
・なるべくはみださないでぬるのを    
 がんばりました。
・宝石のようにぬることをいしきし  
 ました。

日野市立潤徳小学校
筋野嶺菜さん（小5）

宇宙ぬりや、かげを作るのに工夫し
ました。

愛知県稲沢市立下津小学校
竹中ゆいさん(小6)

落ち影と自然の影のメリハリを意
識して塗りました。
また補色対比を意識して塗りまし
た。

京都市立唐橋小学校
平木舞香さん（小6）

エディコ自体はコピックで色をぬり、
周りはパステルで色をぬりました。

郡山市立三和小学校
渡邉奏良さん（小5）

影にぼかしをいれてやわらかいタッ
チにした。
青い部分が多かったので、暖色を入
れてあたたかみのある感じに仕上げ
ました。

大類佳歩さん（小5）

背景の部分は、上から下へ、夜から
朝になっていく空をイメージして
塗りました。制服にも、星のように
白い点を描きました。できるだけリ
アルに見えるよう影にも工夫しま
した。

大阪教育大学附属天王寺小学校
村井椛恋さん（小5）



キャラクターに青や水色、紫などを多くつ
かったので、周りはオレンジや黄色を多く
つかいました。
「かわいい」が口癖とかいていたので、ポッ
プでかわいい感じにしました。

杵築市立豊洋小学校
木村菜波さん（小6）

服のシワや、かみのかげをがんばりました。
はだの色がかみ色に負けないようにこくぬ
りました。

柏市立松葉第一小学校
河野美海さん（小6）

佳  作 佳  作

影をていねいに作りました。あえて背景な
しでキャラクターを活かしました。

田村市立船引小学校
松本いおりさん（小6）

栄小学校
土館芽衣子さん（小5）

佳  作 佳  作

エディコちゃんの元気さが絵に出せるよう
になるべくはっきりした色を使うようにし
ました。特に影の色がわかりやすくなるよ
う気をつけました。

大阪市立東中浜小学校
中谷凛香さん（小6）

デジタルで加算発光レイヤーや乗算レイ
ヤーをつかったりして光っているかんじ
を出せるようにがんばりました。スカート
のデザインが見本とちがったけど、そのま
まぬることにしました。

神戸市立宮川小学校
石田彩月さん（小6）

佳  作 佳  作

陰影をつけて生き生きとした元気なエディ
コに仕上げました。
背景は夜空をイメージして光る星をちりば
めました。

郡山市立赤木小学校
片野愛子さん（小6）

ペンと色えんぴつを組み合わせました。組み
合わせたことでバッチが立体的になりまし
た。はいけいもエディコが好きな音楽、ゲー
ム、イラストを入れました。

田村市立船引小学校
大山千穂さん（小5）

佳  作 佳  作

・髪はさらさらに見えるように色えんぴつ
 でぬった。
・青系の色はさわやかに見えるようにマー  
 カーでぬった。

藤沢市立御所見小学校
畑中あかりさん（小6）

ハイライトと影を意識してぬりました。うさ
ぎのぬいぐるみは、立体感が出るようにしま
した。服には、シワをかいて立体感を出しま
した。
まわりにシャボン玉をかいて、ふんわり感を
だして、やさしく仕上げました！！

柴宮小学校
柏原朱李さん（小6）

佳  作 佳  作



“絵を描くのって本当に楽しい！！”
をテーマに、創作中のエディコちゃ
んを描きました！描き込みの量に
差をつけて、目線が顔まわりにいく
ように意識しました。背景の絵の具
は、流れと勢いを大切にして描きま
した。
自分らしい絵が描けて良かったで
す！よろしくお願いします！！

横浜市立上の宮中学校
杉田美桜さん（中3）

バックグラウンドのオブジェクト
のアウトラインを黒にしないでエ
ディコのイラストにコントラスト
がでるようにしました。

AXIS International School
小原栄一郎さん（中2）

「宇宙を描く！」というイメージでこ
の作品を描きました。絵の世界は無限
に広がっている、ステキな、私にとっ
て大好きな存在なので宇宙をモチー
フにしました。エディコちゃんは実際
に私が一目ぼれして、「絶対にかわい
くかきたい！」と特に気合を入れまし
た。
背景の上部は無限の惑星と星をかき、
下部には望遠鏡で空をみて、絵をかい
ていたような情景で、より宇宙という
イメージを際立たせました。じっくり
と時間をかけ、だきょうせずにかいた
ので、私の絵という「宇宙」を感じても
らえるとうれしいです。

名古屋市立はとり中学校
伊藤舞香さん（中3）

エディコちゃんはイラストが好き
ということで、周りに画材をたくさ
ん置いて、エディコちゃんらしい元
気いっぱいのポーズにしました。背
景は、こっち側に飛び出している様
子にしたかったので、中心線のよう
なエフェクトを入れました。

会津若松市立第五中学校
斎藤蒼さん（中2）

エディコはかわいいものが好きな
ので、エディコが自分の「かわいい」
と思うものを探しているようなイ
ラストを描きました。背景の色をカ
ラフルにぬるのが大変でした。

福島市立福島第二中学校
竹田知穂さん（中2）

初めてイラストコンテストに応募したので、背景を描くのに苦戦しました。
また、オリジナルのゲーム機やゲーム画面のデザインを考えることを工夫し
ました。

各務原市立桜丘中学校水野まどかさん（中3）



夢中で好きなことをしている姿をかきまし
た。エディコちゃんは口癖の「かわいい」を
言っています。それぞれハートを持ってい
るので、見つけてみてください。

牧之原市立相良中学校
山本優希さん（中3）

明るく元気なイメージを大切にして、バラ
ンス良く見えるように考えながら描きまし
た。登場人物が全員かわいくて描いてて楽
しかったです。

秦野市立中学校
比留川綾さん（中2）

佳  作 佳  作

エディコはかわいいものが好きということ
で全体的にカラフルでポップな雰囲気にな
るように描きました。

愛知県一宮市立南部中学校
加藤友梨さん（中3）

「楽しく絵を描いていると、エディコちゃん
がスケッチブックから飛び出してきた」と
いう設定です。
スケッチブックの周りを暗くすることに
よって、よりエディコちゃんとコミック系
の先輩が目立つようにしました。

埼玉県飯能市立加治中学校
金子桜舞さん（中2）

佳  作 佳  作

絵を描くことに真正面から向き合ってい
る、凛とした姿のエディコちゃんをイメー
ジして描きました。絵を描くことに苦戦し
ながらも、それを楽しんでいる様子を描き
ました。

須賀川市立第三中学校
松谷恵那さん（中3）

天気雨の中のエディコを描きました。元々
のエディコの色ではなく、緑をベースに色
をかえてみました。水たまりの波紋やしぶ
き、雨粒の光と影をしっかり入れることに
気をつけました。虹や光もうすく、でもしっ
かりわかるように描きました。明るい雨に
なるよう、明るい色でまとめました。

いわき市立泉中学校
笹川萌夏さん（中3）

佳  作 佳  作

「エディコちゃんが好きなもの」を意識しま
した。音楽・絵・ゲーム・かわいいものが好き
だということを表せるよう、それらを連想
させるものを散りばめました。また、そうす
ることで動きのあるポップな感じにしまし
た。色使いも、かわいくなるようにピンクを
多めにし、リボンやハートをたくさん描き
ました。私もかわいいものが好きなので、描
くことを楽しめたと思います。

玉川村立玉川中学校
影山梨愛さん（中3）

もしも、エディコがゲーム系の先輩がつくっ
たゲームの世界に一緒にはいったら！？
というテーマを思いつき、エディコだったら
こうだな！先輩だったらこうするな！と考
えながらキャラクターを考えながら描きま
した。

三春町立三春中学校
石川紗妃さん（中2）

佳  作 佳  作

右上と左下にあるマーカーの色を、色塗り
に使った色にした。
背景を色を重ねてカラフルにした。
墨のツヤを意識してぬった。

千葉市立緑町中学校
青木萌杏さん（中3）

エディコちゃんが好きな音楽、イラストをた
くさん詰め込みました。
ちいさなエディコちゃんと先輩たちとの日
常的な絡みを描いて、日頃からパワフルなエ
ディコちゃんを印象付けられるようにしま
した。

和歌山市立日進中学校
中出綾香さん（中2）

佳  作 佳  作



エディコちゃんの想像の中。彼女の大好きな物、大切なものが詰まっている瓶。
一つ覗けば「人との繋がり」。また一つ覗けば彼女の「アイディア」。様々な意味が
詰まった瓶たちを彼女は今日も眺めます。おや、今日は空っぽの瓶を大事そうに
抱えているようです。これから瓶に入る「大切な物」。それは未来でどのような「創
造の糧」となるのでしょうか。それはまた、別のお話。

須賀川桐陽高等学校郡司莉緒さん（高3）

太陽の光に照らされて元気いっぱい
のイメージを描きました。

朝日塾中等教育学校
王冠男さん（高1）

エディコちゃんと先輩たちをポップでかわいらしく描いてみました！
カラフルなキャラクター達を楽しく描けて良かったです！

KTC おおぞら高等学院  郡山キャンパス安藤有美さん（高3）

エディコちゃんの可愛さで世界に羽ばたいてほしいという思いで描きました。

安積黎明高等学校岩城音々さん（高2）

エディコちゃんが国際アート＆デザ
イン大学校のマークを掴もうとする
イラストにすることで、夢を実現さ
せるという意味合いを込めました。
フィルターにて色収差やノイズ、ぼ
かしなどを使い分け、マークに光を
強く持たせることができました。
また、目の中には伸ばした手の影を
描いたり涙を加えたりと細部にもこ
だわりました。
全体ではなく、是非様々な点に注目
して頂けますと幸いです。

埼玉県立吉川美南高等学校
牧野美咲さん（高3）

このエディコちゃんは全体的に青
系統で統一されているので青の対
比色の黄色を背景の色に使用して
絵全体の印象をやわらかくしまし
た。
あとエディコちゃんは両側の長い
髪が印象的だったので髪を体より
前に描きこんでより目に入るよう
にしました。

福島県立川俣高等学校 
齋藤瑚々南さん（高3）



エディコちゃんがイラストで活躍する様子
を、筆に乗って空を飛ぶことで表現しました。
全体的に優しい色でまとめました。

安積黎明高等学校
吉田千夏さん（高2）

エディコちゃん達が、皆の夢を応援します！「こ
の2、3年間は私達が君の人生のツアーガイドを
するよ！一緒に頑張ろう！」というような意味を
込めて描きました。虹色の背景や紙吹雪は、十人
十色を表現しています。また、エディコちゃんは
かわいいものが好きなので、各学科の先輩たちや
ハートをふち取り、ステッカーを貼ったような感
じにしました。それぞれの性格を想像してポーズ
や表情を考えたので、そこも見てもらえると嬉し
いです。

県立石川高等学校
矢部果琳さん（高3）

佳  作 佳  作

学校へ好きなことを学びにいく楽しさを登
校中のエディコで表現しました。ワクワクド
キドキしている感じになるように表情や動
きを工夫しました。背景にいるのはそんなエ
ディコを待ちかまえている先輩達です。この
後、どんなストーリーが展開されるのか、想
像がふくらんで楽しくなるように構成しま
した。

三重県立松阪工業高等学校
小倉夢乃さん（高3）

エディコの周りにキャラクターが集まって
いるようなイメージで描きました。
エディコの持った筆から様々なジャンルの
プロが書き出されていく、という風に見ても
らえると嬉しいです。

福島県立ふたば未来学園高等学校
佐藤志保さん（高1）

佳  作 佳  作

透明なキラキラのペンを使ってキラキラを
描いているエディコを描きました。
ペンタブの上から飛び出ている様子を想像
しました。星やハートなどを描いてエディ
コのわいさを強調しました。

福島県立会津学鳳高等学校
本名円佳さん（高2）

イラストを描く時のエディコちゃんを描き
ました。
どんな絵にしようか、どんな色にしようか？
とたくさんのわくわくをこめて、そのときに
しか出せない色で描くエディコちゃんを私
なりに表現してみました。

安城東高等学校
米津和奏さん（高2）

佳  作 佳  作

「遠近法を活かした絵にしたい」と思い構図
をハイアングルにし、明暗がハッキリするよ
うに「暗い水の中に灯る光」を軸としたイラ
ストにしました。
周りに広がる水が暗いように、全体は暗いが
エディコがいるその空間だけは光っていて
エディコは周りを光らせる、明るくさせる存
在だというイメージで描かせていただきま
した。

須賀川桐陽高等学校
高林響袈さん（高1）

「かわいいが好き」ということで私の思うか
わいいをいっぱい描きました。ちなみに花は
すべて雑草などの道で見る花です。真ん中に
コスモスを描いたのは、宇宙を思いおこさせ
たかったからです。「絵は何でも描いて形に
できる！」と見た人に伝えたいと思って描き
ました。

東京都立工芸高等学校
池田愛里さん（高2）

佳  作 佳  作

エディコちゃんは天然キャラっぽい印象を
受けたので、その真逆の性格を持っている
(？)ペット先輩との関係性を描くことで、彼
女らのキャラ特性をしっかり協調できると
思いました。背景もエディコの明るくあっけ
らかんとした雰囲気を表現できたらと考え
ました。

Rangitoto College
柴田暁音さん（高2）

エディコちゃんと先輩たちがアイデアを得るためにお洒落な庭園に行っている場面を
描きました。エディコちゃんの好きな可愛いものがたくさんあると考えて、庭園を選び
ました。見ている人も一緒に誘われているような構図にしています！

日出学園高等学校伊藤鈴さん（高1）
佳  作 佳  作



エディコと先輩たちが各々の分野で
自分らしい色に光り輝く「一番星」を
イメージして描いてみました。いろ
んな色やキャラクターがいました
が、その中でもお互いの良さを引き
出しつつ、ぶつからないようにまと
まりを意識して描いてみました。

水本遥さん 国際アート＆デザイン大学校
金田純佳さん

キャンバスを使いこなし、どんどん
とレベルアップしていく様子と絵
を描くのが楽しくて仕方がない感
情を表現しました。

小山息吹さん

好きな先輩とエディコをアニメ風に描いてみました。

村田真南さん

国際アート＆デザイン大学校
原田香菜子さん



国際アート＆デザイン大学校
古関　陽向さん

国際アート＆デザイン大学校
遠藤梓さん

佳  作

国際アート＆デザイン大学校
坪井祐香さん

佳  作

上の方を白っぽく、下の方を鮮やかにして動きをつけました。
人物を斜めに配置したのも単調になるのを避けるためです。

同志社大学
足立千優さん

マグカップに入っているエディコちゃんを上から見たような
絵です。
ピンク・水色・黄色の３色でポップな感じに仕上げました。

小山玲美さん

佳  作 佳  作

佳  作


