
Star-fi sh（ヒトデ）を空に降らせるとは……発想の豊かさを感じました。美しい海と空、
そしてこどもたちのはじける笑顔にあふれたすばらしい一瞬を切り取ることができました。

Canon マレーシアからのコメント

Canon賞

トロイカ・スカイダイニング賞

SHARP賞

準グランプリ

準グランプリ

2015え が お の フ ォ ト コ ン テ ス ト

6周年創刊

結果発表

グランプリ

★★

★ ★★
★
★

Senyum創刊6周年記念企画「えがおのフォトコンテスト」に寄せられた作品は、199点！　たくさんのご応募、
本当にありがとうございました！　家族だからこそ撮れる自然な笑顔、プロ並みの力作、笑顔を誘うユーモ
ラスなひとコマなど、どれも見ているだけで幸せになれるような作品ばかりで、選考は難航しました。今月
号では、グランプリはじめ、入賞作品、全38作品をご紹介します。

Hurray! Starfi sh!
Liang Huan Chuan
In Semporna, kids are playing with starfi sh.

タイトル

受賞者

エピソード

カメラを意識しないこんなにかわいいこどもの写真を撮ることはなか
なか難しいもの。やさしいお母さんの真似なのでしょう、愛情あふれ
るまなざしが見る者をとても温かい気持ちにしてくれます。

Canon マレーシアからのコメント

タイトル

受賞者

エピソード

授乳中の幸せなひととき
横山 香梨
三人兄妹の二番目の二歳の娘です。下に7ヵ月の妹が
いていつも気にかけてくれるかわいいお姉ちゃんで
す。母親が授乳しているところを真似て、クマちゃん
のぬいぐるみに幸せそうに授乳しているところです。

突然降り出した大粒の雨もお友達との楽しい時間は
邪魔できません。雨の粒、雨よけの板の下の楽しい
表情、その場の雰囲気を一瞬で鮮やかに伝える優れ
た作品です。

Canon マレーシアからのコメント

透き通る蒼い空と、西日に輝く男の子たちのセニョー
ム（笑顔）に思わず笑みがこぼれます！　まるで自分
がその場にいるかのような温かさが伝わる作品です。

セニョ〜ム編集部からのコメント

Raining Joy
Justin Lai
Bajau (Sea Gypsy), Semporna Sabah 
Malaysia, they born to be positive 
thinking and be happy always.

タイトル

受賞者

エピソード

タイトル

受賞者

エピソード

How are you? I am fi ne.
So Kai Zhuo
Meet these little children in Sabah 
village when travel to Sabah last year. 
They are nice and welcome us.

Canon
EOS 1200D

審査方法 グランプリはキヤノンマレーシア、準グランプリはキヤノンマレーシアとセニョ～ム、コタキナコ賞はサバ州政府観光局、その
ほかはセニョ～ムが審査を行いました。
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スプリッツァー賞

銀座鮨正賞

Tiger Shoji賞

ワコール賞

アイス、おいし～い♪
南玲子

暑い日のイベント、途中で食べたアイスがとっても美
味しかった！お口の周りにおヒゲがついても気にしな
い、夢中でかぶりついてます！

ルンルン安全運転中
木下瑞紀

久々の再会。横を見ればいる！　車に乗っているだけ
でもとても楽しい!!　という表情。

E＆Oホテル賞

マーライオン　がぉーっ
石井健太

セントーサ島にて、マーライオンのマネ。ママ
と一緒にがおーっ。

Happy family!
石井眞美

家族でランカウイへ行った時に撮ったお気に入りの写
真。楽しいと笑顔がこぼれます。

Joy of Living
Lee Sze Yun

It's a bitter sweet picture as this picture is to celebrate 
her farewell leaving the company and going overseas to 
study. But this picture will always be the fondest memory 
of her working in the company which is filled with joy 
every day.

ヒマラヤ山脈に生きる優しい皺
宮本裕子

ヒマラヤの生活は厳しいであろうが、暖かい日
差しの中おばあちゃんの温厚な笑顔に見守られ、
赤ちゃんも安心し切って微笑んでいる様。お二
人に幸福を。

天賞

お風呂大好き
Tara JEGATHESAN

アワアワいっぱいのお風呂で気持ちいい。

A Canon shot in KL's Bird Park
Ken Kudo

A Happy Family outing in Kuala Lumpur's beautiful 
bird park, recommended for everyone!!

Senyum at Putrajaya
Nor Asyraaf

Rooftop putrajaya.

Run, Boy,  Run!
Jemsen Tan

Got this really wonderful & strong-spirited shot at 
the park near my college. An active, excited little 
kid smiling as he chases the pigeons around, which 
resulted in one of my favourite shots. (:

幸せな眠り
小林学

韓国のおばあちゃんは、初孫がかわいくて仕方がない
様子。孫を背負って近所の茶飲み友達に自慢をしに行っ
たまま3時間も帰ってきませんでした。気づくとおばあ
ちゃんは孫を背負いながらお昼寝。孫もおばあちゃん
の背中ですやすや寝息を立てています。二人とも今が
一番幸せな時間なのでしょう。

我が子元気に！
Liau Kok Wee

5才の子とも(男女）一度出家儀式を受け、病気なく健
康で、元気に無事に育つようにと親からの願いを込め
て行なったミャンマーの伝統的な行事の一つです。

ついに、念願の優勝！
澤田剛

プトラジャヤで開催されたカヌーレース、地元チーム
のプライドと意地で優勝！　超ハッピー !!

桜の下の笑顔
Liu Cha Shian 

2012年春、静岡の桜の下で撮影しました。友人のこど
もたちは、春の雨のなかでとても楽しそうでした。私
はその楽しそうな姿を見て、この瞬間を写真におさめ
ました。この写真を見ると、当時を思い出し、いつも
笑顔になります。

さあ、着いた！
阿部慎吾

友達と初めて来たクアラルンプールの公園。暑さを忘
れて飛び回るこどもたち。

初めてのプール
小柳樹里

息子の初めてのプールで、怖がって水嫌いになったり、
溺れたりしないか夫婦で心配しながらプールに入れて
みたのですが、息子は楽しかったようで、この笑顔を
見てホッとひと安心しました！　母である私は、カメ
ラを構えて記念写真を撮るべく奮闘していました！

Lovely smile!
Wang Eng Lim

Your smile really can light up my life!

倉⽥賞

私たち頑張りました！
高松 勇一

ローカルナーサリーに通う二人のこどもたち。お兄
ちゃんの卒園式と学芸会を無事に終え、その衣装のま
ま記念に一枚。二人とも自分が頑張ったことに満足出
来たのか、満面の笑顔です。

Best Friend Forever!!
Nor Amira Binti Azmi

Good friends are like stars. You don’t always see them, 
but you know that they are always there.  Hangout 
with best friends forever at Royal Floria, Putrajaya.

寿司織部賞

稲刈り
森本真優月

大変な作業も仲間と一緒なら、なんのその！

しゃぼん玉スマイル！
大谷由香

こちらで購入したOLYMPUSシリーズを手に、12月
のとある日曜日レイクガーデンへ。思いの外きれい
に写すことのできたしゃぼんだまのそばにはかわい
い3歳児スマイルが！

勘⼋賞

Srixon賞

誘い笑み
篠原里佳

旅先のカンボジアで撮った一枚。小さなお店の一角でゲ
ラゲラ笑う少年たち。何がそんなにおかしいのか…!?彼
らの笑いに誘われ、撮影しているわたしも一緒に爆笑！

おとうとが生まれたよ！
山下晃正

マレーシアで２人目の子が生まれました。まだまだ甘えん
坊の長女はお姉ちゃんになれるかな？

ウェンディーツアー賞
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妹　大爆笑 !!
鵜子 幸久

４年前、シェムリアップのナイトマーケットでお調子
者の息子がいきなりヒンズーの神様に変身して周囲の
人まで大爆笑。今はこども二人とも日本に巣立ってい
きましたが想い出の1枚です。

Elephant Sanctuary
森本真一

Elephant Sanctuaryで象の背中に乗って行進です。水
の中に入るまでは想定内でしたが、まさか水を掛けら
れるとは(^^)。掛けている人は大喜びでしたが(笑 )

Laughter
Shireen Biswas

Beautiful young girl right there 
that have so much br ight 
fu ture .Her  smi les  a re  her 
parents source of happiness.
The most beautiful thing ever 
is watching your kids grow. All 
you will do is to look at them 
each day and smile and try to 
work hard to give them the 
best so that they could smile.

ヨーグルト大好き?
御代川祐子

大好きなヨーグルトを食べるといつもお顔にべっ
ちゃり。思わず笑ってしまいます。

わんぱく娘
浴本　進

見せて！見せて！
森本朝美

旅行に行くと、現地の写真を撮るのが趣味の夫。にこ
にこと写真を撮らせてくれるこども達は、「見せて～」
と自分たちの写真に興味津々！　写真を喜んでくれる
姿に、夫はニヤケ顔。人懐っこい、かわいいこども達
とほっこりした瞬間です。

マレー語・英語・日本語・馬語 ?
笑顔が一番通じるネ ?  
蒲谷かほる

マレーシアに住み始めて半年。マレー語も英語もまだ
まだです。というかほとんどダメです。日本語オンリー
ですが、マレーシアのお馬さんは日本語の音には???　
です。でも笑顔だけは人にも馬にも通じます。

うちのばなな星人（３歳）は、バナナを食べるとき、
いつも口をめいっぱい広げてかぶりつきます。特に甘
酸っぱいマレーシアのローカルバナナは、何本でもい
けます。そんなばなな星人は、ときにみかん星人でも
あります。

ばなな星人
古川若葉

親友
森本翔星

引っ越し間際でのお泊り会。離れていても、この笑顔
はずっと変わらない。

コンドミニアムのプールで超広角レンズを用いて撮影した一枚です。
一瞬だけ見せた生意気な表情で、三女のわんぱくぶりを表現できました。

寝姿、三人三様
NG YUIN MAN

我が家は、3世代4家族の同居。同じ世代のこどもは、
ひとり寝るとつられて二人も寝る。でもその寝姿は、
三人三様。

マレーシアーっ !!!
服部駒子

キャメロン・ハイランドにて。キャベツ、トウモロコシ、
トマト…高原野菜の巨大なオブジェがごろごろ転がっ
ている涼しい公園で思いっきり遊びました。

コタキナコ特別賞 江ノ島賞

楽しいんだかコワイ
んだか怒ってるんだ
か甘えているんだか
判らない、逞しさを
感じるかわいい笑顔
ですね。

サバ政府観光局
からのコメント
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