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News Release 

第 37 回ホームソーイング小･中･高校生作品コンクール受賞者を発表 

～全国の小中高校生が「ミシンを使ったものづくりに挑戦」～ 

2017 年 2 月 
一般社団法人日本縫製機械工業会 

会長 眞壁 八郎 
 
 一般社団法人日本縫製機械工業会は、第 37 回ホームソーイング小・中・高校生作品コンクールの受賞

者を決定しました。 
 このコンクールは、全国の小学校(４、５、６年生)・中学校・高等学校の生徒の皆様に、ものづくり

の楽しさを体験し、ミシンに親しんでいただくため、1979 年から始めました。本年度は、全国から６３

２校、４４７８点の応募があり、厳正な審査を経て経済産業大臣賞・作品名「ピアノの発表会のための

ブラウスとスカート」など各賞を決定致しました。 
 
１．主な受賞者 

経済産業大臣賞 

小学生の部 藤原 くるみ(ふじわら くるみ)さん 

美郷町立千畑小学校(秋田県) 

ピアノの発表会のための 

ブラウスとスカート 

中学生の部 

小物・インテリア作品部門 

瀨川 佳央(せがわ かお)さん 

牛久市立下根中学校(茨城県) 

感謝の心でおもてなし 

中学生の部 

衣服作品部門 

平山 愛結(ひらやま あゆ)さん 

山口大学教育学部附属山口中学校(山口県) 

ケープとジャンパースカート 

高校生の部 

小物・インテリア作品部門 

外間 栄美(ほかま えいみ)さん 

沖縄カトリック高等学校(沖縄県) 

テーブルクロスセット 

高校生の部 

衣服作品部門 

中村 桃子(なかむら ももこ)さん 

名古屋市立桜台高等学校(愛知県) 

ウェディング 

 

文部科学大臣賞 

小学校の部 伊奈町立小針北小学校(埼玉県) 

中学校の部 さいたま市立桜木中学校(埼玉県) 

高等学校の部 広島県立世羅高等学校(広島県) 
  

特別賞 

全国ミシン商工業協同組合

連合会 技術賞 

神田 毬乃(かんだ まりの)さん 

名古屋市立桜台高等学校(愛知県) 

Ｂｌｏｏｍ 

リクチュール賞 和田 茉里奈(わだ まりな)さん 

美濃加茂市立東中学校(岐阜県) 

ネクタイリメイク 
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２．第 37 回ホームソーイング小・中・高校生作品コンクール概要 
このコンクールは、今年度で 37 回目を迎える歴史あるコンクールです。子供たちがミシンを使用

した作品作りを通して、「ものづくりの喜び」「ソーイングの楽しさ」を体験することでホームソーイング

の育成に努めミシン利用の底辺拡大を図ることを目的として実施しています。特に次世代を担う小中高校

生を対象にしたコンクールであり、作品のデザイン性を評価するだけでなく、家庭科教育の基本となる縫

う技術も評価の対象とし、生涯教育の基礎づくりの一助とすることとしています。 

審査は、協力会員専門家による第一次審査及び有識者による第二次審査を経て、「小学生の部」1,968

点から１点、「中学生の部：小物・インテリア作品部門」1,194 点から１点、「中学生の部：衣服作品部門」

422 点から１点、「高校生の部：小物・インテリア作品部門」313 点から１点、「高校生の部：衣服作品部

門」195 点から 1 点をそれぞれ最優秀賞として選考し、計５点が経済産業省から経済産業大臣賞として表

彰されます。 

また、本コンクールへの応募によりミシンを利用したホームソーイング教育の推進に貢献をしている学

校に対し、小学校 280 校から１校、中学校 272 校から１校、高等学校 80 校から１校をホームソーイング

振興最優秀校賞として選考し、計３校が文部科学省から文部科学大臣賞として表彰されます。 

さらに、特別賞として特にミシンの使い方が優れている作品に全国ミシン商工業協同組合連合会技術賞

１点を、古着など不用となった素材を使用し新たな利用が可能となる作品にリクチュール賞１点を選考し

ています。 

 ※詳細は、別紙「第 37 回ホームソーイング小・中・高校生作品コンクール入選作品一覧表」及び「都

道府県別入賞者数一覧」参照） 

 

３．主催者等 

 主  催：一般社団法人日本縫製機械工業会 

 後  援：経済産業省、文部科学省、全国小学校家庭科教育研究会、 

全日本中学校技術・家庭科研究会、全国高等学校長協会家庭部会 

 協  賛：一般社団法人日本ホビー協会、全国ミシン商工業協同組合連合会、公益財団法人日本手

芸普及協会 

 企業協力：オゼキ株式会社、クロバー株式会社、株式会社コッカ、東レ株式会社、株式会社フジッ

クス 

 協力会員：アイシン精機株式会社、株式会社ジャガーインターナショナルコーポレーション、蛇の

目ミシン工業株式会社、ＪＵＫＩ株式会社、株式会社ハッピージャパン、ブラザー工業株

式会社 

 

４．表彰式のお知らせ 

  ３月４日(土)13 時 30 分から日本工業倶楽部大ホールにおいて、上位入賞者及び関係者を招いて表

彰式を開催します。また、経済産業大臣賞、優秀賞、アイデア賞、全国ミシン商工業協同組合連合

会技術賞、リクチュール賞の作品展示も行います。 
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５．表彰式後の上位入賞作品展示のお知らせ 

  経済産業大臣賞、優秀賞、アイデア賞、全国ミシン商工業協同組合連合会技術賞、リクチュール

賞の展示 

   展示会名：2017 日本ホビーショー  

    会  期：2017 年 4 月 27 日(木)～4月 29 日(土)10:00～18:00(最終日は 17:00 まで) 

    会  場：東京ビッグサイト（東京国際展示場）東展示棟 

    小  間：ファッションワールド内 

 

６．お問い合わせ先・本件リリースの情報掲載先 

  一般社団法人日本縫製機械工業会 業務部 水落・湯原 TEL:03-6435-8190 

  ホームページアドレス http://jasma.or.jp 

  リリースのリンク先  http://jasma.or.jp/sakuhin.html 

 

７．関係資料一覧 

  ・第 37 回ホームソーイング小・中・高校生作品コンクール入選作品一覧表 

  ・第 37 回ホームソーイング小・中・高校生作品コンクール都道府県別入賞作品数一覧表 

 

 

 

 

 

報道関係の皆様へ 
是非、表彰式の取材をして頂き、貴社の紙面で取り上げて下さる

ようお願いいたします。 

また、表彰式及び学校関係者への取材をご希望される際は、上記

問い合わせ先まで、事前にご連絡をお願い致します。 

なお、表彰式取材の場合は報道関係者様用の取材証を用意させて

頂きます。 
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＜主な入選作品＞ 
経済産業大臣賞 

 

 

 

 

 

 

発表会という特別な日に着るのに相応しい、レース

の華やかさと色合いのさわやかさが印象的なブラウ

スとスカートのセットです。ブラウスは前面にも背

面にも美しいシャーリングが施されて、胸元の編み

上げ部分はリボンで調節ができるので、より女の子

らしいシルエットを演出できます。裏地のついたス

カートはギャザーでふんわりと作られ、ポイントに

音符の入ったレースがあしらわれています。ウエス

トの後ろについた大きなリボンもピアノの発表会へ

向かう気分を盛り上げてくれそうです。 

 
経済産業大臣賞  
 

 

 

 

 

テーブルセットをトータルコーディネートした合計

23 点の大作です。自分で焼いたパンを楽しんでもら

えるテーブルセットというコンセプトに沿ってテー

ブルクロス、コースター、ランチョンマットなど多数

のアイテムが、オレンジベースの小花模様、サーモン

ピンク、ベージュの３種類の生地をセンス良く組み合

わせて作られています。鍋つかみにはレインボーカラ

ーの糸を使ってステッチで飾ったり、ミシンの機能を

活かして細部にも工夫を凝らし、「おもてなし」を感

じる大変素晴らしい作品です。焼き立てのパンをより

美味くいただける明るい食卓になりそうです。 

 

小学生の部 

作品名  ピアノの発表会のためのブラウスと

スカート 
氏 名  藤原 くるみ 
学校名  秋田県 美郷町立千畑小学校 

中学生の部 小物・インテリア作品部門 

作品名  感謝の心でおもてなし 
氏 名  瀨川 佳央 
学校名  茨城県 牛久市立下根中学校 
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経済産業大臣賞 

 
 
 
 
 

グリーンとネイビーのタータンチェック柄のケープと

ジャンパースカートは伝統的なブリティッシュスタイ

ルを感じさせるデザインです。ケープには全体的にフリ

ルが入っています。ジャンパースカートには襟元とスカ

ートの裾に黒の細かいレースがあしらわれているので、

落ち着いた色合いの中にも上品でクラシカルな可愛ら

しさがあります。フロントのアンティーク風のボタンも

雰囲気があって素敵です。ジャンパースカートの背面に

ダーツが入っていたり、襟ぐりには見返しがついている

など、縫製作業も大変正確で、本格的な仕上がりの作品

です。 

 
経済産業大臣賞 

 

 

 

  

 

華やかな色使いとデザインの中にレベルの高

い縫製技術が随所に見える完成度の高い作品

です。生地の色、柄、レースが素晴らしいセン

スで組み合わされています。テーブルクロスの

難しいスカラップの部分も大変美しく仕上が

っていて、ティーコゼーのキルティングや全て

の作品の縁をバイアステープでパイピングし

てある細やかさなど、作業の丁寧さ、根気強さ

がうかがえます。ポイントに使っているバラの

花やランチョンマットの家族の名前を刺繍す

るなど、ミシンの機能を大変上手に活用してい

ます。家族の食卓を最高の時間にしてくれる素

敵な作品です。 

中学生の部 衣服作品部門 

作品名  ケープとジャンパースカート 
氏 名  平山 愛結 
学校名  山口県 山口大学教育学部附属山口中学校

 

高校生の部 小物・インテリア作品部門 

作品名  テーブルクロスセット 
氏 名  外間 栄美 
学校名  沖縄県 沖縄カトリック高等学校 
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経済産業大臣賞 
 

 

 

 

 

和と洋を掛け合わせたデザイン性の高いウェディン

グドレスです。着物要素が多い上衣部分と何段もの

フリルを使ったスカート部分が見事に融合し、個性

的な結婚衣装の形を提案しています。純白のウェデ

ィングドレスでは浮いてしまう椿の赤も、帯に飾ら

れることでドレスを引き締める魅力的なポイントカ

ラーとなっています。張りのある生地や厚手の部分

も多いため、ミシンがけや扱いが大変なこともあっ

たと思われますが、ロックミシンでの端処理など一

つ一つ丁寧な作業で作られ、迫力のある大変素晴ら

しいドレスに仕上がりました。 
 

特別賞 
全国ミシン商工業協同組合連合会技術賞 
 

 
 
 

紛争の絶えない世界に平和の花が咲きますように

との思いを込めた七分丈のワイドパンツスーツで

す。白のジャケットやパンツのポイントになる部

分にカラフルな花のパーツをレインボーカラーの

糸でバランスよく縫い付けているデザインは、色

鮮やかでとても目をひきます。ジャケットのダー

ツのラインやパンツのポケット周りに飾りステッ

チが柄を変えて施されており、ミシンの機能を効

果的に活用しています。スーツの仕立て技術も高

く、中に着るノースリーブシャツやネクタイもき

れいに縫製されています。平和を祈る純粋な願い

が表現された素晴らしい作品です。 

 

高校生の部 衣服作品部門 

作品名  ウェディング 
氏 名  中村 桃子 
学校名  愛知県 名古屋市立桜台高等学校 

作品名  Bloom 
氏 名  神田 毬乃 
学校名  愛知県 名古屋市立桜台高等学校 
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特別賞 

リクチュール賞 
 

 
 
 

おばあさんに教わりながらリユースとリメイ

ク作品製作に熱心に取り組みました。裏地も

色合いを合わせた小花の可愛い生地を使って

います。渋い柄のネクタイも工夫次第でとて

も素敵な小物に生まれ変わることができまし

た。 
＜リクチュール賞選定委員から＞ 

どこの家にもある父、祖父の使わなくなっ

たネクタイを素材として活用し、難しいバ

イアス素材をうまく処理したことが評価さ

れました。 
 (NPO)日本ファイバーリサイクル推進協会 

 理事長 木田豊 

 

※リクチュール(Recouture)とは、端材や残反、

古着(含む家庭内のタンス在庫)、故繊維などを

使用し、リペア、リフォーム、リメイクの 3R

技術を駆使し、クリエイター達の手により、

服づくりのクオリティーを高めていくこと、

およびその活動をいいます。 

作品名  ネクタイリメイク 
氏 名  和田 茉里奈 
学校名  岐阜県 美濃加茂市立東中学校 
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