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News Release 
第第第第 35回回回回ホームソーイングホームソーイングホームソーイングホームソーイング小小小小････中中中中････高校生作品高校生作品高校生作品高校生作品コンクールコンクールコンクールコンクール受賞者受賞者受賞者受賞者をををを発表発表発表発表 

～～～～全国全国全国全国のののの小中高校生小中高校生小中高校生小中高校生がががが「「「「ミシンをミシンをミシンをミシンを使使使使ったものづくりにったものづくりにったものづくりにったものづくりに挑戦挑戦挑戦挑戦」」」」～～～～ 

2015 年 2 月 26 日 
 

一般社団法人日本縫製機械工業会 
会長 中村 和之 

 
 一般社団法人日本縫製機械工業会は、第 35 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(高学年)・中学校・高等学校の生徒の皆様に、もの作りの楽しさを

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５２６校、４２

３３点の応募があり、経済産業大臣賞・作品名「３姉妹ハッピィ服」などの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 冨澤 心(とみざわ こころ)さん 

倉敷市立中庄小学校  

３姉妹ハッピィ服 

中学生の部 

小物・インテリア作品部門 

落合 七望(おちあい ななみ)さん 

呉市立広中央中学校  

タペストリー 絆 ピース＆フレンド 

中学生の部 

衣服作品部門 

堀田 梨菜(ほりた りな)さん 

豊田市立前林中学校  

ブラウス＆スカート 

高校生の部 

小物・インテリア作品部門 

小島 麻衣(こじま まい)さん 

名古屋市立桜台高等学校  

天気 

高校生の部 

衣服作品部門 

比氣 直子(ひき なおこ)さん 

千葉県立佐倉東高等学校  

テーラードスーツ・帽子 

 

文部科学大臣賞 

小学校の部 秦野市立本町小学校(神奈川県) 

中学校の部 磐田市立城山中学校(静岡県) 

高等学校の部 千葉県立佐倉東高等学校(千葉県) 
  

特別賞 

全国ミシン商工業協同組

合連合会 技術賞 

盛 ちはる(さかり ちはる)さん 

師友塾高等学校 

雪の女王 

リクチュール賞 後藤 菜々美(ごとう ななみ)さん 

美濃加茂市立東中学校 

あら、できちゃった!!エコネコバッグ 

1 



 

一般社団法人日本縫製機械工業会一般社団法人日本縫製機械工業会一般社団法人日本縫製機械工業会一般社団法人日本縫製機械工業会 (JASMA) 事務局事務局事務局事務局  
〒〒〒〒105-0004    東京都港区新橋東京都港区新橋東京都港区新橋東京都港区新橋 5-25-3    第第第第２２２２一松一松一松一松ビルビルビルビル 2 階階階階 
TEL: 03-6435-8190  FAX: 03-6435-8192  E-mail: info@jasma.or.jp  http://jasma.or.jp/            

 
２．第 35 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 35 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、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」、「中

学生の部：小物・インテリア作品部門」、「中学生の部：衣服作品部門」、「高校生の部：小物・インテリア

作品部門」、「高校生の部：衣服作品部門」からそれぞれ１点を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、中学校、高等学校から各１校をホームソー

イング振興最優秀校賞として選考し、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を選考しています。 
 ※詳細は、別紙「第 35 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、ハッピー工業株式会社、ブラザー工業株式会

社 

 

４．表彰式のお知らせ 

  ３月７日(土)13 時 30 分から日本工業倶楽部において、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。 

 

５．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

賞は 2015日本ホビーショーにおいて、一般社団法人日本縫製機械工業会のブース内に展示致します。

皆様のご来場をお待ちしております。 

  展示会名：2015日本ホビーショー  
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  会  期：2015年 4 月 23日(木)～4月 25日(土)10:00～17:00 

  会  場：東京ビッグサイト（東京国際展示場）東展示棟 

  小間番号：７２２（ファブリック・ソーイングワールド） 

 

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 35 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 35 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜＜＜＜主主主主なななな入選作品入選作品入選作品入選作品＞＞＞＞ 
経済産業大臣賞経済産業大臣賞経済産業大臣賞経済産業大臣賞 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  

爽やかなオックスフォード生地をベースに、水玉や花柄の生地、サテンリボンなどを

組み合わせ、3 姉妹用の 5 着を作りました。共通の生地や素材を用いながらも、5 着

それぞれを違うデザインとしたセンスが大変素晴らしいです。ポケットの裏地や袖ぐ

りのバイアスには花柄の布を統一して使ったり、縫い合わせ部分にジグザグミシンを

使ったりするなど、細かい部分にもこだわりが見られ、楽しんで製作に取り組んだ様

報道関係報道関係報道関係報道関係のののの皆様皆様皆様皆様へへへへ 

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。報道関係者様用の取材証を用意

させて頂きます。 

小学生の部 
作品名  ３姉妹ハッピィ服 
氏 名  冨澤 心 
学校名  岡山県 倉敷市立中庄小学校 
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子がうかがえます。また縫い代はロックミシンで処理し、見えないところも丁寧に仕

上げています。ステッチもとても綺麗です。妹さん用の服に施したクマの形のポケッ

トが可愛らしく、３姉妹お揃いでお出かけするのが楽しみですね。 
 
経済産業大臣賞経済産業大臣賞経済産業大臣賞経済産業大臣賞  

 
世界の人々をパッチワークで作り、笑顔がたくさんのタペストリーにしました。パーツ

に合わせた生地・柄を選び、糸の色やステッチの種類を工夫して使い、それぞれが特徴

的に表現されています。また綿を入れたり、毛糸・ビーズ・スパンコール・ファスナー

などの素材を上手に使うことで立体的な仕上がりとなりました。それぞれのパッチワー

クの周囲は、曲線で難しい部分も様々なミシンステッチを駆使し、ゆがみやツレなく丁

寧に縫えています。色彩豊かな服をまとう表情豊かな人々のデザインや遠近感のある構

図も素晴らしく、配色明るく見る人の目を楽しませてくれる大作となりました。握手を

する２つの手と笑顔あふれる人々の表情に世界の平和を願う気持ちが溢れています。 
 
経済産業大臣賞経済産業大臣賞経済産業大臣賞経済産業大臣賞 

 
ブルーのブラウスと赤のギンガムチェックのスカートの組み合わせが若者らしく爽や

かな印象です。ブラウスのヨークに施された花柄レースはひと際目を引き、シンプル

なブラウスに上品さをプラスしています。シャンブレー生地とレースの難しい異素材

の縫い合わせですが、ツレやヨレがなくステッチも大変綺麗で素晴らしいです。また

中学生の部 小物・インテリア作品部門 
作品名  タペストリー 絆 ピース&フレンド 
氏 名  落合 七望 
学校名  広島県 呉市立広中央中学校 

中学生の部 衣服作品部門 
作品名  ブラウス&スカート 
氏 名  堀田 梨菜 
学校名  愛知県 豊田市立前林中学校 
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台襟やボタンホールも上手に出来ていて、特に袖部分のカフ・剣ボロは本格的で見事

な出来栄えです。生地が重なる厚手の部分も真っ直ぐ丁寧に縫えています。身頃には

ダーツを施し立体的で綺麗なラインです。2段切り替えのギャザースカートには切り替

え部分と裾にレースを施し、共布でリボンの飾りを付け、女の子らしい作品に仕上げ

ました。 
 

経済産業大臣賞経済産業大臣賞経済産業大臣賞経済産業大臣賞 

  

太陽や雲、虹や雪だるまのモチーフをそれぞれ縫い重ねて１つのタペストリーとし

た、アイデア性に優れたユニークな作品です。モチーフを縁取っているパイピング

がそれぞれを効果的に際立たせています。パッチワークの色使いや柄選びのセンス

が大変素晴らしく、同じ雲でも寒色・暖色をうまく使い分けるなどし、様々な天気

を見事に表現しています。また毛糸やレース、ボタンなどの素材も上手に使い立体

的な仕上がりとなっています。配色良くまとまっていて、部屋に飾ればとても素敵

なインテリアとなることでしょう。 
 

経済産業大臣賞経済産業大臣賞経済産業大臣賞経済産業大臣賞 

 

高校生の部 小物・インテリア作品部門 
作品名  天気 
氏 名  小島 麻衣 
学校名  愛知県 名古屋市立桜台高等学校 

高校生の部 衣服作品部門 
作品名  テーラードスーツ・帽子 
氏 名  比氣 直子 
学校名  千葉県 千葉県立佐倉東高等学校 
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やや厚手の織り生地を使って製作したテーラードスーツです。ハーフ丈のパンツがカジ

ュアルな印象ながら、ジャケット・パンツともに総裏仕立てでジャケット裏地には、き

せをかけるなど細部まで丁寧に作った本格的なテーラードスーツです。端処理やステッ

チがとても綺麗で、フラップポケット、肩パッド、力ボタン、袖ぐりの星止め、袖の明

き見せなども縫製の基礎に忠実に施され大変完成度の高い仕上がりとなっています。黒

一色のセットスーツですが、付属の帽子は幅広のサテンリボンがアクセントとなってい

て上品な可愛らしさをプラスしています。 
 

特別賞特別賞特別賞特別賞 

全国全国全国全国ミシンミシンミシンミシン商工業協同組合連合会技術賞商工業協同組合連合会技術賞商工業協同組合連合会技術賞商工業協同組合連合会技術賞 

 

大流行の「アナと雪の女王」をテーマに独自のデザインで製作しました。ゴージャス

なロングスカートは、サテンやオーガンジーなどを４重に重ねて濃淡のグラデーショ

ンをうまく出し、美しい透明感のある青を表現しています。トップのオーガンジーは

小さなスタッズやラインストーンがちりばめられていて舞い散る雪のようです。裾は

全て三つ巻き縫いで始末し、縫い代はロックミシンで処理していますが、４重にも重

なるロングスカートは大変な苦労だったことでしょう。チュール地のベールにはミシ

ンで雪の模様を施すなど、細かいところまでミシンをふんだんに使って仕上げていま

す。雪の結晶を表現した胸の飾りやウエストのドレープ、首から肩にかかるキラキラ

のネックレスが華やかさを増し、雪の女王のイメージにぴったりの見事なドレスです。 
 

作品名  雪の女王 
氏 名  盛 ちはる 
学校名  広島県 師友塾高等学校 
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特別賞特別賞特別賞特別賞 

リクチュールリクチュールリクチュールリクチュール賞賞賞賞 

 

家にある端切れや家族の古着などを使って学校に持って行けるバッグを作りました。生

地の色や柄を上手に使い、バッグ全体に施した可愛らしい図柄は表と裏でデザインを変

え丁寧にパッチワークしています。全体にキルト芯を入れ、バッグ上部にはパイピング

をするなど型崩れしにくい工夫も施されています。持ち手は布に綿を挟み込みループ状

にしたものを複数作り、それらを三つ編みにするという大変面白い方法で作ってあり、

持ち心地が良く見た目にもおしゃれです。多種の布を使いながらも目的に合った素材の

選択がうまく、丈夫に出来ているので、重たい本もたっぷり入りますね。 
 

 

作品名  あら、できちゃった!!エコネコバッグ 
氏 名  後藤 菜々美 
学校名  岐阜県 美濃加茂市立東中学校 
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