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News Release 

第 36 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」～ 

2016 年 2 月 

 

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 36 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５９２校、４２

８３点の応募があり、経済産業大臣賞・作品名「俺のナルト」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 吉田 遥希(よしだ はるき)さん 

倉敷市立万寿東小学校  

俺のナルト 

中学生の部 

小物・インテリア作品部門 

外間 栄美(ほかま えいみ)さん 

沖縄カトリック中学校 

ベッドカバー、クッション、バッグ、

ハンガー 

中学生の部 

衣服作品部門 

村田 きらら(むらた きらら)さん 

神戸市立玉津中学校 

チョコレートの国にお呼ばれされて 

高校生の部 

小物・インテリア作品部門 

上江洲 まりの(うえず まりの)さん 

沖縄カトリック高等学校  

写真フレーム 

高校生の部 

衣服作品部門 

髙橋 伶弥(たかはし れみ)さん 

千葉県立佐倉東高等学校  

ノーカラージャケットスーツ 

 

文部科学大臣賞 

小学校の部 日立市立諏訪小学校(茨城県) 

中学校の部 山口大学教育学部附属山口中学校(山口県) 

高等学校の部 静岡県立浜松工業高等学校(静岡県) 
  

特別賞 

全国ミシン商工業協同組合

連合会 技術賞 

間島 みつき(まじま みつき)さん 

千葉県立八千代高等学校 

ノーカラージャケットスーツ 

リクチュール賞 所 美怜(ところ みれい)さん 

岐阜市立東長良中学校 

バッグ 
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２．第 36 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 36 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 36 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５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 

  ①経済産業大臣賞、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：JIAM2016 OSAKA －国際アパレル機器＆繊維産業見本市－ 
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    会  期：2016年 4月 6日(水)～4月 9日(土)10:00～17:00(最終日は 16:00まで) 

    会  場：インテックス大阪 ２号館(ホームソーイングゾーン) 

  ②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：2016日本ホビーショー  

    会  期：2016年 4月 28日(木)～4月 30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：ファブリック・ソーイングワールド内 

 

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 36 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 36 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。 

3 

mailto:info@jasma.or.jp
tel:03-6435-8190
http://jasma.or.jp/
http://jasma.or.jp/sakuhin.html


 

一般社団法人日本縫製機械工業会 (JASMA) 事務局  

〒105-0004 東京都港区新橋 5-25-3 第２一松ビル 2 階 

TEL: 03-6435-8190  FAX: 03-6435-8192  E-mail: info@jasma.or.jp  http://jasma.or.jp/      

＜主な入選作品＞ 

経済産業大臣賞 

 

 

 

 

 

「NARUTO」の顔を様々な色・柄・素材の布で忠

実に再現したタペストリーです。デニムの生地に、

文字部分はカラフルなボーダー、顔部分は黄色の

ギンガムチェック・水玉の布などでアップリケさ

れており、目や顔の輪郭・耳の形など、ジグザグ

ステッチを活用して上手に描かれています。首の

洋服部分にはファスナーを使用するなどとても立

体的で、今にもキャラクターが飛び出てきそうな

生き生きとした作品です。 

 

経済産業大臣賞  

 

 

 

 

 

 

すべてピンクを基調とした女の子らしい優しさ

を感じる作品です。様々な色・柄・素材をバラン

スよく使っていて、光沢のある糸や針の振り幅を

変えたりとミシンの機能を上手に活用していま

す。立体感を出すためにお花を別の布でパッチワ

ークしています。ビーズなどのノーションを活用

し、ベッドカバーには取り外しが可能なリボンが

２箇所に飾り付けてあったりとたくさんの工夫

がされています。キルティングの直線縫いやジグ

ザグステッチ、難しい円もきれいに描かれていて

大変素晴らしい作品です。 

 

 

小学生の部 

作品名  俺のナルト 

氏 名  吉田 遥希 

学校名  岡山県 倉敷市立万寿東小学校 

 

中学生の部 小物・インテリア作品部門 

作品名  ベッドカバー、クッション、バッグ、 

ハンガー 

氏 名  外間 栄美 

学校名  沖縄県 沖縄カトリック中学校 
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経済産業大臣賞 

 

 

 

 

 

作品名の通り、チョコレートをイメージして作られ

たドレスです。ドレスは、甘いチョコレートをイメ

ージし、濃淡のある２種類の茶系色のカーテン生地

を使用しており、ブラウスは、ブラックチョコレー

トをイメージし、黒色のサテン生地を使用していま

す。肩紐やスカートにあしらったレースや、綺麗に

縫製された胸元のリボン、ブラウスの裾のフリルが、

作品をより一層可愛らしくしています。ウエストに

は背中で結ぶ幅広のリボンがついていてオシャレ

な雰囲気も加わり、チョコレートの国にお呼ばれさ

れたら着て行くのにピッタリなドレスです。夢の世

界が想像できる作品です。 

 

経済産業大臣賞 

 

 

 

 

  

アメリカの祖父の想い出をフレームに表現し、

色々なカードや写真を入れられるように作ら

れた、とても想い出いっぱいで心温まる素敵な

タペストリーとなりました。ピンク・紫色の生

地に、カラフルな糸でジグザグステッチ・刺繍

などの機能を上手に使い、様々な柄・生地でお

花やペイズリーをデザインした作品です。縁の

部分はバイヤステープでパイピングされてい

て、曲線で難しい部分も歪みがないなど、一つ

一つをとても丁寧に仕上げています。 

 

 

中学生の部 衣服作品部門 

作品名  チョコレートの国にお呼ばれされて 

氏 名  村田 きらら 

学校名  兵庫県 神戸市立玉津中学校 

 

高校生の部 小物・インテリア作品部門 

作品名  写真フレーム 

氏 名  上江洲 まりの 

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 

 

 

 

 

 

赤と茶のチェック柄と赤色のツィード調生地で製作

したレトロな雰囲気のジャケットとスカートです。

ジャケットのボタン・ポケットの縁の部分や、スカ

ートのプリーツの間から見える赤色がとても可愛ら

しく、おしゃれな印象です。袖やポケットの部分な

ど難しいチェックの柄合わせもしっかり揃っており、

縫い目も大変きれいです。付属の帽子はハート形に

なっていて、形に沿ったステッチや縫い合わせがと

てもきれいで、裏地もしっかりしています。どの部

分も非常に丁寧な作業をして作り上げた素敵な作品

です。 

 

特別賞 

全国ミシン商工業協同組合連合会技術賞 

 

 

 

 

うすいピンクのツイード調の生地で、襟なしのジャ

ケットにふわりとしたスカートは、大人っぽさもあ

り可愛らしさもある上品なデザインのスーツに仕

上がっています。ハート型のパール調のボタンや、

ポケット回り、スカートの裾に共布で上手に施され

たフリルが女の子らしさを感じます。直線縫い、裏

地やボタンホールなどの細かい部分の縫製・処理が

丁寧に施されていて、縫製技術の高さがうかがえま

す。本格的な仕上がりで大変素晴らしい作品です。 

高校生の部 衣服作品部門 

作品名  ノーカラージャケットスーツ 

氏 名  髙橋 伶弥 

学校名  千葉県 千葉県立佐倉東高等学校 

 

作品名  ノーカラージャケットスーツ 

氏 名  間島 みつき 

学校名  千葉県 千葉県立八千代高等学校 
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特別賞 

リクチュール賞 

 

 

 

 

グリーンと赤のポップな色・柄の布を使い、

ひときわ目を惹くインパクトのあるとてもか

わいいスイカをイメージしたバッグです。ス

イカのしま模様は、カラフルな布と糸を使い

上手にジグザグ縫いでアップリケを施し、種

の部分は、黒い水玉や模様の入った布を活用

して表現してあり、とてもセンス良くデザイ

ンされている作品です。また、ファスナーも

きれいに付けられていて使い勝手がよく、裏

地がマリン柄など、見た目も楽しめる工夫が

されています。持ち歩くのが楽しくなるよう

なバッグです。 

 

 

作品名  バッグ 

氏 名  所 美怜 

学校名  岐阜県 岐阜市立東長良中学校 
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