
なんとも不思議な魅力のあるおじさんの写真です。人
柄をとてもよく伝える上手な写真だと思います。そん
な表情をしてもらえるのも技ですね。

Canon マレーシアからのコメント

明るい花火の光の中に上手く映し出された男の子の驚きに満ちた表情がとても印象的です。
自然で演出されていない決定的瞬間ですね。

Canon マレーシアからのコメント

Canon賞

エアアジア X 賞準グランプリ

「Senyum えがおのフォトコンテスト2016」に寄せられた作品は、452点！　たくさんのご応募本当にありが
とうございました。今回は日本人の方はもちろん、マレーシア人の方にも数多くご応募いただき、マレーシ
ア国内のさまざまな場所で撮影されたローカル色あふれる作品が集まりました。今月号では、グランプリは
じめ、入賞作品、全37作品をご紹介します。

Bunga Api / 花火
Rosley Majid
Naufal just turn 2 years old and he is excited playing with the "Bunga Api" 
during the Eid Festival.

タイトル

受賞者

エピソード

とてもドラマティックな演出ができましたね。見つ
め合うカップルの間にどんなストーリーがあるので
しょうか。気なりますね。

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

Warmth / ぬくもり
Lee Sai Men
Hugs were invented to let people 
know how much you love them 
without having to say anything.

恐る恐る差し出した手から鳥が餌を食べてくれるうれ
しさと驚き。とても新鮮な感動が伝わってきます。

Canon マレーシアからのコメント

Birds and I / 小鳥達と私
Syazlin Zawawi
Kindergarteners school trip to a 
petting zoo. Shot was taken during 
visit to the birds cages area where 
visitors allowed to touch and feed 
the birds and this little girl took her 
chance.

タイトル

受賞者

エピソード

タイトル

受賞者

エピソード

Senyum sokmo / いつも笑顔で
Muhammad Nurfi rdaus
When you get too old to cries, 
so you choose smile to express 
happiness that you felt in. I love 
you atok!

Canon
EOS 1200D

審査方法 グランプリと準グランプリはキヤノンマレーシア、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。

北海道ニセコビレッジ 賞準グランプリ

グランプリ

★★

★ ★★
★
★

特集は、セニョ～ムのホームページ www.senyumpress.com で公開しています！

3233

周年
創刊7周年年年
創刊

周

ええががおおのフォトコンンテテスストト２０１６２０１６
結果発表



Tiger Shoji 賞

Friendship / 友情
Andy Kho Ming Han
There's no greater joy that brings 
out lovely smiles when best friends 
gets together.

Love of a sister / 姉妹愛
Low Jer Wei
Siblings of the sea gypsies. Life is 
simple, fun and always with smiles.

人生初の海外旅行は
マレーシア！
小池 真司  
両親が人生初の海外旅行でマレーシ
アに。ブルーモスクを訪問し異文化
体験にご満悦の母。

Smilelish II 
KC Chong
Life is difficult for the kids around 
t he  Pe r k ampungan  Tan jung 
Lumpur, Kuantan. But in the heart 
they got beautiful smile.

野⽥郷賞準グランプリ

サマーベイリゾート 賞

すごくフォトジェニックな人たちです。田んぼでの作業
と楽しそうな笑顔に微妙なアンバランスがあり、それが
また魅力になっています。すばらしい。

Canon マレーシアからのコメント

Happy Farmer / 笑顔の農夫達
See Thoe Tuck Kuenuen
A group of farmers working happily 
at the paddy fi eld in Kedah.

タイトル

受賞者

エピソード

色々な光を上手く表現して自然の中で仲良しの二人が遊ぶ
楽しさが伝わってきます。屈託のない笑顔に心洗われます。

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

Dancing below the wind /
風に吹かれて踊ろう
New Yee Leong
Kids are still enjoying the dance and the 
sing even thunderstorm is near... This is 
their island, their home Semporna.

トロイカ スカイダイニング 賞

Sharing / 半分こしよう
Ooi Chean Sean
The boys are sharing the food happily.

Holi Festival / ホリ・フェスティバル
Lin Joe Yin
Holi festival has an ancient origin and celebrates the triumph 
of 'good' over 'bad'. The colorful festival bridges the social gap 
and renew sweet relationships. On this day, people hug and 
wish each other 'Happy Holi'.

「いーっ」
南 玲子
妹のお世話をしたい姉。お姉ちゃんの言うことなら何でも聞
く妹。いつもこんな風に歯磨きしてくれたら、ママは楽だな～。

Mother and son / 母と息子
Teo Liak Song
Where are we?

 Festival celebration / お祝い
Kim Chong Keat
The brother and sister smile happily after they learn 
how to write Chinese calligraphy.

わたしたちのヒジャブかわいい??
丸山 周美
炎天下の公園で遊んだあとの一コマ。
前々から気になっていたマレーシア人女
性のヒジャブを幼い姉妹が見よう見まね
でまねしてハンカチを頭に巻いてみまし
た。心はすっかりマレーシアの美人さん!!

Purity Smile / 無垢な笑顔
Vivien Thum
Young baby's smile is not easy to capture. 
The moment this smile is captured brought 
an even bigger smile on the mummy's face :)

Simple Smile from the Heart  / 
心からの笑顔
Angeline Ng
Grandpa behind chasing little grand daughter 
in front, having fun in a local botanical 
garden. Their simple laughter came from fun 
and excitement while playing a simple game 
which is chase.

ダチョウレース
宮本 裕子
必死に走るダチョウと、ギャラリーに応援される
も滑稽さに笑ってしまう余裕の乗り手の人間。レー
スそのものより、そのコントラストが印象に残る
シーンでした。

My Mommy, my world. I love you / ママ大好き
 Leo Xuying
Little Chen enjoying her favorite bath time with her mother, 
flashing smiles and laughs all the while. The dearest 
relationship is nurtured with the simplest daily activities.

コタキナコ特別賞

モスクにて
井野口 由紀
ペナン島のカピタンクリンモスクの
前で娘の写真を撮ろうとすると、娘
はモデルのようにいろいろなポーズ
を取り始めました。最後には自分自
身に大笑いしていました。

屈託のない弾ける可愛らしい笑
顔。青い空、青いモスク、青い
服の一瞬のコラボレーションが
素敵です。

サバ政府観光局
からのコメント

You are the reason I smile! /  
あなたがいるから笑顔になれる
Rachel Tan
You are the reason for my smile. The one who makes my life 
worthwhile. You are the reason for my laughter and my sorrow. We 
will continue to hold hand and smile together throughout our walk 
of life.

The Spa 賞

銀座鮨正 賞

ゾウさんに会ったよ
猪又 祐樹
エレファントサンクチュアリで大好きなゾウさんに会えたけ
ど、まじかで見ると大きくてちょっとこわかったぁ。

Three  smiling siblings / 笑顔の3姉妹
Richard TL Lee
Three siblings with cute little smile. Photo taken in Mabul 
island resort, Sabah.

準グランプリ

E＆Oホテル 賞
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晩ごはんなににしようか？
工藤 こうじ
仕事帰りに自宅のコンドミニアムで見かけた風景です。

柔道 de 笑顔
高橋 正典
サバ州サンダカンの柔道クラブで、出張指
導を行ったときの集合写真。マレーシア、
しかもボルネオのサンダカンでも、日本の
武道、柔道を頑張って修行している若者が
いることに感激です！

Neighborhood / ご近所さん
Najwa  Binti Abdul Hafi z
We set a f ixed date to f ina l ly meet 
during school break. We played and 
have unforgettable memories at the 
neighborhood. Stress released even 
followed by a happy farewell.

襲われる!?
池田 謙斗
蛇と写真を撮ろうとしたとこ
ろ、蛇がにゅーっと近づいて
きて驚いた時に撮れた一枚で
す。その後は、パパにべった
りでした。

家族愛
幸地 茜
笑顔が素敵すぎるムスリムのご家族がいたので撮影さ
せていただきました。奥様、旦那様、両方からお子様
への溢れるような愛が感じられました。

Feel joy on top of Bukit Tabur / 
ブキットタブールの山頂にて
Nicholas Lim Ing Keat
End the hike up Bukit Tabur, Selangor with a 
magnifi cent view.

BIG HAPPY SMILE / でっかい笑顔
Ahmad Zakaria Alash'ari bin Md. Salleh
We like hunting food and experience to taste them. This 
is the third restaurants we go that day. Happy outing and 
eating in Malaysia. Malaysia really have various kind of with 
its culture.

Smile from the heart and soul / 
母の日おめでとう
Rashid  Jamaluddin
Celebrating Mother's Day in kampung.

Radiant Smile / きらきらスマイル
Yew Tiam Seong
A kid having fun in the swimming pool. He smile with 
gladness and happiness and bring joy to everyone.

Pictures from up above / 上からパチリ
James Lee
Self portraits before the photo shoot in the reserved 
rain forest of Miri from the drone.

エコピカ 賞

Kuching Dragon Crocodile KISS / 
ドラゴン・クロコダイルのキス＠クチン
Liew Kok Hwa
I was "kissed" by a dragon crocodile while sight seeing 
along the river of Sarawak in Kuching Waterfront. 
Stunning Kuching "Parliament house" (State Legislative 
Assembly) is located right behind. Only witness?!

⿂勝 賞

Bahau Railway Station / バハル駅
Chu Min Fseng
The kid was cycling inside the railway station 
while passengers were waiting for the train to 
come. A place whereby the locals kid having 
fun at the late afternoon.

Happy childhood / 幸せなこども時代
Chuah Chook Fong
Kids laughing and playing at seaside.

寿司織部 賞
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