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作品集

令和3年度

「家族の日」
作品コンクール



賞

写真は、募集テーマごとに、最優秀賞1点、優秀賞５点以内
いずれも内閣府特命担当大臣(少子化対策)表彰

審査員

足立 寛（カメラマン）

光畑 由佳（有限会社モーハウス代表取締役、NPO法人子連れスタイル推進協会代表理事）

渡部 陽一（カメラマン） （※ 敬称略、50音順）
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応募概要

　このコンクールは、「家族の日」「家族の

週間」の啓発活動の一環として、子育てを

支える家族や地域の大切さに関する写真を

公募し、優秀な作品を表彰することにより、

家族や地域の大切さに対する理解と関心を

高めることを目的としています。

「家族の日」作品コンクールの概要

日本国内に在住する者

①家族の絆　②地域の絆テーマ

応募資格

審査方法

・自分の思いを十分に表現できている。
・見る人を引き付ける魅力を備えている。

表現力

・作者独自の家族観・地域観がうかがえる。
・作品のオリジナリティが伝わってくる。

独自性

・募集テーマ「家族の絆」「地域の絆」に則している。テーマ性

審査基準

審査基準に基づき、予備審査を行い、選出された作品について、３名の審査員により加点方式の
審査を行いました。その後、審査委員会で採点結果をもとに審査を行いました。

令和3年8月11日（水）～9月30日（木）

応募専用サイトからの応募

3,429点

募集期間

応募方法

募集結果

21

　子供と子育てを応援する社会の実現の

ためには、子供を大切にし、社会全体で

子育てを支え、個人の希望がかなえられる

バランスの取れた総合的な子育て支援を

推進していく必要があります。

内閣府では、「家族の日」「家族の週間」を

中心として、生命を次代に伝え育んでいく

ことや、子育てを支える家族と地域の大切

さが国民一人一人に再認識されるよう呼び

掛けています。

「家族の日」「家族の週間」の概要

「家族の日」・・・・・11月21日(日) 
　　　　　　　　　　　　　　　　　 <11月の第3日曜日>

「家族の週間」・・・11月14日(日)～27日(土) 
　　　　　　　　　　　　　　　　　 <家族の日の前後各1週間>

令和3年度



最 優 秀 賞

「ザ・エンジョイ！！」
大分県　伊東 歩さん

秋の草原で心も体も大解放！誰が1番ハイジャンプかな？

●足立委員
草原での伸びやかなジャンプをしている様子が、家族間の喜びを表していますね。どんな喜びや楽しさがあったのか
なぁと写真を見て想像したくなる雰囲気です。大空に向かう一瞬の表現が素晴らしい。
●光畑委員
自然の中で、思い切りジャンプ。皆が飛び上がった瞬間をみごとに捉えています。家族ひとりひとりが生き生きしていて、
とくに指揮をするような手前の男の子の何とも言えない表情に惹かれます。いちばん高くジャンプしているのはお母さん
でしょうか。仲の良い一家の様子がうかがわれます。
●渡部委員
見事な構図！ジャンプする瞬間を的確に捉えるのは難しい撮影技術です。まさにあっぱれな一枚！

　　いとう　　 あゆむ

秋の草原で心も体も大解放！誰が1番ハイジャンプかな？

作品のエピソード

家族の絆テーマ
1

3 4

優 秀 賞

作品のエピソード

じいじが突然この世から旅だって約1年。偶然
大集合した週末。突然に始まった、ばあばを
囲んでの孫１０人との背比べ。孫の１人は、夢の
中でしたが、久々の満面の笑みに微笑ましく
感じた日でした。

「ばあばはどこでしょう？」
福島県　加藤 早織さん

  かとう　　 さおり

●足立委員
春の暖かい日の公園でのひと時で「赤ちゃんのググット目標に向かう」感じが表現されています。パパを見る子供の目と
無邪気さ、ママの幸せそうな笑顔、この一枚の写真に家族の絆を感じます。
●光畑委員
カメラを構えて二人を撮ろうと思ったパパに、はいはいで寄っていく赤ちゃん。ママとの距離感と、思い切り寄った赤ちゃんの
対比がとても印象深い写真です。赤ちゃんの「ちゅっ」という表情、こちら側にいるパパもたまらないでしょうね。

優 秀 賞

生まれて初めてのお花見。だけど、パパのほうが
気になるのか、覚えたてのハイハイでどんどん
近付いてきてしまいました。

「パパにちゅうー」
東京都　浅海 太郎さん

あさのみ　  たろう

審査員のコメント

●足立委員
お孫さん10人とは、微笑ましい様子が感じられる写真です。親御さんもお子さんが大きくなるまでが大変だったと思います。
また、おじいさん、おばあさんも一緒になってお孫さんのお世話をしたのでしょう。大家族は、楽しさや笑顔が「イッパイ」で
いいですね。おばあさんも入っての背比べは「Goodアイデア」ですね。
●渡部委員
クイズ形式の演出に思わず見入ってしまいました！ばあばを見つけるのは意外と難しい。写真の見せ方、楽しみ方にワクワク
しました。構図も見事です！

生まれて初めてのお花見。だけど、パパのほうが
気になるのか、覚えたてのハイハイでどんどん
近付いてきてしまいました。

東京都　浅海 太郎さん
あさのみ　  たろう

作品のエピソード

●足立委員
春の暖かい日の公園でのひと時で「赤ちゃんのググット目標に向かう」感じが表現されています。パパを見る子供の目と
無邪気さ、ママの幸せそうな笑顔、この一枚の写真に家族の絆を感じます。

審査員のコメント

●足立委員
草原での伸びやかなジャンプをしている様子が、家族間の喜びを表していますね。どんな喜びや楽しさがあったのか
なぁと写真を見て想像したくなる雰囲気です。大空に向かう一瞬の表現が素晴らしい。

秋の草原で心も体も大解放！誰が1番ハイジャンプかな？

審査員のコメント



●テーマは、子供のこと、家族のこと、地域のこと、そして将来のこと。このコン
　クールをきっかけに、夫婦で、親子で、家族や地域でいろいろなことを考えたり
　話し合ったりしてもらうことが目的です。

●応募作品の制作や鑑賞を通して、生命を次世代に伝え育んでいくことの尊さ、
　子育てを支える家族と地域の大切さを確かめ合ってみてはいかがでしょうか。

家族の絆テーマ
1

5 6

●光畑委員
どかっと座って一休みするおじいちゃんと、傘を差しだす男の子の、なんとも言えないいい笑顔。畑の緑と青い空、そして
二人の服の色。畑での一瞬のふれあいが、とても色鮮やかに映し出されています。
●渡部委員
写真の色合い、輝きを放つ青い空。色彩の力が溢れています。じいじの表情、お孫さんの笑顔も最高ですね！青い傘の配置が
絶妙です！

『よく来たな！』昭和14年生まれのとても厳しかった父。お盆
休み中、突然アパートの郵便受けに、子供へのお小遣いが。
後日、畑へ父を訪ねてゆくと、我が耕作地を見下ろせる所で
殿様のように腰かけ休んでいました。久しぶりで照れながら、
おどけて車にあった傘をさし駆け登り、おこづかいありが
とう！と伝えた孫に、ジィはニンマリ。末っ子の私にちょっ
ぴり甘かった父を思い出し、夏の夕暮れと共に懐かしく感じ
ました。

●足立委員
お母さんの大きなおなかを触って早く会いたいなぁ、見たいなぁ。弟かなぁ、妹かなぁ。。家族愛が感じられる一瞬ですね。
元気な赤ちゃんが無事に生まれてくることを願います。
●渡部委員
赤ちゃんがやってくる！お母さんに寄り添うお子さんたちの嬉しさと不思議さが絡み合った姿が素敵です！

●足立委員
コロナ禍で満足な面会が出来ない中で、看護師さんのはからいで、ガラス越しの面会。晴れ着姿のひ孫さんへの眼差しが、
とてもうれしそうな表情ですね。ひいおばあちゃんの「元気の源」になるでしょう。
●光畑委員
コロナ禍ならではの七五三。晴れ姿をひいおばあちゃんに見せに行った時の写真でしょうか。こんな時だからこそ、触れ
合いを大事にしたいと願うご家族、そして病院のやさしさが感じられる一枚です。早く良くなってほしいですね。

優 秀 賞

コロナで面会することが出来ない中、看護師
さんのはからいでドア越しに面会することが
できました。「ひぃばぁに、飴あげる!!」と手を
伸ばす息子です。

「七五三」
熊本県　辻 春菜さん

つじ　 はるな

優 秀 賞

「お小遣いのお礼に
 久しぶりの爺のもとへ」

新潟県　小島 苑子さん
  こじま　　そのこ

優 秀 賞

切迫早産で4ヶ月も子供達と離れ入院していま
したが、臨月で一時退院した時に記念に撮りま
した。久しぶりの再会に戸惑いながらも愛おし
くお腹を触ってくれました。

「おーい赤ちゃん」
京都府　堀出 桂さん

  ほりで　 けい

コロナで面会することが出来ない中、看護師
さんのはからいでドア越しに面会することが
できました。「ひぃばぁに、飴あげる!!」と手を

熊本県　辻 春菜さん
つじ　 はるな

作品のエピソード

●足立委員
コロナ禍で満足な面会が出来ない中で、看護師さんのはからいで、ガラス越しの面会。晴れ着姿のひ孫さんへの眼差しが、
とてもうれしそうな表情ですね。ひいおばあちゃんの「元気の源」になるでしょう。

審査員のコメント

『よく来たな！』昭和14年生まれのとても厳しかった父。お盆
休み中、突然アパートの郵便受けに、子供へのお小遣いが。
後日、畑へ父を訪ねてゆくと、我が耕作地を見下ろせる所で

新潟県　小島 苑子さん
  こじま　　そのこ

作品のエピソード

●光畑委員
どかっと座って一休みするおじいちゃんと、傘を差しだす男の子の、なんとも言えないいい笑顔。畑の緑と青い空、そして
二人の服の色。畑での一瞬のふれあいが、とても色鮮やかに映し出されています。

審査員のコメント

切迫早産で4ヶ月も子供達と離れ入院していま
したが、臨月で一時退院した時に記念に撮りま
した。久しぶりの再会に戸惑いながらも愛おし

京都府　堀出 桂さん
  ほりで　 けい

作品のエピソード

●足立委員
お母さんの大きなおなかを触って早く会いたいなぁ、見たいなぁ。弟かなぁ、妹かなぁ。。家族愛が感じられる一瞬ですね。
元気な赤ちゃんが無事に生まれてくることを願います。

審査員のコメント



8

最 優 秀 賞

「ふれあい」
広島県　村上 泉さん

　むらかみ　　 いずみ

7

地域の絆テーマ
2

●足立委員
運動会のマスゲームでのふれ合いの一時でしょうか。祖父母、父母、子供の三世代の一緒に会い交わることがだんだん
少なくなる時節、笑顔を絶やさない地域の集まりを大事にしている様子が伺えるいい写真ですね。
●光畑委員
子ども、大人、お年寄り、とさまざまな世代が入り混じっての運動会。参加者が皆楽しそうな表情で、こうした地域の関わりが
安全で居心地の良い街を作るんだろうなと思わせてくれます。

●足立委員
獅子舞に子供が噛まれると頭が良くなるという言い伝えもあるようです。理解していない子供にとっては怖いもので泣くのも
無理もありませんね。この写真を見るたびに良い思い出になるでしょう。
●渡部委員
男の子の表情！お母さんに抱かれていても怖くてたまらなかったんですね！獅子舞に噛まれる恐怖は誰しも記憶にあると
思います。まさに日本の伝統ここにありですね！

優 秀 賞

世代間ふれあい運動会の地域住民による交流
の場で、笑顔や笑い声が聞こえてくる、そんな
安全で住みよい心豊かな町に成ってほしいと
思いました。

「三世代笑顔でふれあい」
兵庫県　明野 敏行さん

 あけの　  としゆき

優 秀 賞

2年前に地域のお祭りに参加しました。笛や太鼓の
音が聞こえ獅子の姿が見えたとたん逃げようとする
息子を必死に抱きかかえ、獅子に頭を噛んでもらった
1枚です。去年、一昨年とお祭りは中止になりました
が、『もう獅子なんて怖くない』と言う5才になった息
子と、お祭りに行ける日が楽しみです。

「獅子が来た！」
岐阜県　上原 さゆりさん

 うえはら

狐の嫁入りのパレードで子ギツネとおじいちゃんおばあちゃんのふれあいです。とても素敵な
ひとときです。
狐の嫁入りのパレードで子ギツネとおじいちゃんおばあちゃんのふれあいです。とても素敵な

作品のエピソード

●足立委員
狐の嫁入りのパレードお祭りで子ギツネの衣装を纏った子供を迎え入れる人々の優しさと、子供とのふれあいを大事に
している気持ちを表していますね。楽しさの中であってもいい緊張感も感じられる一時ですね。
●光畑委員
華やかなお祭りの装束をつけて、すました女の子たちと、地域の方 と々のふれあい。場所は商店街でしょうか、多世代に
とってとても良い場であることも思い出させてくれる一枚です。
●渡部委員
楽しくも緊張感が伝わる子供たちの表情に惹きつけられました。ご高齢の方々にとっての安らぎ、子供たちの忘れられ
ない体験。地域のつながりが詰まった作品です！

ひとときです。
狐の嫁入りのパレードで子ギツネとおじいちゃんおばあちゃんのふれあいです。とても素敵な
ひとときです。

●足立委員
狐の嫁入りのパレードお祭りで子ギツネの衣装を纏った子供を迎え入れる人々の優しさと、子供とのふれあいを大事に
している気持ちを表していますね。楽しさの中であってもいい緊張感も感じられる一時ですね。

審査員のコメント

世代間ふれあい運動会の地域住民による交流
の場で、笑顔や笑い声が聞こえてくる、そんな
安全で住みよい心豊かな町に成ってほしいと

兵庫県　明野 敏行さん
 あけの　  としゆき

作品のエピソード

●足立委員
運動会のマスゲームでのふれ合いの一時でしょうか。祖父母、父母、子供の三世代の一緒に会い交わることがだんだん
少なくなる時節、笑顔を絶やさない地域の集まりを大事にしている様子が伺えるいい写真ですね。

審査員のコメント

2年前に地域のお祭りに参加しました。笛や太鼓の
音が聞こえ獅子の姿が見えたとたん逃げようとする
息子を必死に抱きかかえ、獅子に頭を噛んでもらった

岐阜県　上原 さゆりさん
うえはら

作品のエピソード

●足立委員
獅子舞に子供が噛まれると頭が良くなるという言い伝えもあるようです。理解していない子供にとっては怖いもので泣くのも
無理もありませんね。この写真を見るたびに良い思い出になるでしょう。

審査員のコメント



地域の絆テーマ
2

●光畑委員
それぞれの赤ちゃんの後ろにいるママたちが、他の人たちと触れ合えて笑顔でいる様子が思い浮かびます。母子が集まる
機会を作った助産院の取組みにも拍手。
●渡部委員
赤ちゃん全員集合！表情、眼差し、みんなで輪を描いたシルエット、可愛らしさ全開ですね！写真には写っていなくても
赤ちゃんを見守るお母さんたちの暖かさが伝わって来ました。

9 10

●光畑委員
後ろのお父さんたちが作ってくれたのでしょうか、長い竹を使った本格的な流しそうめん。ご近所の方 と々の交流の機会
ですね。黄色の服の女の子の本当にうれしそうな笑顔が印象的です。
●渡部委員
誰しもが憧れる竹を使った流しそうめん！まさに日本の伝統グルメ！作品の奥行きもあり子供たちの自然な表情を上手に
捉えていますね。

優 秀 賞

赤ちゃん育児専門の助産院主催クラスで撮りま
した。手をつないでいる子もいて、まるで声が
聞こえてきそう！うまれてはじめての集合写真
です。

「はじめての集合写真」
埼玉県　直井 亜紀さん

  なおい　　 あき

優 秀 賞

夏祭りの「お囃子踊り」で語りかけるように踊る
人と、舞台を囲んで見つめる子供たち。こうした
ふれあいが、豊かで住みよい地域環境をつくる
原動力になっている。

「ふれあい」
千葉県　黒須 俊夫さん

  くろす　　としお

優 秀 賞

何か楽しいことができないか？で、ご近所同士で
そうめん流しをしたときの写真です。たまたま
遭遇した私達家族にも声をかけてくれて、みん
なで笑い合いながら楽しみました。

「なかよしご近所、並んで流し素麺！」

福岡県　森﨑 綾奈さん
 もりさき　  あやな

夏祭りの「お囃子踊り」で語りかけるように踊る
人と、舞台を囲んで見つめる子供たち。こうした
ふれあいが、豊かで住みよい地域環境をつくる

千葉県　黒須 俊夫さん
  くろす　　としお

作品のエピソード

赤ちゃん育児専門の助産院主催クラスで撮りま
した。手をつないでいる子もいて、まるで声が
聞こえてきそう！うまれてはじめての集合写真

埼玉県　直井 亜紀さん
  なおい　　 あき

作品のエピソード

●光畑委員
それぞれの赤ちゃんの後ろにいるママたちが、他の人たちと触れ合えて笑顔でいる様子が思い浮かびます。母子が集まる
機会を作った助産院の取組みにも拍手。

審査員のコメント

何か楽しいことができないか？で、
そうめん流しをしたときの写真です。たまたま
遭遇した私達家族にも声をかけてくれて、みん

福岡県　森﨑 綾奈さん
 もりさき　  あやな

作品のエピソード

●光畑委員
後ろのお父さんたちが作ってくれたのでしょうか、長い竹を使った本格的な流しそうめん。ご近所の方 と々の交流の機会
ですね。黄色の服の女の子の本当にうれしそうな笑顔が印象的です。

審査員のコメント

●足立委員
子供たちの興味津々の眼差しで見る郷土芸能との触れあいは、地域との繋がりを大切にしている様子が感じられます。
一つ一つの事柄が子供たちの人間形成に役立つと思います。
●渡部委員
舞台を取り囲む子供たちの一心不乱な姿勢に惹き込まれました。興味と不思議さに溢れる後ろ姿が作品の魅力ですね。
まさに背中は語るです！

●足立委員
子供たちの興味津々の眼差しで見る郷土芸能との触れあいは、地域との繋がりを大切にしている様子が感じられます。
一つ一つの事柄が子供たちの人間形成に役立つと思います。

審査員のコメント




