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第59回 歯と口の健康図画ポスター
コンクール入賞作品集

とても楽しく歯をみがいている姿なのに、どこか上品さも感じるおしゃれな作品です
ね。口のかたち、きれいな髪の毛と瞳が印象的です。

今年の驚きの 1 枚です！ 独特の線、色使いが目を引きます。こんなにオリジナリティ
あふれる世界観をここまで丁寧に仕上げられたら、ただただ脱帽です。

きれいで楽しげな色使いがすばらしいです。口の色を水色にするとは、なかなか思いつ
きません。文字に使っている色も絵とマッチしていて効果的です。

歯を食いしばっている表情に惹かれました。このポスターを見ている
と、丈夫な歯がほんとうに大切なんだというメッセージがよく伝わっ
てきます。元気の出る作品です！

大分市立佐賀関幼稚園

山口 夏凛

別府市立東山中学校
３年　ピニョレイ・ローズ・スターラ

豊後高田市立香々地小学校
３年　志太波 春輝

国東市立安岐小学校
５年　權藤 慶大

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 59 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

大分市立野津原幼稚園

諌元 伶帆

国東市立武蔵東小学校
６年　小玉 梨恋

大分市立大東中学校
２年　安部 琴実

国東市立旭日小学校
１年　国原 みつき

大迫力の作品です！ 元気いっぱいの赤い口から目を離せません。
白い歯とかわいい目が繊細な表現で、バランスがしっかりと取れ
ています。

シンプルな表現がとても目を引きます。白い歯とほかの色とのバランスがいいですね。メッ
セージも大胆ですし、このようなポスターが洗面所にあるといいなと思わせてくれます。

清潔感あふれる可愛らしいポスターです。さわやかな色使いとキャラクターが遠くからでも
よく目立ちますね。メッセージも明快で好感が持てます。

どこを切り取っても可愛らしさあふれる作品ですね。人物の描き方が個性的でそのまま絵本
になりそうです。背景の点々の表現も効果的です。
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大分県教育委員会・大分県学校保健会賞

大分合同新聞社長賞

別府市立鶴見小学校
５年　木村 佑衣

豊後高田市立香々地中学校
１年　塩﨑 ゆりみ

豊後高田市立桂陽小学校
３年　青木 優和

別府市立石垣幼稚園

鶴岡 煌大

バランスの取れた色彩計画とキャラクターの完成度に惹かれました。
ふだんから絵を描くのが好きなんだろうなと思わせてくれます。その
楽しさが伝わってきますね。

しっかりとした画力で勝負した作品ですね。リアルな人物を描くと表
情が怖くなってしまうこともあるのですが、これは細い線を巧みに使っ
た繊細さと、瞳の描き方が柔らかなので優しさが伝わってきます。

今までに見たことがなかったアイデアの作品です。歯のかたちが大胆
すぎるほど大胆です！ 上下とも歯根まで見える歯を並べてみがいてい
るなんて！ これはむし歯菌も逃げ出しますね。

丁寧にじっくりと取り組んで描かれた作品で
すね。この絵の作者は歯を毎日しっかりとみ
がいているのだろうな、と思わせてくれます。
すばらしい！

カトリック津久見幼稚園

池田 瑚夏
見ていて微笑ましくなる作品です！ きれいな色使いと線の密度のバランスが絶妙です。優しくて可愛
らしい子が黙々と歯をみがいている、、。そんな幸せな日常がイメージできます。
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入選

別府市立石垣幼稚園

酒井 旺心

宇佐市立安心院小学校
１年　松原 葉

佐伯市立佐伯小学校
１年　玉井 龍

こども園るんびにい

三苫 昴

大分市立春日町幼稚園

二宮 海音
別府市立石垣幼稚園

梶原 実月

由布市立挾間幼稚園

甲斐 勇渚
由布院幼稚園

渡邉 穂佳

由布市立谷幼稚園

工藤 麗桜
臼杵市立野津幼稚園

薬師寺 季咲良
大分市立野津原小学校
１年　小野 彰士

宇佐市立安心院小学校
１年　谷山 煌斗
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大分市立西の台小学校
２年　成松 澄海

由布市立阿南小学校
２年　小野 あいら

中津市立今津小学校
３年　櫻井 慎太郎

大分市立神崎小学校
４年　大窪 紫央里

由布市立西庄内小学校
３年　森山 蓮亜

佐伯市立宇目緑豊小学校
４年　菅原 心々実

臼杵市立上北小学校
２年　新納 海

日出町立大神小学校
３年　河野 莉子

宇佐市立津房小学校
４年　槫松 蕗

宇佐市立院内中部小学校
４年　里見 紋来

佐伯市立松浦小学校
３年　秋吉 優月

由布市立阿南小学校
２年　小野 文寧

大分市立下郡小学校
５年　尾渡 朱莉
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別府市立山の手中学校
２年　岩永 友香

別府市立上人小学校
５年　廣畑 さくら

日田市立五馬中学校
１年　梶原 愛生

豊後高田市立香々地中学校
１年　牛迫 智仁

豊後高田市立香々地中学校
１年　阿部 あまね

大分市立城東中学校
２年　佐藤 恋

大分市立稙田中学校
２年　岡崎 陽菜

大分市立稙田東中学校
１年　富士持 芭奈

大分市立神崎小学校
６年　片山 翔薫

豊後高田市立高田小学校
６年　小原 璃子

国東市立安岐中央小学校
６年　郷司 恵利

別府市立朝日小学校
６年　宮﨑 結里

中津市立三保小学校
５年　大井 望愛

大分市立下郡小学校
５年　山口 叶夢
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　このコンクールに出品するということは、入学、進級してまもない時期に制作することになっているかと思います。そんな慌た

だしい時期にこんなにたくさんの学校園から作品が集まるのはとてもうれしいことです。中には時間をかけた密度の高い作品があ

り、これらはおそらく授業時間だけでなく、家庭に持ち帰って懸命に描き続けているのだろうと想像できます。

　審査会場にはたくさんの作品が並び、そんな力作に目が留まる一方、ふと力の抜けたコミカルな表現にも惹かれます。ポスター

は、まず人の目を留めさせないと内容を見てもらえません。たとえば街中にあるポスターを見たときに、あれ？今なんでこのポス

ターを見てしまったのだろう？と考えると、その理由がいくつか思い当たるかもしれません。もしクラス単位でこのコンクールに

向けて制作をしているのであれば、すべての作品を見渡すとどうしても目を留めてしまう作品があるばずです。それはその作者に

しか出せない表現であり、他者が取り入れすぎると単なる模倣でしかなく、教室には似た作品が多く並ぶことになり個性が見えて

きません。ご指導なさる先生には、子どもたちがそれぞれの頭で考えたアイデアを活かした作品を尊重し、楽しく制作できている

か見守っていただければうれしく思います。

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

豊後高田市立香々地中学校

３年　進藤 壽吾

大分県立聾学校　幼稚部

穴見 紗良

別府市立青山中学校

３年　衞藤 海里

大分県立聾学校　幼稚部

日名子 大輝

九重町立ここのえ緑陽中学校
２年　佐藤 涼夏

大分県立聾学校　幼稚部

新留 諒実

豊後高田市立香々地中学校

３年　徳本 博斗

豊後高田市立香々地中学校
３年　早尻 早位

日本文理大学附属高等学校
３年　泥谷 優奈
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よく噛んで　脳も体も
　　　　　　　　　活性化

国東市立国東中学校 ２年　佐保 希星

ワニ超えの　咬合力を
　　　　　　　　身に付けよう。

豊後高田市立香々地中学校 １年　塩瀬 颯人

歯磨きは　ご長寿さんへの
　　　　　　　　　　　第一歩

大分市立稙田東中学校 ２年　首藤 暢樹

歯を磨き　対策しよう
　　　　　　　　　歯肉炎

大分市立王子中学校 １年　伊藤 黎

運動部　試合で役立つ
　　　　　　　　　かむ力

大分市立稙田東中学校 ２年　溝口 敦也

今までの　努力の結晶
　　　　　　　　　きれいな歯

大分市立明野中学校 ２年　神田 凰雅

白い歯で　毎日食べよう
　　　　　　　　　うまいご飯

佐伯市立米水津中学校 ３年　尾形 勇太

きれいな歯　自信がもてる
　　　　　　　　　　　第一歩

別府市立山の手中学校 ３年　帆足 輝希

白い歯を　のぞかせにっこり
　　　　　　　　　　　　笑う君

大分市立王子中学校 ３年　河野 向日葵

まぶしいな　あなたの笑顔
　　　　　　　　　　あなたの歯

大分市立王子中学校 ３年　竹本 晴輝

　「歯と口の健康標語コンクール」は今回で４回目を数えます。県内から2,400点を超える作品が寄せられました。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さまに心より感謝申し上げます。
　さて、生きていく上で欠かすことのできないのが、歯と口の健康です。短い言葉を組み合わせて作った標語が、読み手に的
確に伝わるメッセージになるよう簡潔に表現できているかがポイントになります。リズムよくということを意識しながら作品
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。オノマトペを効果的に使って歯磨きが心
地よさと清潔につながることを表現した小学校低学年の作品をはじめ、それぞれの学年から、子どもたちの体や心の成長を
感じさせる優れた作品が多く寄せられました。
　標語コンクールの特徴として、五七五調で俳句や川柳の型を基本にした作品づくりが多くなりがちですが、今回の応募作
品の中には自由なリズムに挑戦した作品も見受けられました。そうした作品の中から入賞、入選したものもあり、今後の作品
づくりへ新しい可能性を感じさせてくれました。今後とも、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。
　あらためまして、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。来年以降、一層質の高い作品づくりを目指して、コン
クールがさらに発展していくことをお祈りし、講評を終えさせていただきます。
　なお、審査は大分県歯科医師会による１次選考を経て、県教育庁体育保健課の担当者２人と共に計３人による２次選考で
各賞を決定しましたことを報告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
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しろい歯は　ぜったいくろく
　　　　　　　　　　しないでね

豊後大野市立犬飼小学校 ３年　長野 りょう

あさいち番　ミントのかおり
　　　　　　　　　　さわやかゴー

津久見市立千怒小学校 ３年　安田 美都

ハブラシで　きれいにみがいて
　　　　　　　　　　いっとうしょう

豊後高田市立桂陽小学校 ３年　石橋 瑚子海

だいすきよ　はをみがくひと
　　　　　　　　　　ていねいに

別府市立緑丘小学校 ３年　足立 実優

めざすんだ　むし歯をゼロに
　　　　　　　　　　みんなとね

豊後高田市立田染小学校 ４年　河野 夏心

きれいな歯　自信で笑顔に
　　　　　　　　　　花がさく

別府市立石垣小学校 ４年　佐藤 晴

歯みがきで　みらいをてらす
　　　　　　　　　　じょうぶな歯

中津市立北部小学校 ４年　岩倉 沙紀

白い歯は　すてきなえがお
　　　　　　　　　　つくるかぎ

大分市立大道小学校 ４年　小矢 凛花

きれいな歯　一生ずっと
　　　　　　　　　　宝物

大分市立田尻小学校 ５年　髙倉 凜

かむことが　出来るよろこび
　　　　　　　　　　　永遠に

宇佐市立八幡小学校 ５年　田中 佑奈

しってるかい　自分の歯にある
　　　　　　　　　　　　　大切さ

豊後高田市立呉崎小学校 ５年　髙下 美月

食後すぐ　ハブラシにぎる
　　　　　　　　　　わたしの手

豊後高田市立桂陽小学校 ５年　三木 咲空

歯を守ろう　80 才まで
　　　　　　　　　20 本

別府市立春木川小学校 ６年　亀井 元伸

新しく　生まれた歯から
　　　　　　　　　　大切に

別府市立春木川小学校 ６年　平松 美紀

歯と口の大切さ
　　世界中みんなにしってほしいよ

別府市立上人小学校 ６年　河上 愛奈

歯の力、　健康寿命を
　　　　　　　　のばすかぎ

大分市立鶴崎小学校 ６年　木村 真菜

残そうよ　令和の時代も
　　　　　　　　　　輝く歯

佐伯市立米水津中学校 １年　遠山 有希

うちのばあちゃんは　一日五回　歯の清掃
　　　　　　　　真っ白な歯の　源点だ

佐伯市立米水津中学校 １年　堀川 菜々子
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大分合同新聞社長賞

入選

感しゃして　食べよう噛もう　じょうぶな歯
別府市立春木川小学校 ５年　後藤 文音

よくかむと　だ液パワーで　むし歯ゼロ
佐伯市立松浦小学校 ６年　清家 莉子

輝く歯　未来の私へ　届けよう
佐伯市立米水津中学校 ３年　御手洗 舞子

はをみがき　おくちもきぶんも
　　　　　　　　　　　スッキリだ

津久見市立千怒小学校 １年　石田 優芽

はがぬけた　たいせつにしたい
　　　　　　　　　　　おとなのは

津久見市立千怒小学校 １年　丸木 ちあり

ねるまえに　ちゃんとはみがき
　　　　　　　　　　　あんしんだ

豊後高田市立高田小学校 １年　小川 紗奈

たべたいな　おじいちゃんになっても
　　　　　　　　　　　　ぼくのはで

豊後高田市立高田小学校 １年　加藤 鳳悠

まいあさの　あいさつはみがき
　　　　　　　　　きもちがいいね

別府市立亀川小学校 ２年　玉井 愛華

たべたあと　ごしごし　ぶくぶく
　　　　　　　　　　　　きもちいい

別府市立春木川小学校 ２年　郭 欣怡

みがこうよ　自分のみらいに
　　　　　　　　　　　白い歯を

豊後高田市立河内小学校 ２年　鴛海 翔太

あさひるよる　わすれずはみがき、
　　　　　　　　　　　　　むしば０

ゼロ

豊後高田市立戴星学園 ２年　宇留嶋 乙姫
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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

ゴシゴシと　くちゅくちゅぺーで　げんきな歯
津久見市立千怒小学校 １年　江藤 琉真

はみがきで　全員たい場　むしばきん
別府市立亀川小学校 ３年　玉井 愛大

子どもの歯　大人の歯　ゴシゴシ　ピカピカ　じょうぶな歯
豊後高田市立桂陽小学校 ２年　北﨑 碧徠

きれいな歯　家族みんなで　いいえがお
別府市立上人小学校 ４年　田中 柚羽 

歯みがきを　きちんとしない子　歯医者（敗者）です
大分市立原川中学校 １年　田北 智大

白い歯で　君のまわりに　笑顔咲く
国東市立国東中学校 ２年　山田 はるゐ
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はみがきで　すてきなじぶん　みがきしよ
津久見市立千怒小学校 ３年　入船 栞愛

強い歯は　心と体を　支えてる
大分市立田尻小学校 ５年　中村 美穂里

だいじょうぶ？　あなたの歯に住む　黒い影
豊後高田市立香々地中学校 3 年　進藤 翼

　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ます。今年も優秀な作品を数多くご応募いただき、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ましたことを厚く御礼申し上げます。
　さて、大分県は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において、むし歯予防
のためのフッ化物洗口が活発になっております。まだ効果を実感できるまでには至っておらず全国的に見てもむし歯の多い状
態が依然として続いておりますが、フッ化物洗口は、健康格差や地域格差の是正に最適な公衆衛生の施策であり、将来大分県
の児童生徒のむし歯の数は間違いなく減少するものと思われ、今後益々の普及拡大が望まれます。
　今回ご応募いただいた図画ポスターや標語には、学校や家庭における口腔衛生への取り組みが垣間見える作品が数多くあり
ました。健康的な将来を想像することから自身の食習慣や生活習慣を見つめなおし、日常生活における予防に対する小さな気
づきを積み重ね、自律的な健康管理を行う力をはぐくむ。このコンクールを機会に自分自身の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　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　副主幹 松原麻夏
 大分県教育庁　体育保健課　指導主事 北田　瞬
 大分合同新聞社　 文化科学部　  部長 安東公綱

第４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


