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明治安田生命保険相互会社（執行役社長 根岸 秋男）は、２０１４年１０月～２０１５年１月

に募集した「明治安田生命２０１４マイハピネスフォトコンテスト」の入賞作品を決定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊本リリースの関連情報は、以下のサイトでもご覧いただけます 
◆フォトコンテスト／コンテスト専用ホームページ 

http://www.my-happiness.com 
◆企業イメージＣＭ／明治安田生命公式ホームページ 

http://www.meijiyasuda.co.jp 
◆明治安田生命公式Facebookページ 

http://www.facebook.com/meijiyasudalife 

 

 

以 上 

「明治安田生命２０１４マイハピネスフォトコンテスト」入賞作品決定！ 

～累計応募点数は９７万点を突破～ 

 

１．入賞作品７０点を決定！累計応募点数９７万点を突破 

１９９９年の開催以来１６年目を迎える本コンテストは、「あなたがいる しあわせ。」

をテーマに、家族や友人、恋人などとの“しあわせな瞬間（とき）”を撮影した写真を募

集する国内最大級のフォトコンテストです。 

今回は６８,７３９点のご応募をいただき、累計応募点数は９７万点を超えました。写

真家の織作峰子さんや柳瀬桐人さんらによる厳正な審査の結果、グランプリ作品

「さあ、一年生だ」(三浦 秀貴さま、山口県)をはじめ、入賞作品７０点※を決定しました。

なお、スマートフォンで撮影された作品の応募点数は、昨年度から約６,０００点増の

２０,２３０点にのぼり、過去最多となりました。 

※入賞作品は３～５ページをご参照ください 

２．ベストフレンド賞を新設！ 

 今回の応募から、ご友人との何気ない日常や一緒に行った旅行でのひとコマなど、ご友人

とのかけがえのない“しあわせな瞬間（とき）”をテーマに撮影した作品を対象として「ベス

トフレンド賞」を新設し、５作品が入賞しました。 

３．企業イメージＣＭ最新作を制作中 

小田和正さんの楽曲をＢＧＭに、本コンテストの入賞作品を中心に構成した企業イメージ

ＣＭ「愛になる」シリーズの最新作を制作中です。 

２０１４年５月からは、小田和正さんが１０年ぶりに当ＣＭシリーズのために書き下ろし

たオリジナル楽曲『愛になる』を使用しています。小田和正さんの優しく透き通った歌声が、

写真一枚一枚の魅力をさらに際立たせるＣＭ作品にご期待ください。 



【「明治安田生命２０１４マイハピネスフォトコンテスト」の概要】 

＜テーマ＞                       

 「あなたがいる しあわせ。」 

 

＜募集期間＞ 

 ２０１４年１０月１日(水) 

～２０１５年１月３１日(土) 

  

＜応募点数＞ 

  総応募点数：６８,７３９点 

内訳  プリント応募        ：２３,０２２点 

  デジタル応募        ：２５,３０２点 

  スマートフォン応募  ：２０,２３０点 

  Facebook 応募       ：     １８５点 

                             ―審査風景― 

＜審査員プロフィール＞                 

織作 峰子(おりさく みねこ)氏             

写真家。石川県出身。                

８２年より写真家・大竹省二氏に師事。８６年、全国二科展入選。８７年、独立。 

世界各国の風景や人物を、女性らしい視点でとらえ続け、国内外で写真展を多数開

催するかたわら、海外政府観光局から依頼された撮影のほか、テレビやＣＦ、雑誌や

講演でも幅広く活躍中。大阪芸術大学教授。 

柳瀬 桐人(やなせ きりと)氏 

写真家。大分県出身。 

(公社)日本広告写真家協会会員、（公社）日本写真協会会員、日本写真芸術学会会員。 

各企業のポスターや、新聞・雑誌・広告等の広告写真を中心に活動。資源ゴミを現代

アートとしてとらえた作品を雑誌や美術館などで発表。また、写真教室の講師等でア

マチュアの指導や海外での撮影ツアーの企画などを精力的に行なっている。 

 

＜総評＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身近にある日常の風景や瞬間にこそ、大きな撮影チャンスがひそんでいます。 

人物にぐっと寄った力強い作品が増えたと思います。スマートフォンで気軽に撮影で

きるようになり、人に近づいて撮ることに慣れてきたのでしょう。身体を動かし思いき

りローアングルからとらえたり、視点に幅を持たせ、さまざまな挑戦を試みることでシ

ャッターチャンスを見つけている人が増えたのは大きな収穫です。 

構図やピントへの配慮も大事なのですが、愛やしあわせ感が作品から伝わってくるか

どうかが写真の印象を左右します。身近な被写体をねらうことで、テクニックだけでは

生み出せないすばらしい作品が生まれてくる─そんな可能性をもっと追求していただ

きたいと思います。 

    



＜入賞作品のご紹介＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜グランプリ＞ 

「さあ、一年生だ」 三浦 秀貴 さま （山口県下松市） 

 

見ているこちらの気分まで弾んできそうな写真です。晴れやかな子どもの表情

をしっかりとらえました。太陽を背に受けて髪が軽やかに輝いて見え、高い撮影

技術を感じます。ローアングルの構図に、空に向かって飛び出すような軽快感が

あります。 

（講評：織作 峰子氏）



 

○入賞作品一覧（敬称略） 

賞 作品名 氏名 住所※1 

グランプリ さあ、一年生だ 三浦 秀貴 山口県下松市 

金賞３点 

ボクの勝ち！ 石田 めぐみ 北海道北広島市 

輝く娘 廣富 登 神奈川県横浜市 

婦唱夫随 篠原 信幸 鹿児島県鹿児島市 

銀賞１０点 

あやとり 鈴木 文代 和歌山県東牟婁郡 

晴れ着でダッシュ 佐藤 健介 東京都八王子市 

まつりの日 久保田 太一 岩手県二戸郡 

とったー 廣瀬 久雄 愛知県豊橋市 

好きすぎて 馬場 このみ 埼玉県上尾市 

ＪＫランチ 笹岡 千夏 新潟県南魚沼市 

朝の身支度 新田 英生 東京都大田区 

小春日和 石田 恵子 宮崎県東諸県郡 

夏はやっぱり そうめんだ 堀江 かおり 広島県廿日市市 

真夏の大冒険 内山 暁 北海道札幌市 

銅賞１５点 

英四郎さんとたみ子さん 鈴木 涼子 宮城県仙台市 

冬カメ女子！ 藤井 孝美 山口県周南市 

興味津々 谷 貴子 福岡県北九州市 

いとでんわ 柳本 正 徳島県阿波市 

カモメよ こんにちは！ 長坂 加奈子 愛知県田原市 

汽車ポッポ 百﨑 礼治 福岡県福岡市 

はじめての教科書 柳 亮太 大阪府八尾市 

我が家の新入り 谷内 一磨 群馬県高崎市 

仲間 高橋 寿 秋田県湯沢市 

まどろみ 萩原 正弘 神奈川県横浜市 

白菜取り入れ中の夫婦 阪野 吉平 山形県東置賜郡 

跡取り娘と父と 中野 りりあ 神奈川県横浜市 

おしどり夫婦 深野 達也 和歌山県有田郡 

川遊びの帰り 井上 勉 愛媛県八幡浜市 

誕生 中村 典子 長野県上伊那郡 

ベスト 

フレンド賞 

５点 

親友 今井 丈之 千葉県八千代市 

溶接女子〜新大和撫子〜 堤 憲治 大分県大分市 

２人の卒業写真。 後藤 智幸 山梨県甲府市 

ママも１年生 竹熊 孝 栃木県栃木市 

うまく書けたかな？ 海江田 昌邦 鹿児島県鹿児島市 

スマートフォン 

特別賞 

３点 

田んぼでおにぎり♪ 高野 美歌 新潟県佐渡市 

同じ顔 釘﨑 祐未 東京都足立区 

初めての流しそうめん 山川 奈保 高知県高知市 



賞 作品名 氏名 住所※1 

明治安田生命 

特別賞 

３０点 

年歳を重ねる 磯 秀樹 和歌山県紀の川市 

やったぜ！優勝 新家 裕子 和歌山県和歌山市 

休日 橘 重孝 島根県大田市 

やさしいお姉ちゃん 平舘 徹 岩手県盛岡市 

おいしー！ 伊東 祥子 大分県大分市 

幸せの一瞬 永山 恵美子 沖縄県豊見城市 

はずかしいネ！！ 棚井 美菜子 埼玉県川口市 

みんな仲良く 黒澤 隆志 埼玉県川口市 

かわいいふたご 平岡 正和 埼玉県所沢市 

仲良し姉妹 天田 裕 埼玉県さいたま市 

やっと会えたね 宿出 絢 千葉県木更津市 

仲良しダッシュ 古宮 清秀 千葉県君津市 

あーん してごらん！ 佐藤 優子 千葉県松戸市 

仲良し従妹弟とお昼寝 舘下 美惠 千葉県印西市 

わぁ～おっきい 大友 幸則 埼玉県本庄市 

照れちゃうね 笹本 浩 神奈川県愛甲郡 

お食い初め 塚原 静子 京都府宇治市 

観覧車わああい 住吉 恵子 大阪府大阪市 

娘から父へ 山口 幸子 福岡県小郡市 

はじめての山登り 増田 修 福岡県北九州市 

仲良くお汐井取り 池上 ちよの 福岡県遠賀郡 

おめかし してあげるよ！！ 水嶋 春美 新潟県上越市 

おばあちゃんとこんにちは 阿部 亮平 新潟県新潟市 

もう寝ちゃったの？ 宮坂 悠哉 長野県茅野市 

たわむれ 鈴木 詩乃 静岡県静岡市 

パパ読んで！ 野澤 淳 静岡県沼津市 

大掃除 千草 福夫 三重県松阪市 

おとおちゃんとほーほー。 加藤 克哉 三重県松阪市 

誕生日 中山 勝則 山口県山口市 

初夏のひと休み 河野 サエ子 山口県下関市 

フォトコン賞※2 

３点 

君が教えてくれた 三澤 武彦 愛知県名古屋市 

安堵という名の愛 永田 道生 宮城県気仙沼市 

ママとブランコ 真砂 昇平 鳥取県西伯郡 

※1 住所は２０１５年４月時点                            

※2 フォトコン賞は、カメラ雑誌「フォトコン」とタイアップし、“家族”をテーマに、愛情あ

ふれる写真やかけがえのない家族の絆を感じられる作品に対して贈られます 

 

 




