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News Release 

第 40 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」～ 

2020 年 2 月 26 日 
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 40 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４５

９校、３１６１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「ドレス」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 飛田 紫緒里(とびた しおり)さん 

我孫子市立我孫子第三小学校(千葉県) 

ドレス 

中学生の部 

小物・インテリア作品部門 

佐藤 りいら(さとう りいら)さん 

沖縄カトリック中学校(沖縄県) 

アドベントカレンダー、靴下、

テディベア、聖家族スタンド 

中学生の部 

衣服作品部門 

樋口 茉莉(ひぐち まり)さん 

上田市立塩田中学校(長野県) 

ジャケット with 秋服 

高校生の部 

小物・インテリア作品部門 

今井 麗(いまい うらら)さん 

沖縄カトリック高等学校(沖縄県) 

家族のピクニックセット 

報道関係の皆様へ 
例年、上位入賞者をお招きして表彰式を開催しておりましたが、

昨今のコロナウイルスの影響が終息を見通せない中で、止むを得

ず中止の判断をさせて頂きました。 

中止に伴い、３月上旬に当工業会ホームページにおいて入選作品

の発表を行うとともに、受賞者在籍校宛に第 40 回ホームソーイン

グ小・中・高校生作品コンクールの表彰式概要冊子、入選作品一

覧表、写真集、賞状、副賞を順次お送りすることといたします。 

報道関係各位には作品コンクールに関する記事を紙面で取り上げ

て下さるようお願いいたします。 

また、学校関係者への取材をご希望される際は、問い合わせ先ま

で、事前にご連絡をお願い致します。 
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高校生の部 

衣服作品部門 

小堀 礼旺(こぼり れおう)さん 

学校法人石川学園 

 横浜デザイン学院(神奈川県) 

ミルフィーユコート 

文部科学大臣賞 

小学校の部 日高市立高麗川小学校(埼玉県) 

中学校の部 飯田市立緑ヶ丘中学校(長野県) 

高等学校の部 愛知県立新城高等学校(愛知県) 

特別賞 

全国ミシン商工業協同組合

連合会 技術賞 

外間 玲美(ほかま たまみ)さん 

今井 麗(いまい うらら)さん 

盛山 優音(もりやま ゆうね)さん 

沖縄カトリック高等学校(沖縄県) 

タペストリー 

２．第 40 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 40 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」1,396

点から１点、「中学生の部：小物・インテリア作品部門」822 点から１点、「中学生の部：衣服作品部門」

230 点から１点、「高校生の部：小物・インテリア作品部門」178 点から１点、「高校生の部：衣服作品部

門」136 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 191 校から１校、中学校 192 校から１校、高等学校 76 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点を選考しています。 

 ※詳細は、別紙「第 40 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 
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 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、株式会社フジックス 

 協力会員：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．表彰式後の上位入賞作品展示のお知らせ 

  ①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の展示 

   展示会名：2020 日本ホビーショー  

    会  期：2020 年 4 月 28 日(火)～4月 30 日(木)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）西展示棟 

    小  間：ファッションワールド内 

  ②経済産業大臣賞の展示 

   展示会名：JIAM2020 OSAKA（国際アパレル機器＆繊維産業見本市）  

    会  期：2020 年 5 月 20 日(水)～5月 23 日(土)10:00～17:00(最終日は 16:00 まで) 

    会  場：インテックス大阪 

    小  間：４号館（ホームソーイングゾーン） 

 

５．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 https://jasma.or.jp 

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

 

６．関係資料一覧 

  ・第 40 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 40 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 
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＜主な入選作品＞ 
経済産業大臣賞 

  

 

 

 

チョコレート柄のプリント生地を使ったジャンパース

カート、ブラウス、パニエ、スカートの上に纏う金色で

縁取られたレースの４点です。スカートの上に纏ったレ

ースと同じレースをフリル状に胸元から襟にかけてあ

しらうことで一体感が生まれ、華やかなドレスになって

います。バッグスタイルも背中の交差したリボンがアク

セントになっており、上に纏うレースの後ろを長くする

事で、前と後ろのスカート長さが変わり、変化を付けて

います。ブラウスの襟のギャザーやスカートの裾のレー

スの縁取り等、細かい所もしっかり縫えており、素晴ら

しい作品です。 
 
 
経済産業大臣賞  
 

 

 

 

 

 

家族と迎えるクリスマスの為の作品で、アドベントカレ

ンダー、靴下（4 点）、テディベア、聖家族スタンドで

す。特にアドベントカレンダーのタペストリーは大作で

す。スパンコールの付いた大きなツリーの下には 24 の

ポケットがあり、手作りの小さなぬいぐるみが入るよう

になっていて、クリスマスまでの日々を楽しく過ごすこ

とが出来ます。家族分の靴下とテディベアにも刺繍が施

され、家族への思いに溢れた作品です。 

 
 
 

小学生の部 

作品名  ドレス 
氏 名  飛田 紫緒里 
学校名  千葉県 我孫子市立我孫子第三小学校 

中学生の部 小物・インテリア作品部門 

作品名  アドベントカレンダー、靴下、 

テディベア、聖家族スタンド 
氏 名  佐藤 りいら 
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 

 
 
 
 

革ジャケットとカットソー、パンツの 3 点です。ジャケッ

トは裏地を付けて縫い代が見えない様にし、また左右にポ

ケットを付けて小さな物が入るようにしました。難しい革

のライダースジャケットに挑戦した作品で、裏地まで付け

てあり、中学生が制作したとは思えない素晴らしい出来栄

えです。秋色のパンツと合わせて、とてもカッコイイ作品

に仕上がっています。 

 

 

 

 

 
 
経済産業大臣賞 

 

 

 

 

ランチバッグ、お重入れ（2 点）、ボトル入れ、敷物の 5

点です。全ての作品を自宅にある材料を用いて制作しま

した。ランチバッグやお重入れの中には、小物類や保冷

剤を入れる為のポケットを付け、使い勝手が良いように

工夫しました。敷物のデザインはお重入れの底とおそろ

いで、角に付けたデニムの裾はお弁当の包みやナフキン

等を入れられるようになっています。配色やデザインも

素晴らしい統一感のある作品です 

 
 
 
 
 
 

中学生の部 衣服作品部門 

作品名  ジャケット with 秋服 
氏 名  樋口 茉莉 
学校名  長野県 上田市立塩田中学校 

高校生の部 小物・インテリア作品部門 

作品名  家族のピクニックセット 
氏 名  今井 麗 
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 
 

 

 

 

 

ボリュームのあるぺプラムを折り合わせるように三層に

施したドレスコートです。ぺプラムは二重仕立てにして

繋ぎ合わせており、ジャケット部分は体の曲線に沿うよ

うに立体裁断で、作り上げました。大変手間のかかる作

業とこれだけの量の生地を扱い、綺麗に仕上げるのは大

変だったと思います。シルエットにこだわって作り上げ

た見事な作品です。 

 

 

 

 

 

 

特別賞 
全国ミシン商工業協同組合連合会技術賞 
 

 
 

40 回目のコンクールを記念し、感謝の気持ちを込めてタ

ペストリーを制作しました。ミシンを主役に、正方形の

さまざまなモチーフのパーツを最後に繋ぎ合わせます。

繋ぎ合わせは１㎜の狂いも許されない難しい作業でした

が、3 名で役割分担し、協力して作りました。ミシンを

中心に様々なお裁縫道具が描かれ、ミシンへの愛情が伝

わる作品です。 

高校生の部 衣服作品部門 

作品名  ミルフィーユコート 
氏 名  小堀 礼旺 
学校名  神奈川県  

学校法人石川学園横浜デザイン学院 

作品名  タペストリー 
氏 名  外間 玲美、今井 麗、盛山 優音 
学校名  沖縄県 沖縄カトリック高等学校 
 


