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テーマポスター部門
応募対象…フリー
テーマ……気候変動（地球温暖化）への警鐘と対策

最優秀賞　山口日産自動車賞
「地球温暖化 進行中。」

斉藤 豊 様（埼玉県）



LIKE A BOILING FROG
There is an allegory that "If a frog is put suddenly into boiling water, it 
will jump out, but if the frog is put in tepid water which is then brought 
to a boil slowly, it will not realize the danger and will be death.
We may have the same fate as a frog who didn't realize the danger.
If we don't want that fate, we must take action now.
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秋川牧園賞
「Today's Weather」
松田 喬史 様 （東京都）

入選作品

「LIKE A BOILED FROG（茹でガエルのように）」
大坪 仁 様 （東京都）

「警鐘と対策」
金子 あまね 様 （大阪府）

「ECO-TO-GO」
周 承雯 様 （山口県）

「SOS」
都藤 大智 様 （兵庫県）

「Take off」
村上 正剛 様 （東京都）

「これまだ使えるかも」
原田 悠名 様 （山口県）

NTT 西日本 山口支店賞
「CLIMATE CHANGE WILL CHANGE OUR LIFE」

小林 純也 様 （京都府）

多機能フィルター賞
「Save Energy & Stop Global Warming」

田村 貞夫 様 （東京都）



金賞
「今夜はカレー」

田尻 希沙 様（大阪府）

デッサン部門
応募対象…中学生・高校生・大学受験生
テーマ……私の食卓



銀賞
「私の食卓からつながる世界平和」

三宅 愛 様 （兵庫県）

銅賞
「お菓子パーティー」
地井 綾乃 様 （兵庫県）

入選作品

「弟との朝食」
細谷 奈々央 様 （兵庫県）

「口福」
青山 希輝 様 （東京都）

「爽やかな朝」
母里 彩葉 様 （兵庫県）

「親子」
岸本 真依 様 （兵庫県）



デザイン構成部門
応募対象…フリー
テーマ……「美味しい」「不味い」という言葉から連想されるイメージを構成

金賞
「おいしい・まずい」
黒田 梨緒 様（兵庫県）



銀賞
「まあ、おいしい。」＆「げっ、まずい。」

坂口 明美 様 （山口県）

審査員特別推薦賞
「おいしい」と「まずい」

坂口 初李 様 （山口県）
 （小学 2 年生）

銅賞
「かおり」

吉田 遥夏 様 （兵庫県）

入選作品

「落ちる」
八尾 百香 様 （兵庫県）

「water」
周田 千尋 様 （兵庫県）

「私の　すき きらいっ」
村中 隆実 様 （山口県）

「おいしい　まずい」
北川 夏鈴 様 （兵庫県）

「味」
島 杏里 様 （山口県）



入賞・入選作品の紹介

　2019年はモダンデザイン発祥の教育機関として知られているバウハウス生誕100年の年でした。2020年からの新

たな100年は次世代のデザインの在り方を模索する時代になると思います。バウハウスの創生したデザイン文化の

中でも秀逸で有り、未完成の状態にあると考えられているのがデザイン教育手法の確立です。

　「デザインスタジオ・みらい（山口学芸大学・山口芸術短期大学教育研究施設）」では、かねてよりバウハウスの

考えに基づき、「デッサン」「色彩構成・平面構成」を中心とする基礎デザイン力養成を目的とした教育や、公開講

座「デザインセミナー」を開催してきました。このデザイン教育文化を広く県内外に広めるべく、第1回デザイン

コンペティション（BASIC DESIGN COMPETITION 2020）を開催し、2020年10月1日〜2021年1月10日の期間、中学・

高校生から一般の方まで広く対象とし作品公募を実施しました。

　今回、テーマポスター部門、デッサン部門、及びデザイン構成部門の3部門で合計104点の多数の作品のご応募を

頂き、厳正な審査の結果、以下のような入賞・入選作品を選定させて頂きました。入賞・入選作品26点につきまし

て、このパンフレットの中で紹介させて頂いています。ご応募頂きました全ての皆様に御礼申し上げますとともに、

このコンペティションの継続開催に努力する所存です。今後ともご支援・ご協力のほどお願い申し上げます。

2021年4月18日

デザインスタジオ・みらい　所長　三池 秀敏

テーマポスター部門 入賞者4名（各企業冠賞） 入選者6名

デッサン部門 入賞者3名（金賞、銀賞、銅賞） 入選者4名

デザイン構成部門 入賞者4名（金賞、銀賞、銅賞、審査員特別推薦賞） 入選者5名

お問い合わせ

【TEL】
【URL】
【E-mail】

〒754-0032 山口県山口市小郡みらい町一丁目7番1号
083-972-2880 【FAX】083-972-4145
http://www.yamaguchi-jca.ac.jp/
　kikakurenkei@yamaguchi-jca.ac.jp


