
平成２４年度 
「わかやまの山村」絵画コンクール 

入賞作品 

うばめがし賞
（最優秀賞） 



「山って大きいな」 
みちる保育園 ５歳児 上地 心愛   



「風車と山」 
貴志南小学校 ２年 西本 裕芽  



「おじいちゃんの家ですいかをゲット!」 
雑賀小学校 ６年 澤田 楓香 



「山へと続く道」 
近畿大学附属和歌山中学校 ２年 柏木 佳奈   



「田辺市奇絶峡」 
南部高等学校 ３年 團栗 美希   



平成２４年度 
「わかやまの山村」絵画コンクール 

入賞作品 

めじろ賞 
（優秀賞） 



 「むしとりをしたよ」 
みちる保育園 4歳児 南方 歩杜  

  

 
 「カブトムシつかまえた」 

山崎北保育園 5歳児 木村 友哉 
 

 
  

「動物たちが遊んでいる」 
名草幼稚園 5歳児 野田 苺花 

「家族でキャンプ」 
九度山小学校 2年 藤森 ひな 



「間伐体験に行ったよ」 
松江小学校 3年 山本 侑玄  

 
  

「こんな山村行ってみたいな」 
川辺西小学校 4年 尾白 楓子 

「新緑の高野山」 
近畿大学附属和歌山中学校 2年 植野 彩華 

「ざ王橋をわたった こわかった」 
野崎小学校 5年 上田 若奈 



「田辺市の山寺」 
南部高等学校 2年 桂  南美 

 

 
  

「夕暮れ時のみかん畑」 
日高高等学校附属中学校 2年 玉置 知代 



平成２４年度 
「わかやまの山村」絵画コンクール 

入賞作品 

うめの花賞 
（入選） 



  
「虫さん待って～」 

栄谷保育所 4歳児 内西 泰 

「カブト虫み～つけた」 
栄谷保育所 5歳児 秋月 智成 

「かぶと虫見つけた」 
宮前保育所 5歳児 髙木 一芽 

 

「お山で遊びたいな」 
ようすい保育園 5歳児 髙橋 由那 

「みかんの木いっぱい」 
五月山保育園 5歳児 神田 桜花 

「みんなで虫とり大会」 
しょうぶ保育園 5歳児 上門 莉希 

 



「山で虫とり競争したよ」 
みちる保育園 5歳児 河島 朋哉 

「皆で虫をつかまえたよ」 
みちる保育園 5歳児 倉橋 美桜 

「とんぼさんまてまてｰ」 
山崎北保育園 5歳児 西田 千畝 

 

「かわにきゃんぷにいった」 
安原小学校 1年 新田 創侍 

「だいすきなどんぐりやま」 
粉河小学校 1年 廣橋 昌依 

「わたしのすきなりんごちゃん」 
橋本小学校 1年 川上 芹葉 

 



「和歌山高野山おくのいん」 
智辯学園和歌山小学校 2年 尾崎 胡桃 

「たけのこほり」 
  川永小学校 2年 上野 日奈子 

「山の川であそんだよ」 
  田鶴小学校 2年 黒栁 颯杜 

 

「大きな木が生えていたよ」 
   芳養小学校 2年 澤田 零央 

「じんじゃが赤い！？」 
    浜宮小学校 3年 村田 茜 

「しみずの川はつめたいな」 
    野崎小学校 3年 上田 敦貴 

 



「森の中の虫たちと僕」 
   紀伊コスモス支援学校園部分校               

4年 田上 真宙  

「広がる田んぼと山」 
   笠田小学校 3年 青木 詞葉 

「山の川であそんだよ」 
  田鶴小学校 2年 黒栁 颯杜 

 

「山村」 
     雄湊小学校 5年 長瀧 怜 

「那智の瀧」 
   糸我小学校 5年 田中 悠葉 



「かま出し」 
   松原小学校 5年 小川 嶺瑳  

「わたしたちの山村」 
   小倉小学校 6年 中島 実咲 

「あらぎ島」 
 山口小学校 6年 前口 恵知華 

 

「守りたい和歌山の自然」 
    野崎小学校 6年 中山 采泉 

「山に囲まれた運動公園」 
  安楽川小学校 6年 直高 宏起 



 「弘法大師につながる道」 
      明和中学校 3年 中西 真也 

「お父さんの仕事」 
  南広小学校 6年 井上 依里子 

「美山の風景」 
   近畿大学附属和歌山中学校 1年                  

 田中 利佳 
 

「熊野古道」 
    明和中学校 2年 北 勇晟 

 

「家から見える風景」 
      笠田中学校 2年 向山 友梨 



「熊野古道の木漏れ日」 
   西脇中学校 3年 酒田 瑠華 

「山の散歩道」 
  粉河高等学校 1年 末永 紫乃 



平成２４年度 
「わかやまの山村」絵画コンクール 

佳作 



学校名 学年 氏名 タイトル

さんた保育園 ４歳児 中村　孝太郎 虫さんもぶどうがり

宮北保育所 ４歳児 前田　世菜 せみがいっぱい

ようすい保育園 ４歳児 成瀬　迅　 いろんな虫を見たよ！

ようすい保育園 ４歳児 松下　陽 くわがた見つけたよ！

五月山保育園 ４歳児 土岐　光稀 山に虫とりにいったよ

みちる保育園 ４歳児 矢野　優月花 やまへいきたいな

紀之川保育園 ４歳児 谷口　初夏 虫さん ひまわり大好き

山崎北保育園 ４歳児 土橋　弘典 川で石投げしたよ

山崎北保育園 ４歳児 山本　侑姫 川でＢＢＱしたよ

三宝幼稚園 ４歳児 辻　大夢 大きなお山

さんた保育園 ５歳児 井谷　陽依 ぶどうとったよ

さんた保育園 ５歳児 串野　晟矢 ぶどうとるぞぉ！！

広瀬保育所 ５歳児 堀田　琉斗 大きな木

栄谷保育所 ５歳児 大畑　舞空 山のおうちに住みたいな

五月山保育園 ５歳児 島　瑛陸 山の風は気持ちいいよ

しょうぶ保育園 ５歳児 鈴木　優莉 チョウチョつかまえた

砂山保育所 ５歳児 藤上　智花　 大きいお山をたんけん

砂山保育所 ５歳児 松本　梨愛 みんなえがお

紀之川保育園 ５歳児 畑口　璃久 かぶと虫つかまえたよ

山崎北保育園 ５歳児 紙谷　陽士 虫さんまてまて－

さくら保育園 ５歳児 佐野　陽 高野山森林公園

藤並保育所 ５歳児 大方　庵司　 いっしょにあそぼう！

藤並保育所 ５歳児 上山　創大 森とともだち

高池保育所 ５歳児 栗林　杏圭 山で遊んだよ

下里保育所 ５歳児 下地　陽晴　 かぶと虫をとったよ

三宝幼稚園 ５歳児 長谷川　由香　 山と稲穂

名草幼稚園 ５歳児 味村　蘭丸 おじいちゃん、おばあちゃんが住んでいる山

高松小学校 １年 片桐　真理子 たのしいぶどうがり

藤戸台小学校 １年 川原　櫻子 かつらぎのおじいちゃん家にレッツゴー！！

川原小学校 １年 濱口　勇人 いっぱい遊んだ中津川

安楽川小学校 １年 上林　光 山はきもちいいなぁ

田村小学校 １年 村田　結香 山がすき

和佐小学校 ２年 中西　知優 にじのえ

橋本小学校 ２年 小嶋　菜月 山へ登ろう

貴志南小学校 ３年 髙山　伊織 ひまわり畑

山崎北小学校 ３年 田添　紫音 山おくのひいばあちゃんの家

西富田小学校 ３年 前田　紗希 おばあちゃんの家

紀見小学校 ３年 中村　向日葵 川あそび

宮原小学校 ４年 大西　穂乃花 ばあちゃんの家から見た山

山野小学校 ４年 古部　了大 向山野

松江小学校 ４年 梅田　万緒 だんだん畑

三田小学校 ４年 山形　優葵乃 なぐさ山

西和佐小学校 ４年 寺杣　知見 夏の納屋

日方小学校 ５年 出口　果結葉 おばあちゃんちから見たけしき

小倉小学校 ５年 村　美咲 山で魚つり

浜宮小学校 ５年 竹中　淳一 田舎の山

田中小学校 ５年 髙野　元希 おじぞうさまと一けんの家

東山東小学校 ６年 薮　明里 大切にしたい自然

貴志中学校 １年 川原　慶久 桑ノ木の滝  

明和中学校 １年 森本　吏玖 和歌山県清水町の棚田

近畿大学附属和歌山中学校 １年 塩路　真以 那智山と滝

大成中学校 １年 的場　由起 家から見える風景

紀北支援学校 ２年 奥野　雅海 マリーナの山

粉河高等学校 ２年 石橋　和 木洩れ日

星林高等学校 ３年 増　明拓　 蓮が浮かぶ平池公園
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