年　伊藤 希海

日出町立日出中学校
２年　宗岡 一海

日出町立日出中学校
２年　石倉 風月

日田市立三隈中学校
２年　栗山 凛

日田市立東部中学校
１年　梅木 結菜

大分市立大分西中学校
１年　河野 凛音

豊後高田市立河内中学校
１年　仲井 あさひ

大分市立大分西中学校
１年　永岡 遥

豊後高田市立高田小学校
６年　福田 ユキ

大分市立東稙田小学校
６年　角井 梛美

佐伯市立松浦小学校
６年　廣田 心之介
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大分県立聾学校　幼稚部　

日名子 大輝

国東市立武蔵中学校
３年　秦 美海

大分県立聾学校　幼稚部　

新留 諒実
竹田市立直入中学校
３年　川越 芽衣

大分県立聾学校　幼稚部　

工藤 竜成
大分県立聾学校　幼稚部　

清末 藍翔

　毎年力作が多く、今回も本当に選ぶのが大変で色々と悩みながらの作業となりました。その中でも自然と
目に付くのは、新鮮な驚きを感じさせてくれるアイデアに触れたときです。入賞した作品はそれぞれに個
性的で、これを伝えたい！という作者の思いが詰まった表現として、こちらに強く訴えかけてきます。もし
仮に描写力の高さや技法の面白さで選ぼうとすると、まったく異なる作品が上位に入ってくるかもしれませ
ん。しかし、ポスターの目的は、伝えたいことを視覚的に第三者に知らせ、行動に移してもらうことですの
で、その思いを感じさせてくれる作品を選ぶようにしています。その時に、例えば学校内の水道がある場所
に貼られていることを想像します。ポスターは額に入れて美術館に飾られるものではありません。街中の雑
然とした場所や、公共施設の壁などに無造作に貼られるものです。その風景をイメージすると、その場に
あって目を引く作品が見えてきます。
　また、出品作品の中には、モダンテクニックなどの技法が全面に出てしまい、肝心のポスターの目的が見
えてこないものがあります。技法はあくまで手段であり、伝えたい思いを適切に表現できるものとして使わ
れることで、はじめて活かされるものです。子どもたちの発想力や想像力を信じて、その能力が最大に引き
出せる環境作りが大切ではないかと考えています。

審査委員総評
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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よくかんで　幸せおいしさ
　　　　　　　　　　かみしめて

佐伯市立米水津中学校 ２年　山田 千尋

おいしいと　言える幸せ
　　　　　　　　　　いつまでも

大分市立王子中学校 １年　東照寺 耕太

健康で　一生一緒　きれいな歯

大分市立神崎中学校 ２年　増田 由菜

歯をみがく　健康寿命の　第一歩

大分市立王子中学校 １年　杉崎 恋夢

歯みがきで　未来の健康
　　　　　　　　　　お手伝い

姫島村立姫島中学校 ２年　後藤 里莉風

守りぬけ　一生使う　大事な歯

別府市立山の手中学校 ２年　田原 舜也

歯と口は　命を支える　源だ

大分市立王子中学校 ３年　小澤 颯太

わたしの歯　世界に誇れる　宝物
　　　　　　　　　　

大分市立明野中学校 ３年　池田 真優

歯をみがく　つみかさねこそ
　　　　　　　　　　　　大切だ。

大分市立明野中学校 ３年　桝永 彩世

モテるため　純白の歯を
　　　　　　　　　　守ろうよ

大分市立原川中学校 ３年　岡 あす花

　「歯と口の健康標語コンクール」は第３回を迎え、今年も３千点を上回る作品の応募をいただきました。コンクールの趣旨
に理解を賜りご協力いただいた小・中学校の関係者の皆さまに心より感謝申し上げます。
　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て
いるのかを考えながら、３人の審査委員で慎重に選考いたしました。それぞれの作品には、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。
　小学校低学年のかわいらしい表現、文字からも伝わってくる小学校高学年の元気よさ、そして人前を意識するようになっ
た中学生のさわやかな感性と、それぞれの成長段階にふさわしい、レベルの高い作品が多く寄せられていたことが印象に残
りました。ただし、初回から続いている傾向といえますが、全体を通して五七五調で俳句や川柳の型を基本にした作品づくり
が目立ちました。本コンクールはあくまでも標語であり、本来的にはそこにこだわる必要はありません。型にとらわれること
なく、なおかつリズミカルに言葉を刻んだ作品はむしろ新鮮な印象です。
　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小・中学校の
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。多数の応募を確保できたことによ
り、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。今後とも、子ど
もたちがより意欲的に学び、創作できる環境づくりへのご協力をお願いいたします。来年以降、一層質の高い作品が競い合う
標語コンクールとして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。

審査委員総評
大分合同新聞社
文化科学部
部長　安東 公綱



9

一般社団法人 大分県歯科医師会　第３回 歯と口の健康標語コンクール入賞作品集

たのしいよ　はがきれいだと
　　　　　　　　　えがおもきれい

別府市立石垣小学校 ３年　田中 双葉

しこうはね　はとはのあいだ
　　　　　　　　　　あかしんごう

玖珠町立森中央小学校 ３年　田坂 綾乃

きれいなは　ずっともちたい
　　　　　　　　　　たからもの

別府市立緑丘小学校 ３年　本田 汐音

よくかんで　元気な体を
　　　　　　　　　つくろうよ

宇佐市立四日市北小学校 ３年　安倍 向夏

よくかんで　だえきをたくさん
　　　　　　　　　だしましょう。

佐伯市立松浦小学校 ４年　三又 頼人

感しゃして　歯でかめること
　　　　　　　　　　　　幸せだ

大分市立金池小学校 ４年　織部 陽菜

大人の歯　おじいちゃんまで
　　　　　　　　　　よろしくね

大分市立金池小学校 ４年　渋谷 駿

わはっはっ　えがおひろがる
　　　　　　　　　　きれいな歯

大分市立金池小学校 ４年　平川 一樹

歯をなくす　かめる　しあわせ
　　　　　　　　　　なくなるよ

別府市立南小学校 ５年　管 ひな子

歯みがきは　かるくこきざみ
　　　　　　　　　　ていねいに

宇佐市立宇佐小学校 ５年　関 菜々子

歯をみがき　自分の未来を
　　　　　　　　　まもろうよ

別府市立別府中央小学校 ５年　恒松 宗梧

いたいよと　気づく前から
　　　　　　　　　　むし歯予防

別府市立別府中央小学校 ５年　高橋 拓人

歯ブラシを　色んな角度で
　　　　　　　　　　使おうよ

国東市立旭日小学校 ６年　難波 楓

かたいもの　たくさんたべて　
　　　　　　　　　　だえきパワー

宇佐市立豊川小学校 ６年　小野 來怜亜

守ろうよ　人生一度の
　　　　　　　　えいきゅうし

宇佐市立豊川小学校 ６年　鿄井 稜介

永久歯　一生いっしょの　家族だよ

佐伯市立松浦小学校 ６年　神﨑 心愛

笑ってる　むし歯しらずの
　　　　　　　　　　あなたの歯

宇佐市立宇佐中学校 １年　岡部 光希

定期的　検査は大事　自分の歯

国東市立安岐中学校 １年　須賀 隆太
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大分合同新聞社長賞

入選

たいせつに　このよにひとつ　自分のは
別府市立石垣小学校 ５年　福永 美愛

一日の　始まり終わりは　はみがきで
宇佐市立豊川小学校 ６年　安部 綺音

歯みがきは　世界共通　エチケット
豊後高田市立河内中学校 ３年　仲井 ひなた

えいようを　ちゃんとたべよう
　　　　　　　　　　はをまもろう

宇佐市立宇佐小学校 １年　岩水 文太

よくかんで　ささえる　はぐきも
　　　　　　　　　　　きたえよう

豊後高田市立草地小学校 １年　安本 佳乃

ピカピカに　みがいた　ぼくの歯
　　　　　　　　　　　たからもの

豊後高田市立河内小学校 １年　西中 春道

むしばきん　いなくなれなれ
　　　　　　　　　　はみがきで

豊後高田市立高田小学校 １年　小林 大洋

はブラシで　げん気をおくる
　　　　　　　　　じょうぶなは

豊後高田市立桂陽小学校 ２年　木下 虎太郎

じまんだよ　わたしのかぞくは
　　　　　　　　　　　　むしば０

ゼロ

別府市立境川小学校 ２年　村松 杜子

おとなのは　むしばにしない
　　　　　　　　　　がんばるぞ

別府市立石垣小学校 ２年　管野 碧海

いもうとと　いっしょに　みがくよ
　　　　　　　　　　　　わたしのは

別府市立大平山小学校 ２年　小柳 和海
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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

はみがきで　まいあさえがお　いってきまーす
別府市立亀川小学校 １年　玉井 愛華

じぶんのは　いっぽんいっぽんが　たいせつだ
別府市立春木川小学校 ３年　中嶋 航大

わすれない　はをたいせつに　するきもち
豊後高田市立田染小学校 ２年　内田 嵐士

えいきゅう歯　しっかりみがいて　Ａ級歯
大分市立金池小学校 ４年　米田 華子

歯をみがく　今日も明日も　その先も
国東市立国東中学校 １年　山本 光織

元気な歯　毎日みがいた　積みかさね
大分市立稙田東中学校 ２年　木村 優衣
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シュッ シュッ シュッ　まい日うん行　はみがきれっ車
別府市立亀川小学校 ２年　玉井 愛大

ねらってる　歯みがきしない　君の歯を　※ by むしばきん

大分市立金池小学校 ４年　渡邉 瑞穂

己の歯　己の心　映す鏡
大分市立原川中学校 3 年　西尾 海

　歯と口の健康図画ポスター並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。
　このコンクール事業は、歯と口の衛生週間にちなんで歯科保健の普及向上を図り、むし歯予防に大切な歯科衛生の認識及び
関心を高めることを目的に毎年開催されており、今回も例年に劣らず優秀な作品を数多くご応募いただきました。関係団体並
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。
　さて、大分県は全国でも子どものむし歯が非常に多い県という不名誉な状態が長らく続いておりますが、数年前に公布され
た「大分県歯と口腔の健康づくり推進条例」をうけ、県下の園や学校ではフッ化物洗口によるむし歯予防の取り組みが活発に
なっております。
　フッ化物洗口は、近年言われている健康格差や地域格差の是正に大変有効な公衆衛生の施策であり、近い将来大分県の児童
生徒のむし歯の減少が期待されます。まだまだ効果を実感できるまでには至っておりませんが、今回ご応募いただいた図画ポ
スターや標語からは、学校現場での予防の取り組みが歯科保健をより身近なものにしていると思われる作品もありました。自
身の食習慣や生活習慣を見つめなおし、健康的な将来へ思いをはせる、また日常生活における歯科衛生に対する小さな気づき
など、このコンクールを機会に歯と口の健康について考えるきっかけ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/

審査委員 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　体育保健課　主査 松原麻夏
 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３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




