第3回

概要

入賞者及び入選者

「てづくりレターコンクール 」は、手 作りのオリジナルの手 紙を創作する楽しさを通じて人と
人の交流の促進を図るとともに、自分の想いを相手に伝える喜びやそれを受け取る喜び、それ
によって生まれる心豊かな生活を再発見していただき、コミュニケーションや手紙文化の振興を
図ることを目的として開催されました。
本コンクールには、全国から心のこもった優秀な作品が多数寄せられ、平成23年11月24日の
第1次審査会、12月16日の第2次審査会を経て、105作品が入賞・入選いたしました。

募集期間
平成23年9月1日（木）〜 平成23年11月11日（金）

てづくりレター
逓信協会賞

日本郵便賞

日本郵趣協会賞

審査員奨励賞

こどもの部 サマアク・モハマド
学生の部 斉藤 爾伽
おとなの部 伊折 俊夫

こどもの部 野元 なつめ
学生の部 織田 桃代
おとなの部 北村 豊子

こどもの部 橋本 佳子
学生の部 井上 慈子
おとなの部 坂井 佳純

こどもの部 中島 祥太
学生の部 志喜屋 悠乃
おとなの部 青木 知恵

佳作

入選

学生の部

おとなの部 太田 隆啓
海原 敏文
加藤 睦美
熊谷 菜帆
高 莉
近藤 慈
高木 政史
田端 みつ子
長谷川 貴一
幡 亜希子
前田 茜
山口 真理子

こどもの部 田代 李羅
こどもの部 甘粕 優将
荒木 潤成
谷川 みはる
学生の部
石川 絢菜
遠藤 萌花
高井良 未波（連作）
小山田 智博
松尾 未夢（連作）
おとなの部 岩田 恵理子
加藤 圭恭
加藤 優菜
藤原 恵子
小林 烈颯
久松 恵奈
氷見 光
藤本 晃成
藤山 春樹
山田 佳奈

絵はがき

てづくりレター

絵はがき

部門

部門

こどもの 部 （幼児・小学生）

こどもの 部 （幼児・小学生）

学生の 部

学生の 部

（中学生・高校生）

おとなの 部 （高校生を除く18歳以上）

賞の種類

（中学生・高校生）

おとなの 部 （高校生を除く18歳以上）

逓信協会賞

日本郵便賞

日本郵趣協会賞

審査員奨励賞

佳作

入選

部門

天ケ瀬 千尋
伊藤 円伽
岡井 泉季
加藤 星花
中村 柚月
福田 映見
守山 ひなの
山口 めぐみ

部門

逓信協会賞

日本郵便賞

日本郵趣協会賞

審査員奨励賞

こどもの部 山本 和花
学生の部 豊嶋 莉生
おとなの部 堀 記子

こどもの部 横山 加奈
学生の部 眞壁 遥香
おとなの部 惣田 美和子

こどもの部 奥山 紗菜
学生の部 佐藤 聖加
おとなの部 箕浦 尚美

こどもの部 永田 大稀
学生の部 福元 美紅
おとなの部 平原 美知子

佳作

入選

こどもの部 祝原 颯大
吉田 華
学生の部 丸山 英子
森内 彩夏
おとなの部 田結 弘明
星 静江

こどもの部 阿部 莉子
池田 さくら
一ノ瀬 裕香
伊藤 結香
井上 彰悟
井上 巧
加藤 大和
加藤 優花
二宮 瑞希
濱名 恋詠
藤沼 香奈
古川 美樹
本間 百詠
前田 崇太

学生の部

おとなの部 青木 茂
安部 直子

石川 恵
泉 佳那
大沼 由樹
金子 萌
神谷 祐樹
川岡 聖夏
鶴見 友香
土井 雪乃
中川 芳香
中野 遥

楠本 あき
霜田 恵
田代 史子
玉置 令子
蔦 敏雄
永田 邦子
花形 勇
松本 叔子

コンクール審査員

主催：財団法人逓信協会
協賛：郵便事業株式会社・公益財団法人日本郵趣協会

協力：日本郵政株式会社・郵便局株式会社

後援：公益社団法人日本青年会議所・全国都道府県教育委員会連合会（こどもの部・学生の部の後援）
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審査員長

鴫 剛（画家）

審査員

畦地 教子（株式会社日本ホールマーク 代表取締役社長）
松尾 謙一（公益財団法人日本郵趣協会 事務局長）
向井 美子 (デザイナー)

中谷
松田
山下
天野

直子（女子美術大学付属高等学校・中学校 元副校長）
素子（絵本編集者・作家）
健一郎（郵便事業株式会社 営業本部 郵便事業部 切手・葉書室 担当部長）
定功（財団法人逓信協会 理事長）

※敬称略、順不同
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第3回

てづくりレター

入賞作品の紹介

日本郵便賞

逓信協会賞
こどもの部

部門

サマアク・モハマド（小6）

こんな招待状が届いたら必ず行きたくなるでしょうね。
というか、
この招待状を開いた瞬間からお茶会の場にいる気持ち
になります。
本物のティーバックを使い、
スポンジで作ったロール
ケーキからは本当に美味しそうな匂いがする、これはバニラ
エッセンスかなにかをしみこませたのかしら？
茶目っ気と工夫あふれる手紙です。

こどもの部

野元 なつめ（小1）

このお手紙が事務局にずっと置いてあるのはとても残念です。
今直ぐにでも、東北のお友だちへ届けたいですね。
クリスマスのちょっと前、この雪だるまのお手紙が届いたら、
どのクリスマスプレゼントをもらうより、どんなにかうれしい
ことか。寒い冬をずっと温かい気持ちで過ごすことができる
お手紙です。

〔審査員：松田 素子〕

学生の部

斉藤 爾伽（中2）

〔審査員：山下 健一郎〕

学生の部

表紙に描かれた大きなチェロのイラストで、
まず目をひきました。
開くと飛び出す『家族の想い出』が、ぎっしりうめられた深い言
葉とともに響き合って、見ている私たちをさらにひきつけます。
本当に優しくて音楽の大好きなお父さんだったのですね。
このお父さんへのレターは、他の誰にもつくることは出来ないで
しょう。
きっと、天国のお父さんにも、斉藤さんのレターが届いているの
ではないでしょうか。

織田 桃代（高2）

可愛らしい子供達が楽しげに遊ぶ赤い屋根の白亜の家。
書かれたOPENの文字に誘われて手紙を開けて見ると、バンと
現われる立派な大きな猫ちゃんの顔！良く描けていますね。
ビックリさせられる仕組みが面白いです。
桃代さんの願いが、お父さんお母さんに通じると良いですね。
〔審査員：鴫 剛〕

〔審査員：向井 美子〕

おとなの部

伊折 俊夫

おとなの部

中の紙を上に引っ張ると、2人がさしていたピンクの傘が閉じて、
空には虹が・・
・。
簡単な仕掛けですが、驚きとともにストーリー性のある展開が
楽しめます。2人の後姿もほっこりしていてかわいらしい。
〔審査員：畦地 教子〕

北村 豊子

こんなに素敵なレターをもらったら、色々な四季を見たくなっ
て、すぐにでもお散歩したくなってしまうのではないでしょう
か。ページを開くと、季節が変わって、1本の木がどんどん変化し
ていきます。それぞれ、とても丁寧に作られていて、見応えがあ
ります。最後のクリスマスのページはキラキラした素材もつい
ていて、特別に楽しい気持ちになります。
ねねちゃんが喜ぶ顔が目に浮かびますね。
〔審査員：向井 美子〕
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※こどもの部、学生の部の学年
（幼児は年齢）は応募時のものです。
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第3回

てづくりレター

日本郵趣協会賞
こどもの部

部門

審査員奨励賞

橋本 佳子（小5）

こどもの部

いつも美味しいお弁当を作って下さるお母様への感謝の気持ち
を、
お弁当をモチーフにして表現した優しく楽しい作品です。
本当のお弁当のように彩りもきれいで、それぞれのおかずの
手触りも変えられていて工夫されています。
そして何より、美味しそう！

中島 祥太（小6）

将棋盤をイメージしたレターの色彩が、まず渋くて素敵です。開
けると、飛車と角行の駒が立体的に目に飛びこんでくる趣向に、
将棋が本当に好きなんだなー、と思わさせられます。祥太君の
先生に対する敬意と感謝の気持ちが、男っぽくストレートに伝
わってきますよ。

〔審査員：畦地 教子〕

学生の部

井上 慈子（高3）

〔審査員：鴫 剛〕

学生の部

きれいに切り絵が施された封筒にまず魅かれました。
中の二つ折りの紙を開いてまたびっくり。貼り絵で工夫をこらし
た家の中には、サンタとすやすや眠る女の子。女の子の枕元に
は可愛らしいぬいぐるみや目覚まし時計。階下には暗闇に目を
光らせているネズミたちの姿も。
細部までとてもよく作りこまれていて大変素晴らしかったです。

志喜屋 悠乃（中1）

カードの上部にひもをつけてモビールになっている暑中見舞です。
風鈴のように飾ることもできます。水槽の中の二匹の金魚を
狙っているいたずらねこの目はユーモアたっぷりです。
水色で水槽の中を表現している絵封筒の裏面には猫の足跡と
金魚を狙っている目が描かれています。画竜点睛ではなく画猫
点睛で面白いです。

〔審査員：松尾 謙一〕

おとなの部

坂井 佳純

〔審査員：中谷 直子〕

おとなの部

雨の日が続くから・・・というだけで誰かを想う。その気持ち自
体が素敵です。マジックテープで留めた場所にある手作りの切
手も嬉しい。雨じゃなくて笑い声が降ってきそうです。配達途中
にせっかくのこの形が壊れてしまわないように、中味に合う工
夫をほどこした袋に入れるようにすれば、さらなる物語が創れ
るかもしれませんね。

青木 知恵

先輩から母校への『お祝いのお手紙』がポストの姿で配達！
このアイデアがとても良いです。
中を恐る恐る開けてみたら、
「日本一おめでとう。これからも頑
張ってください。」
の文字。おまけにチーム員の人形付きで。
バスケットチーム部員全員が大喜びする姿が目に浮かびます。
〔審査員：山下 健一郎〕

〔審査員：松田 素子〕
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※こどもの部、学生の部の学年
（幼児は年齢）は応募時のものです。
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第3回

てづくりレター

入選

佳作

こどもの部 田代 李羅（小5）

学生の部

（中1）

おとなの部 岩田 恵理子
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部門

こどもの部 谷川 みはる（小2）

学生の部

こどもの部 甘粕 優将（小6）

こどもの部 荒木 潤成（小4）

こどもの部 石川 絢菜（小5）

こどもの部 遠藤 萌花（5才）

こどもの部 小山田 智博（小5）

こどもの部 加藤 圭恭（小5）

こどもの部 加藤 優菜（小2）

こどもの部 小林 烈颯（小4）

こどもの部 久松 恵奈（小6）

こどもの部 氷見 光（小5）

こどもの部 藤本 晃成（小6）

こどもの部 藤山 春樹（小2）

こどもの部 山田 佳奈（小5）

学生の部 天ヶ瀬 千尋（高2）

学生の部 伊藤 円伽（高2）

学生の部 岡井 泉季（高2）

学生の部 加藤 星花（中1）

学生の部 中村 柚月（高2）

学生の部 福田 映見（高3）

学生の部 守山 ひなの（中2）

学生の部 山口 めぐみ（高1）

おとなの部 太田 隆啓

おとなの部 海原 敏文

おとなの部 加藤 睦美

おとなの部 熊谷 菜帆

おとなの部 高 莉

おとなの部 近藤 慈

おとなの部 高木 政史

おとなの部 田端 みつ子

おとなの部 長谷川 貴一

おとなの部 幡 亜希子

おとなの部 前田 茜

おとなの部 山口 真理子

高井良 未波（高1）・左
松尾 未夢（高1）・右

おとなの部 藤原 恵子

※こどもの部、学生の部の学年
（幼児は年齢）は応募時のものです。
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第3回

絵はがき

入賞作品の紹介

部門

日本郵便賞

逓信協会賞
こどもの部

山本 和花（小3）

はがき一面に「じいじ」と「あいなさん」の笑顔が丁寧に描かれ
ています。祖父の愛につつまれてすくすく育っている様子がうか
がえます。
「あいなが大きくなったらおんがえしするね」のメッセージが添
えられています。ふだんの生活ではなかなか直接伝えにくいこ
とも手紙だと表現できるのだと思います。
〔審査員：中谷 直子〕

学生の部

豊嶋 莉生（中3）

こどもの部

横山 加奈（4才）

学生の部

眞壁 遥香（高3）

だいすきなおばあちゃんにハロウィンに
行ったことをつたえた手紙ですね。パパと

ハート形と「大好き！」の文字。それだけな
ら当たり前。とはいえ、ひと味センスが光っ

ママといっしょにいったのでしょうか。
いつもかなちゃんは、おばあちゃんのこと
を「ばっちゃ」ってよんでいるのですね。
ハロウィンがとてもたのしかったこと、だい
すきなおばあちゃんにつたえたかった思い
が、かわいいはり絵からつたわってきます。

ていました。なにより心惹かれたのは、ハガ
キを本当に赤い糸で縫っていること。赤い
糸といえば、人と人のつながりを想わせる
象徴です。ひと針ずつ丁寧に縫ってリボン
に結んだ、
そこにある差出人の心の形が、
ハー
トの形以上に届いてきました。

〔審査員：松尾 謙一〕

切り紙を重ねる手法が見事ですね。中間色の穏やかな色調の中
に「Thank you！」のアルファベットの文字と四ツ葉のクロー
バーを金紙にしたアイデアが生きていると思います。
紙を切る細かい作業も丁寧で、
ノリの接着もしっかりしていますね。
葉書郵便物としても仕上がりが良いので、投函して安心です。

おとなの部

惣田 美和子

ポストから溢れるたくさんのお手紙、
手紙に
込められた人々の想いが溢れているようで、
幸せな気持ちになります。
フェルトのポストも可愛くて、こんなポスト
があったらたくさん手紙を出してしまいそう
です。
〔審査員：畦地 教子〕

〔審査員：松田 素子〕

日本郵趣協会賞

〔審査員：鴫 剛〕

おとなの部

堀 記子

あったか焼芋！美味しいですよねー。
ホッカホカは手で持つのは辛いですが、それを新聞紙に包んで
大事そうに両手で渡す表現に、作者の母への厚いおもいやりが
伝わってきます。
指先の描写が秀逸です。絵の構図も文字の配置も堂々としてい
ます。
そして何よりも、手づくりの優しさが感じられて素晴らしいと思
います。
〔審査員：鴫 剛〕

こどもの部

奥山 紗菜（小1）

素直でまっすぐなお便りが、心の真ん中に
ぐっと届きました。玉入れの玉は、ひとつひ
とつ紙を貼ってありましたね。そんなところ
に、さらに、玉入れのときの嬉しかった気持
ちがあふれていて、私も思わず玉をひとつ
ひとつさわってしまいました。
宛先の「みさきちゃん」もきっと同じことを
して、にっこりするのではないかしら。

学生の部

佐藤 聖加（中2）

猫と毛糸玉という王道の組み合わせのモ
チーフですが、明るいはっきりとした色使い
と、猫の楽しげな表情がかわいい。
受け取った人は間違いなく笑顔になるで
しょう。飼い猫と一緒に。
〔審査員：畦地 教子〕

おとなの部

箕浦 尚美

人型の切り絵が手をつないで輪をつくって
いるデザインが印象的でした。
まさに手と手を結ぶ、心をつなぐというメッ
セージがとてもよく表現されています。
中には切手に描かれた図案を活かしてあ
り、思わずにっこり、心が温かくなる楽しい
作品です。
〔審査員：松尾 謙一〕

〔審査員：松田 素子〕

09

※こどもの部、学生の部の学年
（幼児は年齢）は応募時のものです。
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第3回

絵はがき

入選

審査員奨励賞

こどもの部

永田 大稀

（小5）

『また福井に行くからね！』
という文字が、
ま
わりに描かれたイラストによって、永田さん
のいきいきとした本当の話し言葉に思えてき
ます。
福井のマークや、
越前ガニ、
永平寺など、
細かいところまで上手に描かれていて、とっ
ても楽しかった気持ちが、
伝わってきます。
親戚の方々も今度はどこに連れて行ってあげ
ようかな・
・
・、
なんて、
今から計画しているの
ではないでしょうか。
そのときはまた、
こんな
楽しいレターを贈ってさしあげてくださいね。

福元 美紅

学生の部

（高2）

こんなに楽しいバースデーカードをもらっ
たお友達がうらやましいですね。
「お誕生日ってこんなに楽しいよ！」ってい
う気持ちがお友達に伝わり、今にもみんな
でバースデー音楽会が始まりそうです。
でも『I』が抜けている「BRTHDAY」の文字。
これは、お友達を驚かすためかな？
〔審査員：山下 健一郎〕

おとなの部

平原 美知子

祖母と孫娘の温かな交流の様子がうかが
えます。背景のピンク色の前に置かれてい
る孫娘のシューズは、生まれてはじめては
いたものでしょうか。ピンク、ベージュ、黄
色と暖色で統一されています。文字を青色
にして画面を引きしめています。
色のコントラストによって一層、祖母の孫娘
への愛情の強さが伝わってきます。

佳作

祝原 颯大（小3）

こどもの部 阿部 莉子（小3）

こどもの部 池田 さくら（小5）

こどもの部 一ノ瀬 裕香（小6）

こどもの部 伊藤 結香（小4）

こどもの部 井上 彰悟（小3）

こどもの部 井上 巧（小6）

こどもの部 加藤 大和（6才）

こどもの部 加藤 優花（小6）

こどもの部 二宮 瑞希（小1）

こどもの部 濱名 恋詠（小3）

こどもの部 藤沼 香奈（小4）

こどもの部 古川 美樹（小5）

こどもの部 本間 百詠（小2）

こどもの部 前田 崇太（小3）

学生の部 石川 恵（高2）

学生の部 泉 佳那（高2）

学生の部 大沼 由樹（高2）

学生の部 金子 萌（中2）

学生の部 神谷 祐樹（高2）

学生の部 川岡 聖夏（高1）

学生の部 鶴見 友香（高2）

学生の部 土井 雪乃（高2）

学生の部 中川 芳香（高1）

学生の部 中野 遥（中2）

おとなの部 青木 茂

おとなの部 安部 直子

おとなの部 大﨑 鈴

おとなの部 楠本 あき

おとなの部 霜田 恵

〔審査員：中谷 直子〕

〔審査員：向井 美子〕

こどもの部

部門

こどもの部

吉田 華（小5）

学生の部

丸山 英子（高2）

おとなの部 田代 史子（連作）

学生の部
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森内 彩夏（高2）

おとなの部

田結 弘明

おとなの部

星 静江

おとなの部 蔦 敏雄

おとなの部 玉置 令子

おとなの部 永田 邦子

おとなの部 花形 勇

おとなの部 松本 叔子

※こどもの部、学生の部の学年
（幼児は年齢）は応募時のものです。
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第3回

手紙であたたかコミュニケーション

関連イベント

第3回てづくりレターコンクール入賞作品展

世界名作人形劇『ゆうびん屋さんのお話』

逓信総合博物館 3階企画展示場において、
てづくりレターコンクールの入賞作品展を開催し、
入賞・入選作品を紹介しました。
会 場
逓信総合博物館 3階企画展示場（東京都千代田区大手町2 - 3 -1）
展示期間
平成24年2月11日(土)〜2月26日(日)／休館日 2月13日・2月20日

併演：だるまちゃんとてんぐちゃん（原作：加古

里子）

日 時
平成24年2月18日（土）14時開演
会 場
逓信総合博物館 地下2階ホール
原 作
カレル・チャペック
脚色・演出
竹内とよ子
出演
人形劇団プーク
チェコの代表的な作家カレル・チャペックは、
『長い長いお医者さんの話』等の児童
文学の作者としても知られています。
チャペックの童話は、お医者さんやおまわりさんなど、
身近な職業の人たちを主人公
に展開します。
本公演は、
そんなチャペック童話
『郵便屋さんの話』
が原作です。
郵便配達人コルババさんの心温まる物語を、日本を代表する人形劇団「プーク」の
人形劇で楽しんでいただきました。

ゆうびん屋さんのお話

併演：だるまちゃんとてんぐちゃん
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写真・イラスト提供：人形劇団プーク
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