
2010 年 12 月

報道関係各位

ビール酒造組合

日本洋酒酒造組合

ビール酒造組合（会長代表理事：寺坂史明）は、当組合の活動の一環として、国税庁、

文部科学省、厚生労働省など関係省庁および、全国養護教育連絡協議会、全国のＰＴＡ

等の団体のご後援をいただき、日本洋酒酒造組合との共催で「第 9 回 未成年者飲酒防止

ポスター・スローガン・学校賞 募集キャンペーン」を本年 6 月から 9 月末日まで実施いたし

ました。

今回は、全国の中学生・高校生から 7,846 点もの作品を応募いただき、選考委員会（審

査委員長：東ちづる氏）による厳正な審査の結果、中学校・高校のポスター部門、スローガ

ン部門から最優秀賞各 1 作品、優秀賞各 2 作品、佳作各 10 作品の計 52 作品と、学校賞

受賞中学校 1 校、高等学校１校を選出いたしました。

第一ホテルアネックス（東京）で行われた表彰式／2010 年 11 月 27 日(土)

第９回 未成年者飲酒防止
ポスター・スローガン・学校賞 募集キャンペーン

7,846 点の応募の中から
最優秀賞４作品と学校賞２校を決定！！



ビール酒造組合では、2002 年度から「未成年者飲酒防止ポスター・スローガン・学校賞 募集

キャンペーン」を実施しております。独創性に富んだ作品を制作することにより、未成年者自身が

飲酒防止に対する関心を高めるとともに、未成年者飲酒が及ぼす弊害に関する理解促進の一助

となると考えております。

なお、各部門の最優秀賞受賞者および学校賞の受賞校を対象とする表彰式を 2010 年 11 月

27 日（土）に第一ホテルアネックス（東京）にて開催しました。当日は、今回新たに審査委員長を務

められた東ちづるさんより、表彰状、副賞などが授与され、審査講評をいただきました。

当組合では、今後も本キャンペーンを引き続き実施し、未成年者飲酒防止活動を定着させて

いきたいと考えております。

■ 東ちづる 審査委員長のコメント

本日は受賞おめでとうございます。レベルが高かったので難しい審査となりましたが、楽しく審

査させていただきました。

ポスターはプロみたいに上手な作品で、全国に貼っていただきたいと思うくらいです。

スローガンは未成年者だけでなく、大人にも通用するスローガンです。このふたつのスローガン

を肝に銘じなければお酒に対して失礼だと思いました。

学校賞に関しては、学校をあげてこのような活動をされていることに頭が下がる思いです。

生産者の方々やわたしたち消費者など、みなさんのいい関係があってお酒は成り立っています。

心のこもったお酒に対して、私たちも心をこめて愛飲しなければならないと思います。

お酒で事件や事故を起こした人にインタビューをしたことがあります。その方たちは、お酒のル

ールに対して、無関心・無知・誤解をされている人たちでした。「どうして未成年は飲んではいけな

いか」ということは、法律で決まっているのはもちろんですが、どうして法律で決められているかを

理解することが大切です。みなさんは「未成年は飲むべきではない」ことをちゃんと理解しているこ

とが素晴らしいと思います。「未成年者飲酒防止ポスター・スローガン・学校賞 募集キャンペー

ン」をきっかけに学校やご家族で、お酒のルールへの理解を広げていただきたいです。

◇主催 ： ビール酒造組合
◇共催 ： 日本洋酒酒造組合
◇後援 ： 内閣府、警察庁、国税庁、文部科学省、厚生労働省、（社）全国高等学校ＰＴＡ連合会、

（社）日本ＰＴＡ全国協議会、全国養護教諭連絡協議会、全国高等学校長協会、
全日本中学校長会、（社）アルコール健康医学協会

◇協力 ： 日本教育新聞社

ビール酒造組合とは…ビールメーカー5 社で構成される認可法人です。
日本洋酒酒造組合とは…ウイスキー等メーカー78 社で構成される認可法人です。



氏名 都道府県

最優秀賞 鈴木 あまね 山形県

優秀賞1 伊藤 華子 愛知県

優秀賞2 川畑 春奈 宮崎県

佳作 秋國 由衣 大分県

佳作 矢口 未来 栃木県

佳作 井ノ口 瑞佳 千葉県

佳作 青野 祐希 滋賀県

佳作 濱川 真愛 奈良県

佳作 佐藤 晴香 青森県

佳作 永田 優理恵 埼玉県

佳作 天野 夏澄 東京都

佳作 黒井 夏鈴 新潟県

佳作 東 美々香 北海道

氏名 都道府県

最優秀賞 竹内 翔祐 長崎県

優秀賞1 水谷 円 愛知県

優秀賞2 居林 未季 東京都

佳作 西野 茉莉花 東京都

佳作 馬渕 はづき 岐阜県

佳作 田仲 美稀 沖縄県

佳作 手塚 成美 兵庫県

佳作 原 瑞歩 岡山県

佳作 伊東 佳世 長野県

佳作 樋口 隆文 長野県

佳作 濵 成美 山口県

佳作 衛藤 志麻 福岡県

佳作 馬野 未紗樹 兵庫県

※ 受賞作品はビール酒造組合ホームページ（http://www.brewers.or.jp/）からご覧いただけます。

●ポスター部門：中学生

●ポスター部門：高校生

「第 9 回 未成年者飲酒防止 ポスター・スローガン・学校賞募集キャンペーン」

受賞者一覧



都道府県 学校名 担当者

静岡県 磐田東中学校 土屋 亜矢／藤田 美代子 先生

都道府県 学校名 担当者

愛媛県 西条五高等学校 地域防犯ボランティア C.A.P. 成髙 久豊 先生

氏名 都道府県 作品

最優秀賞 秋田 悠樹 青森県 飲酒をすすめる大人より 断るわたしは ずっと大人

優秀賞1 橋村 真姫子 北海道 「飲酒しない」 未来の自分と 大事な約束

優秀賞2 鳥山 香織 愛知県 飲酒しないよ 僕のため 飲酒させない 君のため

佳作 笹生 明里 東京都 飲まないよ！ 大事な夢と 未来のために

佳作 室矢 美波 北海道 「飲んでみる？」 迷わず答えて 「飲まない」と

佳作 磯野 未和 青森県 かっこいいよ！ お酒を断る その姿

佳作 齊藤 里奈 富山県 飲酒しない 意味は自分の 未来のため

佳作 小林 美玖 神奈川県 飲まないで 自分の未来を 守るため

佳作 川瀬 清賀 愛知県 飲まない勇気 飲ませない社会

佳作 山﨑 智史 富山県 育てよう 絶対飲まない 強い意志

佳作 豊田 拓也 静岡県 飲まないと 心に決めたら 大人の一歩

佳作 柏崎 茜 青森県 アルコール 飲まない心に アンコール

佳作 尾島 美穂 東京都 飲むことが 大人なことでは ありません

氏名 都道府県 作品

最優秀賞 遊佐 伸太郎 東京都 呑まれるな 好奇心にも 自分にも

優秀賞1 坂井 百合奈 新潟県 自己管理 「飲まない」意志の 処方せん

優秀賞2 坂井 百合奈 新潟県 未成年 「飲まない主義」が マニフェスト

佳作 柳 千裕 東京都 未成年飲酒 しないさせない 社会の常識

佳作 田中 奈緒 大阪府 「飲みません」あなたを守る 合言葉

佳作 坂井 百合奈 新潟県 「飲みません」 決めた覚悟で 断固「NO！」

佳作 右近 英莉果 千葉県 飲むことが 大人になったと 勘違い

佳作 中野 花恵 大阪府 「飲みません！」小さな勇気で健康な未来

佳作 鈴木 采芽 静岡県 未成年 飲むな飲ますな 未来を壊すな

佳作 阿部 みづき 宮城県 飲みなよの 誘惑に 打ち勝つ 強い意志

佳作 鈴木 ゆり香 埼玉県 飲まないで！ 未来のことを 考えて

佳作 渡邉 一貴 千葉県 「飲みません」 言える勇気と 強い意志

佳作 久野 拓実 千葉県 飲ませない しかる心も 一つの愛

●スローガン部門：中学生

●スローガン部門：高校生

●学校賞：中学校

●学校賞：高等学校



＜最優秀賞受賞ポスター＞

【ポスター部門：中学生 最優秀賞受賞作品】 鈴木 あまねさん（山形県）

【ポスター部門：高校生 最優秀賞受賞作品】 竹内 翔祐さん（長崎県）



＜最優秀賞受賞スローガン＞

【スローガン部門：中学生 最優秀賞受賞作品】 秋田 悠樹さん（青森県）

【スローガン部門：高校生 最優秀賞受賞作品】 遊佐 伸太郎さん（東京都）
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◇名 称 ： 「第 9 回 未成年者飲酒防止ポスター・スローガン・学校賞募集キャンペーン」

◇募集内容 ： ●ポスター・スローガン部門：未成年者の飲酒防止をＰＲするポスター・スローガン

・最優秀作品は、日本教育新聞を通じて全国の中学校・高等学校にポスターとして

配布いたします。

・入選作品については、当組合が各種啓発活動において、活用いたします。

●学校賞部門：未成年者飲酒防止に関する学校全体での取り組み

◇ 応募資格 ： ●ポスター・スローガン部門：2010 年 6 月 1 日現在、中学校・高等学校に在学している方

●学校賞部門：全国の中学校、高等学校

◇ 応募形式 ： ●ポスター：八ツ切り（27×38 ㎝）～四ツ切り（38×54 ㎝）以内のサイズ

＊コンピューターグラフィックでの応募も受け付けています。

（出力サイズ B4 または A3）

●スローガン：ハガキ 1 枚につき 1 作品を記入

●学校賞：学校賞の応募シートに必要事項を記入

（応募シートは、キャンペーンリーフレットを使用。
またはビール酒造組合、日本教育新聞社ホームページより出力）

◇ 記入事項 ： ●ポスター・スローガン部門：

1）郵便番号・住所 2）氏名 3）年齢 4）学校名・学年 5）電話番号

6）制作活動を通して感じた、「未成年者飲酒」に関する印象および感想

＊作品ごとに、ポスターは裏面に１～6 を記入、スローガンはハガキ表面に 1～5 を、

ハガキ裏面にスローガンおよび 6 をご記入ください。

●学校賞部門：

1）学校名 2）代表者名（学校長名） 3）担当者名（教諭） 4）担当科目

5）所在地（学校住所） 6）電話番号

7）未成年者飲酒防止に関する取り組み（自由回答）

＊応募シートに上記の必要事項をご記入ください。

◇ 募集期間 ： 2010 年 6 月 15 日（火）～2010 年 9 月 30 日（木）必着

◇ 応募総数 ： 7,846 点

◇ 選考方法 ： 厳正なる審査の上、入選作品を決定いたします。

◇ 発 表 ： 入選者には事務局より直接ご連絡いたします。

また、ビール酒造組合ホームページ上で発表いたします。

◇ 表 彰 式 ： 2010 年 11 月 27 日（土） 第一ホテルアネックス（東京）にて開催

＊学校賞受賞校に対しては東京での表彰式終了後、2011 年 1 月に訪問し、表彰式と未成年者飲酒防止に関

する講演を行います。

◇ 審査委員長： 東 ちづる氏(女優）

「第９回 未成年者飲酒防止ポスター・スローガン・学校賞 募集キャンペーン」 概要



◇ 報 奨 ： 【ポスター部門 中学生、高校生】

最優秀賞（各 1 名）10 万円分の図書カード、盾

優秀賞 （各 2 名）1 万円分の図書カード、賞状

佳作 （各 10 名）5 千円分の図書カード、賞状

【スローガン部門 中学生、高校生】

最優秀賞（各 1 名）5 万円分の図書カード、盾

優秀賞 （各 2 名）5 千円分の図書カード、賞状

佳作 （各 10 名）3 千円分の図書カード、賞状

【学校賞部門 中学校、高等学校】

各 1 校 30 万円分相当の商品、賞状

◇主催及び共催・後援一覧 ：

主催：ビール酒造組合

共催：日本洋酒酒造組合

後援：内閣府、警察庁、国税庁、文部科学省、厚生労働省、

（社）全国高等学校ＰＴＡ連合会、（社）日本ＰＴＡ全国協議会、

全国養護教諭連絡協議会、全国高等学校長協会、全日本中学校長会、

（社）アルコール健康医学協会

協力：日本教育新聞社

＜本件に関するお問い合わせ先＞
第９回 未成年者飲酒防止ポスター・スローガン・学校賞募集キャンペーン表彰式

広報事務局（電通 PR 内）
担当：坂井（080-2045-2961）

Tel：03-5565-2791/Fax：03-3546-0432


