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News Release 

第 41 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」～ 

2021 年 2 月 24 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 41 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４１

５校、２,４８２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「パッチワークスカート＆

リバーシブル帽子」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 管 ひなた(かん ひなた)さん 

河北町立谷地南部小学校(山形県) 

パッチワークスカート 

＆リバーシブル帽子 

中学生の部 

小物・インテリア作品部門 

𡧃佐美 愛咲美(うさみ あさみ)さん 

八代市立千丁中学校(熊本県) 

「熊本の復興を願って」 

熊本城のタペストリー 

肥後六花のバッグとブックカバー 

中学生の部 

衣服作品部門 

中村 珠璃(なかむら しゅり)さん 

唄 悠埜(ばい ゆうや)さん 

大川 明日香(おおかわ あすか)さん 

図師 花奈保(ずし かなほ)さん 

大阪市立高倉中学校(大阪府) 

グレンチェック生地の 

着回しできるセットアップ 

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、１

都２府７県に非常事態宣言が発出されているところでありますの

で、今回は本年３月６日にオンラインにて表彰式を行うことといた

しました。 

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 

小物・インテリア作品部門 

田場 旭(たば あさひ)さん 

沖縄カトリック高等学校(沖縄県) 

テーブルクロス・ティーコゼー 

高校生の部 

衣服作品部門 

田口 碧(たぐち あおい)さん 

埼玉県立鴻巣女子高等学校(埼玉県) 

花の平安女子 

文部科学大臣賞 

小学校の部 ひたちなか市立田彦小学校(茨城県) 

中学校の部 旭川市立東明中学校(北海道) 

高等学校の部 甲南女子中高等学校(兵庫県) 

特別賞 

全国ミシン商工業協同組合

連合会 技術賞 

渡辺 舞(わたなべ まい)さん 

東広島市立福富中学校(広島県) 

布絵本「ヘンゼルとグレーテル」 

 

２．第 41 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 41 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」936 点

から１点、「中学生の部：小物・インテリア作品部門」852 点から１点、「中学生の部：衣服作品部門」149

点から１点、「高校生の部：小物・インテリア作品部門」149 点から１点、「高校生の部：衣服作品部門」

140 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 161 校から１校、高等学校 63 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 41 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） 
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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 

  経済産業大臣賞の展示 

   展示会名：2021 日本ホビーショー  

    会  期：2021 年 4 月 27 日(火)～4月 29 日(木・祝)10:00～17:00 

    会  場：東京ビッグサイト（東京国際展示場）青海展示棟 

    小  間：ファッション WORLD 内 

 

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 41 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 41 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 

 

 

 

 

 

 



 

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  https://jasma.or.jp/  

＜主な入選作品＞ 
経済産業大臣賞 

 

 

 

 

 

 

 

経済産業大臣賞 

 

 

小学生の部 

作品名  パッチワークスカート 

＆リバーシブル帽子 

氏 名  管 ひなた 
学校名  山形県 河北町立谷地南部小学校 

中学生の部 小物・インテリア作品部門 
作品名  「熊本の復興を願って」 

熊本城のタペストリー 
肥後六花のバッグとブックカバー 

氏 名  𡧃佐美 愛咲美 
学校名  熊本県 八代市立千丁中学校 

 

色とりどりの布をパッチワークした生地を使った帽子とス

カートのセットです。ミシンの縫い方やつなぎ合わせる布

の色、糸の色など全てにおいてよく工夫されていて、見て

いて明るい気持ちになる作品です。また、帽子はシックな

ネイビーとのリバーシブルになっており、気分に合わせて

違ったスタイルを楽しむことができます。スカートにも同

じネイビーが使われていることで、どちらのスタイルもオ

シャレに着こなせそうです。 

地震や豪雨災害により甚大な被害を受けた地元熊本の復

興を願い作られた、タペストリーとバッグ、ブックカバ

ーです。タペストリーは在りし日の熊本城の姿を表現し

ており、雄大にそびえる熊本城の姿が目に浮かびます。

バッグとブックカバーは熊本の花「肥後六花」をモチー

フにしており、花びらや花芯などがちりめん生地にミシ

ンのステッチを使って美しく表現されています。バッグ

とブックカバーは家族へのプレゼントということから、

故郷そして家族への思いが伝わってくる作品です。 
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経済産業大臣賞 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
経済産業大臣賞 

 

 

 

 

 

 

 
 

中学生の部 衣服作品部門 

作品名  グレンチェック生地の着回しできる 

セットアップ 

氏 名    中村 珠璃、唄 悠埜 

大川 明日香、図師 花奈保 

学校名  大阪府 大阪市立高倉中学校 

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・ティーコゼー 
氏 名  田場 旭 
学校名  沖縄県 沖縄カトリック高等学校 

黒と白のブラウスをジャンパースカートとパンツそれ

ぞれと合わせることで様々なスタイルが楽しめるセッ

トアップです。ジャンパースカートのフリル付けが難

しく何度もやり直したとのことですが、細部まで丁寧

に仕上がっています。また、ブラウスのフリルが取り

外しできるなど、細かい使い勝手にもこだわっていま

す。部活動の卒業製作としての取組みで、皆さんの協

力で作品が完成した時の達成感は格別だったことでし

ょう。 

銀河をイメージした家族団欒用のティータイム

セットです。様々な色合いの青を組み合わせたパ

ッチワークが非常に美しく神秘的に仕上がって

います。また、家族のメンバー一人一人をイメー

ジしてミシン刺繍で作った星や、波のようにタッ

クを取りながら入れられたステッチなども細部

まで丁寧に作られており、他にはないオリジナリ

ティーあふれる作品となっています。これからも

この作品が家族の団欒に寄り添ってくれること

と思います。 
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経済産業大臣賞 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別賞 
全国ミシン商工業協同組合連合会技術賞 

 

  
 

高校生の部 衣服作品部門 

作品名  花の平安女子 

氏 名  田口 碧 

学校名  埼玉県 埼玉県立鴻巣女子高等学校 

作品名  布絵本「ヘンゼルとグレーテル」 
氏 名  渡辺 舞 
学校名  広島県 東広島市立福富中学校 
 

かぐや姫をイメージした十二単の作品です。十二単の

構造をよく調査し丁寧な縫製で再現しているだけでな

く、簡単に着られるよう配慮されており、圧巻の仕上

がりとなっています。布の色や柄などは花が咲き乱れ

ているようで、平安貴族の優雅な生活が目に浮かびま

す。十二単ということで枚数も多く大変だったと思い

ますが、実際に結婚式などで着用しても申し分ないほ

ど細部まで完成度の高い作品です。 

童話「ヘンゼルとグレーテル」の大きな布絵本です。

絵本の中の石、木、お菓子の家などが様々な色合い・

柄の生地をジグザグに縫い合わせてうまく表現されて

おり、迫力満点の仕上がりです。お話の文章もすべて

ミシンの文字刺繍で書かれています。ミシンの多様な

機能の使い方に新しい発見がたくさんある作品です。 


