
 

 

2019年 10月 25日 

 

選考の経緯について 

神戸女学院大学 

 

今回のコンクールにおいては、全国 308校より 1,582作品もの応募がありました。 

 

応募された作品については、本学教員等による一次選考ののち、審査員長である真珠まりこ氏 

（絵本作家/神戸女学院大学卒業生）をまじえた二次選考をおこない入賞者を決定しました。 

 

下記は、入賞候補として最後まで残った作品です。該当の生徒様にはぜひお伝えいただき、今後の参考とし

ていただければ幸いです。 

 

都道府県 学校名 

宮城県 宮城県仙台第三高等学校 

群馬県 群馬県立中央中等教育学校 

埼玉県 狭山ヶ丘高等学校 

埼玉県 埼玉県立春日部女子高等学校 

埼玉県 西武学園文理高等学校 

東京都 法政大学高等学校 

東京都 東京学芸大学附属国際中等教育学校 

東京都 東京学芸大学附属国際中等教育学校 

三重県 高田高等学校 

三重県 皇學館高等学校 

京都府 京都府立洛北高等学校 

京都府 京都府立久御山高等学校 

大阪府 四天王寺高等学校 

広島県 広島県立広島高等学校 

沖縄県 昭和薬科大学附属高等学校 

 
(敬称略) 
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北海道 北海道札幌国際情報高等学校 埼玉県 埼玉県立春日部女子高等学校 東京都 江戸川女子高等学校

北海道 旭川藤星高等学校 埼玉県 開智高等学校 東京都 渋谷教育学園渋谷高等学校

北海道 北海道札幌啓成高等学校 埼玉県 早稲田大学本庄高等学院 東京都 富士見高等学校

北海道 市立札幌旭丘高等学校 埼玉県 武蔵越生高等学校 東京都 東京都立両国高等学校

青森県 八戸聖ウルスラ学院高等学校 埼玉県 西武学園文理高等学校 東京都 筑波大学附属高等学校

青森県 青森県立青森高等学校 埼玉県 さいたま市立浦和高等学校 神奈川県 清泉女学院高等学校

青森県 青森県立田名部高等学校 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 神奈川県 鶴見大学附属高等学校

青森県 青森県立弘前中央高等学校 千葉県 市原中央高等学校 神奈川県 神奈川県立柏陽高等学校

岩手県 盛岡スコーレ高等学校 千葉県 市川高等学校 神奈川県 鎌倉女学院高等学校

岩手県 岩手県立花巻北高等学校 千葉県 渋谷教育学園幕張高等学校 神奈川県 法政大学国際高等学校

宮城県 宮城県古川高等学校 千葉県 千葉経済大学附属高等学校 神奈川県 横浜共立学園高等学校

宮城県 宮城県古川黎明高等学校 千葉県 昭和学院高等学校 神奈川県 関東学院高等学校

宮城県 仙台白百合学園高等学校 千葉県 国府台女子学院高等部 神奈川県 神奈川県立横浜平沼高等学校

宮城県 聖ウルスラ学院英智高等学校 千葉県 麗澤高等学校 神奈川県 聖ヨゼフ学園高等学校

宮城県 宮城県気仙沼高等学校 東京都 東京都立松が谷高等学校 神奈川県 瀬谷西高等学校

宮城県 宮城県仙台第三高等学校 東京都 富士見丘高等学校 新潟県 新潟県立燕中等教育学校

秋田県 秋田県立大曲高等学校 東京都 早稲田実業学校高等部 新潟県 新潟明訓高等学校

福島県 松韻学園福島高等学校 東京都 法政大学高等学校 石川県 金沢大学附属高等学校

福島県 尚志高等学校 東京都 日本大学鶴ヶ丘高等学校 山梨県 北杜市立甲陵高等学校

福島県 福島県立葵高等学校 東京都 東洋高等学校 山梨県 日本航空高等学校

福島県 福島県立あさか開成高等学校 東京都 東京純心女子高等学校 長野県 長野県立屋代高等学校

福島県 福島県立福島南高等学校 東京都 女子学院高等学校 長野県 長野県上田染谷丘高等学校

福島県 いわき秀英学園高等学校 東京都 頌栄女子学院高等学校 長野県 長野清泉女学院高等学校

茨城県 智学館中等教育学校 東京都 東京都立国際高等学校 長野県 文化学園長野高等学校

茨城県 茨城県立古河中等教育学校 東京都 恵泉女学園高等学校 長野県 飯田女子高等学校

茨城県 大成女子高等学校 東京都 東京都立北園高等学校 長野県 長野県塩尻志学館高校

茨城県 茨城県立日立第一高等学校 東京都 東京都立桐ヶ丘高等学校 岐阜県 岐阜県立岐山高等学校

茨城県 常総学院高等学校 東京都 東京学芸大学附属国際中等教育学校 岐阜県 岐阜県立関高等学校

茨城県 茨城県立下妻第一高等学校 東京都 成蹊高等学校 静岡県 浜松学芸高等学校

栃木県 栃木県立足利女子高等学校 東京都 東京都立小山台高等学校 静岡県 静岡県立三島北高等学校

栃木県 栃木県立真岡女子高等学校 東京都 東洋英和女学院高等部 静岡県 加藤学園暁秀高等学校

群馬県 群馬県立中央中等教育学校 東京都 晃華学園高等学校 静岡県 静岡市立清水桜が丘高等学校

群馬県 ぐんま国際アカデミー高等部 東京都 和洋九段女子高等学校 静岡県 静岡県立沼津東高等学校

群馬県 群馬県立前橋東高等学校 東京都 白梅学園清修中高一貫部 静岡県 静岡市立高等学校

群馬県 高崎市立高崎経済大学附属高等学校 東京都 開成高等学校 静岡県 静岡雙葉高等学校

埼玉県 慶應義塾志木高等学校 東京都 日本大学豊山女子高等学校 静岡県 常葉大学附属菊川高等学校

埼玉県 浦和明の星女子高等学校 東京都 日本大学第二高等学校 静岡県 静岡県立沼津西高等学校

埼玉県 聖望学園高等学校 東京都 鴎友学園女子高等学校 静岡県 飛龍高等学校三島スクール

埼玉県 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 東京都 東京都立八王子東高等学校 静岡県 静岡県立静岡高等学校

埼玉県 狭山ヶ丘高等学校 東京都 千代田区立九段中等教育学校 静岡県 静岡サレジオ高等学校

埼玉県 埼玉県立蕨高等学校 東京都 白百合学園高等学校 静岡県 静岡県立沼津城北高等学校

埼玉県 獨協埼玉高等学校 東京都 広尾学園高等学校 静岡県 静岡県立清水東高等学校

コンクール参加申込校一覧表

今回のコンクールにおいては、全国より351校の参加申し込みがあり、うち308校より1,582作品のご応募をいただきまし
た。この場を借りまして、厚く御礼申し上げます。



愛知県 聖霊高等学校 大阪府 大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎 兵庫県 神戸国際高等学校

愛知県 愛知県立安城東高等学校 大阪府 大阪府立三国丘高等学校 兵庫県 兵庫県立柏原高等学校

愛知県 南山国際高等学校 大阪府 四天王寺高等学校 兵庫県 兵庫県立高砂高等学校

愛知県 至学館高等学校 大阪府 クラーク記念国際高等学校 大阪梅田キャンパス 兵庫県 尼崎市立尼崎高等学校

愛知県 愛知県立千種高等学校 大阪府 大阪国際滝井高等学校 兵庫県 甲南女子高等学校

愛知県 愛知県立杏和高等学校 大阪府 大阪府立柴島高等学校 兵庫県 兵庫県立伊川谷北高等学校

愛知県 名古屋市立桜台高等学校 大阪府 大阪暁光高等学校 兵庫県 姫路市立琴丘高等学校

愛知県 名古屋市立名東高等学校 大阪府 大阪府立今宮高等学校 兵庫県 白陵高等学校

愛知県 岡崎城西高等学校 大阪府 大阪市立扇町総合高等学校 兵庫県 兵庫県立加古川東高等学校

愛知県 名古屋大学教育学部附属高等学校 大阪府 大阪府立千里高等学校 兵庫県 兵庫県立洲本実業高等学校

愛知県 愛知県立五条高等学校 大阪府 大阪教育大学附属高等学校平野校舎 兵庫県 神戸大学附属中等教育学校

愛知県 時習館高等学校 大阪府 清風南海高等学校 兵庫県 近畿大学附属豊岡高等学校

愛知県 中京大学附属中京高等学校 大阪府 浪速高等学校 兵庫県 兵庫県立豊岡高等学校

愛知県 愛知県立尾北高等学校 大阪府 大阪府立信太高等学校 兵庫県 兵庫県立姫路別所高等学校

愛知県 栄徳高等学校 大阪府 大阪市立南高等学校 兵庫県 兵庫県立尼崎稲園高等学校

愛知県 東邦高等学校 大阪府 追手門学院大手前高等学校 兵庫県 賢明女子学院高等学校

三重県 高田高等学校 大阪府 賢明学院高等学校通信制課程 兵庫県 兵庫県立明石高等学校

三重県 皇學館高等学校 大阪府 大阪府立大手前高等学校 兵庫県 啓明学院高等学校

三重県 三重県立川越高等学校 大阪府 大阪府立池田高等学校 兵庫県 兵庫県立姫路工業高等学校

三重県 四日市メリノール学院高等学校 大阪府 清教学園高等学校 兵庫県 兵庫県立神崎高等学校

滋賀県 滋賀県立守山高等学校 大阪府 大阪府立天王寺高等学校 兵庫県 関西学院高等部

滋賀県 滋賀県立河瀬高等学校 大阪府 大阪府立千里青雲高等学校 兵庫県 甲南高等学校

滋賀県 近江高等学校 大阪府 大阪府立岸和田高等学校 兵庫県 兵庫県立西宮高等学校

京都府 京都府立綾部高等学校 大阪府 大阪学芸高等学校 兵庫県 兵庫県立北須磨高等学校

京都府 京都府立洛北高等学校 大阪府 大谷高等学校 兵庫県 兵庫県立芦屋国際中等教育学校

京都府 同志社国際高等学校 大阪府 興國高等学校 兵庫県 兵庫県立東播磨高等学校

京都府 京都府立南陽高等学校 大阪府 金蘭千里高等学校 兵庫県 クラーク記念国際高等学校 芦屋キャンパス

京都府 京都市立紫野高等学校 大阪府 四條畷学園高等学校 兵庫県 兵庫県立尼崎小田高等学校

京都府 クラーク記念国際高等学校京都キャンパス 大阪府 関西大学高等部 兵庫県 芦屋学園高等学校

京都府 京都産業大学附属高等学校 大阪府 帝塚山学院高等学校 兵庫県 兵庫県立高砂南高等学校

京都府 京都市立塔南高等学校 大阪府 初芝富田林高等学校 兵庫県 兵庫県立伊丹西高等学校

京都府 一燈園高等学校 大阪府 大阪府立泉陽高等学校 兵庫県 兵庫県立宝塚高等学校

京都府 京都府立久御山高等学校 大阪府 大阪府立高津高等学校 兵庫県 兵庫県立姫路東高等学校

京都府 洛南高等学校 大阪府 関西創価高等学校 兵庫県 神戸学院大学附属高等学校

京都府 京都府立東舞鶴高等学校 兵庫県 神戸女学院高等学部 兵庫県 兵庫県立神戸高等学校

京都府 京都聖母学院高等学校 兵庫県 兵庫県立長田高等学校 兵庫県 兵庫県立東灘高等学校

京都府 京都両洋高等学校 兵庫県 兵庫県立阪神昆陽高等学校 兵庫県 滝川第二高等学校

京都府 京都府立嵯峨野高等学校 兵庫県 神戸市立葺合高等学校 奈良県 西大和学園高等学校

大阪府 阪南大学高等学校 兵庫県 兵庫県立大学附属高等学校 奈良県 奈良学園高等学校

大阪府 相生学院高等学校 兵庫県 兵庫県立小野工業高等学校 奈良県 智辯学園高等学校

大阪府 ルネサンス大阪高等学校 兵庫県 須磨学園高等学校 奈良県 帝塚山高等学校

大阪府 城南学園高等学校 兵庫県 淳心学院高等学校 奈良県 奈良県立奈良高等学校

大阪府 関西学院千里国際高等部 兵庫県 兵庫県立小野高等学校 奈良県 奈良市立一条高等学校

大阪府 大阪府立茨木高等学校 兵庫県 兵庫県立明石西高等学校 奈良県 奈良女子大学附属中等教育学校

大阪府 明浄学院高等学校 兵庫県 蒼開高等学校 奈良県 奈良県立高田高等学校

大阪府 関西大学第一高等学校 兵庫県 兵庫県立西宮北高等学校 奈良県 奈良県立畝傍高等学校

大阪府 アサンプション国際高等学校 兵庫県 兵庫県立加古川南高等学校 和歌山県 和歌山県立耐久高等学校

大阪府 大阪府立北野高等学校 兵庫県 甲子園学院高等学校 和歌山県 和歌山県立那賀高等学校



和歌山県 智辯学園和歌山高等学校 福岡県 福岡大学附属大濠高等学校

和歌山県 和歌山信愛高等学校 福岡県 九州国際大学付属高等学校

鳥取県 鳥取県立倉吉東高等学校 福岡県 一ッ葉高等学校　福岡キャンパス

島根県 松江工業高等専門学校 福岡県 福岡県立筑紫中央高等学校

島根県 キリスト教愛真高等学校 福岡県 久留米大学附設高等学校

岡山県 岡山高等学校 福岡県 筑紫女学園高等学校

岡山県 岡山学芸館高等学校 福岡県 福岡県立城南高等学校

岡山県 就実高等学校 福岡県 筑陽学園高等学校

岡山県 明誠学院高等学校 福岡県 中村学園女子高等学校

岡山県 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 福岡県 明光学園高等学校

岡山県 岡山県立岡山城東高等学校 福岡県 福岡県立玄界高等学校

岡山県 岡山県立倉敷天城高等学校 福岡県 筑紫台高等学校

岡山県 岡山県立倉敷商業高等学校 福岡県 福岡雙葉高等学校

岡山県 岡山県立玉島高等学校 佐賀県 佐賀県立唐津東高等学校

岡山県 岡山県立倉敷南高等学校 佐賀県 佐賀県立佐賀北高等学校

岡山県 鹿島朝日高等学校 長崎県 純心女子高等学校

広島県 呉青山高等学校 長崎県 海星高等学校

広島県 広島県立東城高等学校 長崎県 長崎県立長崎南高等学校

広島県 広島修道大学ひろしま協創高等学校 熊本県 文徳高等学校

広島県 広島なぎさ高等学校 熊本県 熊本マリスト学園高等学校

広島県 広島県立尾道東高等学校 熊本県 ルーテル学院高等学校

広島県 広島女学院高等学校 熊本県 熊本県立天草高等学校

広島県 広島県立賀茂高等学校 鹿児島県 鹿児島県立大島高等学校

広島県 広島県立広島高等学校 鹿児島県 鹿児島県立曽於高等学校

広島県 英数学館高等学校 鹿児島県 鹿児島実業高等学校

山口県 宇部フロンティア大学付属香川高等学校 鹿児島県 鹿児島県立加治木高等学校

山口県 サビエル高等学校 鹿児島県 鹿児島育英館高等学校

山口県 野田学園高等学校 鹿児島県 大口明光学園高等学校

山口県 山口県立下関西高等学校 鹿児島県 鹿児島市立鹿児島玉龍高等学校

徳島県 徳島県立城ノ内高等学校 鹿児島県 鹿児島県立楠隼高等学校

徳島県 徳島市立高等学校 鹿児島県 神村学園高等部

徳島県 生光学園高等学校 沖縄県 昭和薬科大学附属高等学校

徳島県 徳島県立脇町高等学校 沖縄県 沖縄県立開邦高等学校

徳島県 徳島県立城東高等学校

香川県 香川誠陵高等学校 以下余白

香川県 香川県立高松西高等学校

香川県 英明高等学校

香川県 香川県立高松北高等学校

香川県 香川県立三木高等学校

愛媛県 愛媛大学附属高等学校

愛媛県 愛媛県立伊予高等学校

愛媛県 今治明徳高等学校矢田分校

愛媛県 済美平成中等教育学校

愛媛県 愛媛県立松山北高等学校

愛媛県 愛媛県立三島高等学校

愛媛県 愛媛県立新居浜西高等学校

高知県 高知県立高知丸の内高等学校

高知県 土佐女子高等学校

以上
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