
エディコをめだたせるためにはい
景を水色にしました。
また、エディコのかみを、グラデー
ションにしました。

郡山市立多田野小学校
佐藤 美空さん（小6）

元気な感じを出せるように、明るめ
の色を使いました。陰影に、ちがっ
た色をぬって雰囲気をやわらかく
しました。

郡山市立柴宮小学校
梅津 莉子さん(小6)

可愛いイラストだったので、紫とピ
ンクを中心に、メルヘンな仕上がり
になるように塗りました。特に頑
張った点は、髪の毛の塗りです。6
色を使い、グラデーションは少なめ
にすることで、印象的な髪に仕上げ
ることが出来ました！背景のマカ
ロンなども頑張りました。

大阪教育大学付属 天王寺小学校
村井 椛恋さん（小6）

目をかわいくしようとどりょくし
たのと、かみの色使い。さいごに加
工でかおとぬいぐるみのかおまわ
りをボワッとあかるくしました。

宇都宮市立今泉小学校
藤本 珠月さん（小6）

”絵を描く楽しさ”を表現しました。
背景の色づかいをよく考えました。

山口 茉莉さん（小6）

かみの毛をむらさきのペンでぬら
ないで、青とピンクの色えんぴつで
ぬったところです。

田村市立船引小学校 流山市立南流山小学校
大山 千穂さん（小6）



グラデーションなどの色を考えて、ぬりま
した。

会津若松市立川南小学校
星 瑠南さん（小6）

全体的にうすい色や明るい色でまとめまし
た。グラデーションやかげをつけたりする
ことをがんばりました。

郡山市立喜久田小学校
鈴木 杏佳さん（小6）

佳  作 佳  作

かみのけのいろのばらんすをアピールしま
した。

相馬市立中村第二小学校
小野山 愛菜さん（小4）

郡山市立行健小学校
橋本 明香里さん（小5）

佳  作 佳  作

郡山市立日和田小学校
藤橋 卯月さん（小5）

コピックと色えん筆を使って色をそめま
した。エディコの髪は、ハイライトやかげ
をきれいにつけました。
背景には、にじやヘッドホン、マイクや音
符を描き、きれいに色をぬりました。

郡山市立柴宮小学校
柏原 史佳さん（小6）

今回、初めてエディコイラストコンテスト
にださせていただきました。作品のポイン
トは、肌の陰影、髪や服のグラデーション
など工夫しました。背景にもう一匹のうさ
ぎを描きました。我ながら可愛く描けたの
ではないかと思います。

佳  作 佳  作

明暗差をしっかりとつけることをがんばり
ました。どうぞよろしくおねがいします。

名古屋市立山根小学校
石川 晏さん（小6）

色えんぴつでムラがあまり見えないように
たくさんぬりました。
全体的に優しいふいんきがでるようにしま
した。

北塩原村立裏磐梯小学校
水野 由華さん（小6）

佳  作 佳  作

エディコちゃんのカワイイを全面におし出
した作品です。
センパイ達それぞれにあった模様を描きま
した。

南相馬市立上真野小学校
伹野 夢依さん（小6）

かみのかげを意識して書きました。

福島市立森合小学校
阿部 莉愛さん（小6）

佳  作 佳  作



いろいろな画材を使って、のびのび
と絵を描いているエディコちゃん
を想像して描きました。明るい感じ
にするために、いろいろな色を使い
ました。

北九州市立穴生中学校
神尾 里彩子さん（中1）

先輩たちに可愛く彩ってもらって
いるエディコちゃんです。枠によっ
て服や色合いを変えて、色々なエ
ディコちゃんを楽しめるようにし
ました。
おしゃれになって、目を輝かせてい
るのも、1つのこだわりです。

和歌山市立日進中学校
中出 綾香さん（中3）

エディコちゃんは「かわいい」が口ぐせなので、エディコ
ちゃんがとってもかわいいものを見つけたときの頭の中を
イメージして描きました。
「かわいい」と感じた時の気持ちの高鳴りを、後ろの「かわい
いタンク」や手前の「かわいいメーター」に、どんどん「かわ
いい」が注入されていく様子を描いたり、前に飛び出してく
る構図、そしていたるところにあるハートを使って表現し
ました。また、色づかいをピンクや紫系にしたり、ハイライ
トを使ってキラキラさせることで、まるで夢を見ているか
のようにほれ込んでいる様子も表現しました。他にも、いろ
いろなところにエディコうさぎちゃんもいるので、探して
みてほしいです！

大府市立大府南中学校深谷 日向子さん（中3）

ぬる所によって、線の色を変えたと
ころです。

猪名川町立猪名川中学校
大嶋 一花さん（中1）

涼しい風が吹いている草原で青空
を見上げるエディコを描きました。

和歌山市立西脇中学校
寺尾 瑠莉さん（中2）

エディコちゃんの学校生活の楽しそうな場面をイメージ
して描きました。
特に、背景の色を薄くして、エディコちゃんと、コミック系
の先輩を目立たせるように工夫しました。

秦野市立北中学校比留川 綾さん（中3）



色、構図にこだわって描きました。作画はす
べてデジタルです。

松山市立中島中学校
蛇石 桜衣さん（中3）

文房具を持って、ひらめいているエディコ
ちゃんを描きました。奥にあるものと、手前
にあるものをぼかして遠近感を出しまし
た。
また、首の影を濃く描いたりして、立体感を
出しました。

北区立田畑中学校
渡邉 美央さん（中2）

佳  作 佳  作

可愛いもの好きのエディコが、イルカの背
中にのって、海の中を探検している様子を
描きました。
髪の色を水彩と色えんぴつを使いキラキラ
感をだしました。

いわき市立玉川中学校
小嶋 沙蘭さん（中2）

エディコをかわいく＆大人っぽく、他の作
品にはないように描きました。背景にもこ
だわりました。

八頭町立八頭中学校
大村 紗代さん（中2）

佳  作 佳  作

アイビスで自分が好きな描き方で、エディ
コがかけたと思います。まわりには私がか
わいいと思うものをかきまくってうめまし
た。
まわりにかいてある物たちは線を黒くし
て、わざとべたぬりしました。

郡山市立緑ケ丘中学校
橋本 優里亜さん（中1）

佳  作 佳  作

今回のテーマはエディコちゃんの「夢」につ
いて描いてみました。あくまで自分の中で
エディコちゃんだったらこんなことをかん
がえているんだろうな～と考えながら描い
てみました。こだわった所は1つ1つの世界
にのめり込めるように背景を描き込んでみ
ました。あとはエディコちゃんが希望に満
ちあふれている様子を表したかったので全
体に星を散りばめてみました。

和歌山市立日進中学校
下入佐 爽良さん（中3） かわいいファンタジーな世界にいるエディコちゃんが描きたかったの

で、寝そべりイルカと遊んでいるような構図にしました。イルカに躍動
感が出るように水の流れの向きや色の明度を意識しました。水の透明
感もうまく出せたと思います。

和歌山市立日進中学校阪上 光樹さん（中3）

エディコちゃんが絵を描いているところを描きました。手の影を工夫
したりして、立体的になるように仕上げました。

吹田市立豊津西中学校西原 知子さん（中1）

佳  作 佳  作

エディコちゃんの日常の様子を想像して描
きました！！朝ねぼうしてあわててそうだ
なーと思ったので、「あせりながら学校へむ
かうエディコちゃん」というシチュエー
ションで構図を考えました。背景がごちゃ
ごちゃしないよう、配色に気をつけました。

和歌山市立日進中学校
國部 七琉さん（中2）

元気いっぱいなエディコを描きました。細部
まで描きこみ、丁寧に仕上げました。

須賀川市立第三中学校
五十嵐 鈴さん（中2）

佳  作 佳  作



かっこいいエディコを描こうと思
い、青いボディのギター(ギブソン
製)を持たせました。これからライ
ブが始まるかのように見せるため、
周りを暗くしスポットライトが上
から当たっているように描きまし
た。色も単色にならないよう、たく
さんの色を塗り重ねて陰影も表現
しました。

福島県立磐城高等学校
笹川 萌夏さん（高1）

自分が思い描いている「かわいい」
を表現するために努力を積み重ね
続けるエディコちゃんを描きまし
た。
試行錯誤を重ねながらもお絵描き
の楽しさを忘れないポジティブな
気持ちを絵全体の色合いや表情に
取り入れました。

国際アート＆デザイン大学校高等課程
梅宮 愛華さん（高3）

エディコのかわいさを表現できる
ように、ピンクを多く使いました。
風になびいている感じが伝わるよ
うに頑張りました。

福島県立郡山北工業高等学校
國分 愛唯さん（高1）

特にエディコちゃんの髪とそれぞれの光のあたりを頑張
りました。

千葉県立千葉女子高等学校
青木 萌杏さん（高1）

青空の下で絵の具の入ったペットボトルを片手に音を聴いている
エディコ。イヤホンにつながれたペットボトルから聴こえるのは
みんなの希望や楽しいという思いから生まれる音。それを聴いて嬉
しそうにほほえむエディコ。

京都芸術大学附属高等学校原谷 美緩さん（高1）

「かわいい」が口癖とのことで、日本の「Kawaii｝をテーマにしまし
た。お菓子は実際に売っていそうなデザインを意識しています。
エディコちゃんの顔は今の絵柄っぽくかわいいキラキラした感じ
で描いてみました！

相模女子大学高等部稲垣 亜美さん（高3）



エディコちゃんが楽しさを奏でてくれるよう
なイラストを描きました。

国際アート＆デザイン大学校高等課程
菅野 悠七さん（高3）

オレンジ色の背景やカラフルな色をつかう
ことで、エディコちゃんの元気さを表現する
ことができました。
えの具がとび出しているところやペン先か
ら出る線などで絵に動きをつけることがで
きたとおもいます。

福島県立須賀川創英館高等学校
大河原 そらさん（高1）

佳  作 佳  作

学園祭を率先して盛り上げたい天真爛漫な
エディコちゃんは空高く舞い上がり、マジッ
クで風船を飛ばしてみんなを非日常の世界
へと引き寄せます。
学園祭を待ちきれないエディコちゃんの夢
の世界をイラストで描いた作品になります。

尚志高等学校
佐藤 麻衣さん（高3）

佳  作 佳  作

エディコちゃんが楽しそうに絵を描いてる
イメージで描きました。エディコちゃんが
青系の色が多いので、背景を黄色にしまし
た。

常総学院高等学校
佐々木 花恋さん（高1）

佳  作 佳  作

自分で思い描いた世界をエディコが眺めて
いる様子を描きました。大きな星を描いて幻
想的な雰囲気にしました。

福島県立会津学鳳高等学校
本名 円佳さん（高3）

エディコの”かわいい”世界へようこそ。ここ
は可愛い色、形、デザインが溢れる場所。あな
たもエディコにいざなわれて”かわいい”を
見つけてみませんか？

帝京安積高等学校
西間木 杏奈さん（高2）

佳  作 佳  作

「広がる世界」をイメージして描きました。画
面の端にいくにつれて明度や彩度を落とし
ていたり、こだわった点が沢山あるので細か
い所まで見ていただけると嬉しいです。

福島県立ふたば未来学園高等学校
神山 美咲さん（高2）

佳  作

花をテーマにひたすら綺麗に描くことを意
識しました。水彩画特有の境界線を上手く活
かせるように頑張りました。

福島県立ふたば未来学園高等学校
佐藤 志保さん（高2）

受験期という雨でも、「雨上がりの空は美しい」と必ず笑顔になれる結果にした
い。そんな大学受験への思いをエディコちゃんのイラストにしました。

福島県立安積黎明高等学校吉田 千夏さん（高3）

佳  作

夢に向かって突き進んでいくエディコを表現しました。

福島県立会津学鳳高等学校岸本 万結さん（高3）



エディコちゃんとうさぎを可愛く
描けて楽しかったです。青いリボン
が似合う！！

国際アート＆デザイン大学校
安藤 有美さん

目の塗りをこだわりました。

国際アート＆デザイン大学校
眞船 月雲さん

水中の中の浮遊感がポイントです。

国際アート＆デザイン大学校
齋藤 瑚々南さん

立体感をだし、エディコが作品がで
きた喜びを描きました。かわいいエ
ディコうさぎを描きました。

国際アート＆デザイン大学校
本多 千尋さん

夏をイメージした様々なモチーフと共にエディコちゃん
を描きました。見ていて楽しくなれるような作品に仕上
がったのではないかなと思います。

小山 玲美さん

エディコの男の子バージョンを描いたことと、去年より楽
しく描けました！成長したところがけっこうあるので見
てほしいです。普段しないぼかしや多色を使って派手にし
てみました。

国際アート＆デザイン大学校
黒羽 詩桜さん



エディコちゃんは元気なイメージなので笑
顔なエディコちゃんを描きました

国際アート＆デザイン大学校
橋本 美鈴さん

佳  作 佳  作

カラフルでかわいいエディコを描きまし
た！

国際アート＆デザイン大学校
八巻 真奈さん

エディコの特徴的な髪形を意識してふわサ
ラに見えるよう表現しました。目元を印象的
にするため、キラキラ輝いているようにしま
した。

国際アート＆デザイン大学校
近内 朱花さん

佳  作 佳  作

発色のいいピンクと優しくて涼しげな水色
を使って可愛さが引き立つようにしまし
た。

国際アート＆デザイン大学校
宍戸 美希さん

自分の好きなものを詰めてコラージュ風に
しました。暖かくて落ち着いた雰囲気が伝わ
れば嬉しいです。

国際アート＆デザイン大学校
矢部 果琳さん

佳  作 佳  作

ゲームをプレーしているエディコが、夢中に
なって驚いている表情が上手く描けたと
思っています。

HAL 東京
寺本 和樹さん

色鉛筆のやさしい色合いで”カワイイ”エ
ディコちゃんを表現しました。

国際ビューティ＆フード大学校
武藤 蒼依さん

佳  作 佳  作

顔に注目してもらえるよう、描きこみ量に差
をつけました。また、人物中心なので背景も
簡素にしました。

同志社大学
足立 千優さん

佳  作

「今日はどんな絵を描こうか」とワクワクし
ているエディコちゃんの様子を、目の輝きや
髪の毛の動きなどを使って表現しました。

山口 夏未さん
佳  作

絵描きにすごく楽しんでいるエディコちゃん！リアル感のエディコちゃんを想
像して表情に力を入れました。

国際アート＆デザイン大学校NWAY HTWE THUさん



郡山市長賞

学校賞

会津若松市立第五中学校
齋藤 蒼さん（中3）

エディコちゃんにその先輩たちのモ
チーフを散りばめたイラストにしま
した。ゲーム機やポーズ、ブラシや
ヘッドホン、画材などのイメージア
イテムを周りに描き、エディコちゃ
んらしさの出る元気な表情が目立つ
よう、背景と目の色を同じにし、ダイ
ナミックな構図にしました。

小野町立小野小学校

郡山市立緑ヶ丘中学校


