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日本郵便株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長 髙橋 亨）は、先に募集しておりました「第

46 回手紙作文コンクール」の入賞者を発表いたします。 

 

 本コンクールは、手紙文化の振興を図るとともに、文章表現によるコミュニケーションを通じて心

豊かな子どもたちを育むことを主な目的として開催しております。 

 2013 年 6 月 3日（月）から同年 9月 24 日（火）まで作品を募集したところ、合計 80,144 点ものご

応募をいただきました。 

 

 なお、前回から設けている「暑中見舞い賞」は、今回、入賞作品「はがき作文部門」6名、「絵手紙

部門」4名の計 10 名の方が受賞しました。 

 

 

1 応募作品数 

（1）はがき作文部門 

区分 小学 1 年 小学 2 年 小学 3 年 小学 4 年 小学 5 年 小学 6 年 中学・高校 合計 

応募点数(点) 4,616 4,531 4,169 3,542 3,167 3,571 8,710 32,306 

 
神奈川県 169 144 139 129 155 147 361 1,244 

山梨県 37 16 38 23 10 24 5 153 

（2）絵手紙部門 

区分 幼児 小学１～３年 小学４～６年 中学・高校 合計 

応募点数(点) 2,169 18,607 16,482 10,580 47,838 

 
神奈川県 20 607 527 301 1,455 

山梨県 12 11 35 23 81 

   

第 46 回手紙作文コンクールの審査結果と入賞作品の公開 



 

2 入賞作品数 
 

賞 はがき作文部門 絵手紙部門 計 

文部科学大臣賞 7( 1) 3( 0) 10( 1) 

日本郵便賞 7( 1) 4( 0) 11( 1) 

金賞 14( 2) 12( 2) 26( 4) 

銀賞 28( 3) 20( 1) 48( 4) 

銅賞 56( 7) 40( 2) 96( 9) 

暑中見舞い賞 6( 0) 4( 0) 10( 0) 

計 118(14) 83( 5) 201(19) 
 

      ※（ ）内は南関東支社エリア入賞作品数です。 
 

 

 

3 入賞者及び審査員 

（1）入賞者（南関東支社エリア） 

   別紙のとおり 

（2）審査員（五十音順） 

  ア はがき作文部門 

五十井 美知子 日本国語教育学会事務局長 

入部 明子 つくば国際大学教授・大学図書館長 

大内 敏光 
日本国語教育学会常任理事、 

全国小学校国語教育研究会･東京都小学校国語教育研究会顧問 

甲斐 雄一郎 筑波大学 人間系教授 

苅谷 夏子 大村はま記念国語教育の会事務局長 

中山 厚子 

日本国語教育学会常任理事、 

大村はま記念国語教育の会常任理事、 

筑波大学附属小学校非常勤講師 

町田 守弘 早稲田大学 教育・総合科学学術院教授 

水戸部 修治 文部科学省 初等中等教育局 教育課程課教科調査官 

山下 健一郎 
日本郵便株式会社 郵便事業総本部 

営業本部 郵便事業部 切手･葉書室担当部長 
 

  イ 絵手紙部門 

鴫 剛 画家、元 女子美術大学･大学院教授 

島田 幸吉 日本絵手紙協会 顧問、国際書体検定協会理事長 

飛田 浩昭 青山学院 初等部元初等部長 

冨安 敬二 立教大学 文学部教授 

東良 雅人 文部科学省 初等中等教育局 教育課程課教科調査官 

三浦 史明 造形作家、東京都公立学校美術講師 

山下 健一郎 
日本郵便株式会社 郵便事業総本部 

営業本部 郵便事業部 切手･葉書室担当部長 

 

http://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2014/05_skanto/0203_01_02.pdf


 

4 入賞作品の公開 

  多くの方にご覧いただけるよう、日本郵便株式会社 Web サイト内手紙作文コンクールのページ

（http://www.post.japanpost.jp/contest_text/46/）において、2014 年 2 月下旬から入賞作品を 

掲載予定です。 

 

（参考） 第 46 回手紙作文コンクールの概要 

（1）主催 

   日本郵便株式会社 

（2）後援 

   文部科学省、社団法人全国学校図書館協議会、全国市町村教育委員会連合会、 

   全国連合小学校長会、全日本中学校長会、全国高等学校長協会、 

   日本私立小学校連合会、日本私立中学高等学校連合会 

（3）募集部門及び募集期間 

募集部門 募集期間 応募資格 

はがき作文部門 2013 年 6月 3 日（月）から 

同年 9月 24 日（火）まで 

小学生から高校生まで 

絵手紙部門 幼児から高校生まで 
 

 

以 上  

 

 

 

 

 

 

 

 

【報道関係の方のお問い合わせ先】 

日本郵便株式会社 南関東支社 支社長室 総務部（広報担当） 

電話：（直 通）045-228-2687 

 
【お客さまのお問い合わせ先】 

「第46回手紙作文コンクール」事務局 

  フリーダイヤル：0120-536-493 

※ 携帯電話からもご利用いただけます。 

※ 海外からは、+81-3-5935-8826をご利用ください。 

  受付時間：午前9時から午後5時まで（土日休日を除く） 

 


