
平成２５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） 



「お山って虫がいっぱい」 
山崎北保育園 ５歳児 小野 綾斗   



「かだ少年自ぜんの家」 
松江小学校 ３年 土橋 弘幸  



「田舎の風景」 
藤戸台小学校 ４年 楠本 彩也香 



「那智の風景」 
串本中学校 ３年 名田 朱里  



「みなべ町清川いのこ谷」 
南部高等学校 ３年 竝木 衣久美  



平成２５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） 



「くわがたつかまえた」 
名草幼稚園 ５歳児 谷輪 峻亮 

「山で虫とり！」 
おのみなと紀泉台幼稚園 ５歳児 太田 航 

 
  

「清水の風景」 
山東小学校 ５年 小林 美憂 

 

「わたしたち山の子」 
池田小学校 １年 山田 真優 

 



「高い山に登ったよ」 
みちる保育園 ５歳児 尾﨑 亮太 

  

 
  

「中みねの田んぼ」 
五西月小学校 ３年 調 美法 

 



「高野からの帰り道」 
三石小学校 ５年 笠原 朱音 

 

 
  

「夏の山村」 
近畿大学附属和歌山中学校 ２年 濱口 奈那 

 

家からみた景色」 
日高中学校 ３年 冨上 優衣 

 

光の射す道」 
粉河高等学校 １年 小田 望楓 

 



平成２5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） 



  

「山であそびたいな」 
三宝幼稚園 ４歳児 大谷 莉加 

 

「山って高いな」 
みちる保育園 ４歳児 河島 昇汰 

 

「お山であそんだよ」 
名草幼稚園 ５歳児 藤原 輝海 

 
 

「虫とりしてるよ」 
名草幼稚園 ５歳児 尾上 亮仁 

 

「みんなで山へ登ったよ」 
みちる保育園 ５歳児 廣田 礼音 

 

「山へお散歩いこう！」 
みちる保育園 ５歳児 片山 京介 

 
 



かっこいいカブトムシ」 
紀之川保育園 ５歳児 竹中 壱斗 

 

「お山ににじ」 
五月山こども園 ５歳児 杉本 未憂 

 

「セミ見つけたよ」 
山崎北保育園 ５歳児 土橋 弘典 

 
 

「山には木がいっぱい」 
山崎北保育園 ５歳児 今西 逢介 

 

「山の中で虫とり」 
山崎北小学校 １年 髙落 哲弥 

 

「ねごろの山」 
根来小学校 １年 宇多 華子 

 
 



「鉄塔のある山」 
九度山小学校 １年 尾上 ひなの 

 
 

「虫」 
田村小学校 １年 岡田 翔月 

 
 

「みんなで虫とりに出発！」 
和佐小学校 ２年 髙橋 蓮 

 
 
 

「川あそび」 
雑賀小学校 ２年 保田 華穂 

 
 

「虫がいっぱいの山」 
野崎西小学校 ２年 阪本 咲空 

 
 

「みかんがりをしたよ」 
池田小学校 ２年 山田 昇優 

 
 
 



「わかやまの山村」 
山崎北小学校 ３年 前田 萌乃香 

 
 

「暑い夏の段々畑」 
田殿小学校 ３年 中西 康稀 

 
 

「美山の風景（日高）」 
和田小学校 ４年 安原 巧人 

 
 
 

「ほたるを見た」 
紀伊小学校 ５年 門阪 歩実 

 
 

「山の中の高野号」 
応其小学校 ５年 新谷 莉子 

 
 

「ばあちゃんのふるさと妙見尊山」 
山野小学校 ５年 古部 了大 

 
 
 



「かえる橋の風景」 
稲原小学校 ５年 森本 怜華 

 
 

「残ってほしい山村」 
名草小学校 ６年 前田 芙伽 

 
 

「楠久保の地蔵」 
湊小学校 ６年 吉田 裕香 

 
 
 

「熊野古道」 
貴志小学校 ６年 岡本 奈穂 

 
 

「山椒とり」 
楠本小学校 ６年 高垣 友哉 

 
 



「山のせせらぎ」 
河北中学校 １年 中山 采泉 

 
 
 

「茅葺き屋根のある風景」 
日高高等学校附属中学校 ３年 玉置 知代 

 
 
 

「梅の里」 
明洋中学校 ３年 中村 拓斗 

 
 
 
 

「桑ノ木の滝」 
河北中学校 ２年 中山 歩海 

 
 
 

「高原の風景」 
中辺路中学校 ３年 渡邊 隼人 

 
 
 

「有田のみかん山」 
南部高等学校 ３年 葛城 りな 

 
 
 
 



平成２５年度 
「わかやまの山村」絵画コンクール 

佳作 



平成２５年度「わかやまの山村」絵画コンクール　「佳作」一覧   

学校名 学年 氏名 タイトル

おのみなと紀泉台幼稚園 ４歳児 高　橋　咲　衣 おんがくの流れる森

紀之川保育園 ４歳児 酒　井　和　真 たけのこと背くらべ

ようすい保育園 ４歳児 浦　平　莉　佳 お散歩に行ったよ！

ようすい保育園 ４歳児 岩　尾　蒼　珂 カブト虫、つかまえた！！

栄谷保育所 ４歳児 大　畑　空　歩 いろんな虫み～つけた！！

さんた保育園 ４歳児 坂　口　尤　槻 はじめてのぶどうがり

五月山こども園 ４歳児 船　橋　　 　耀 家族でおでかけ

広瀬保育所 ５歳児 広　本　有梨奈 自然がいっぱい

広瀬保育所 ５歳児 森　　　 穂　乃 山へ遊びに行ったよ

しょうぶ保育園 ５歳児 植　木　龍　馬 かぶと虫発見！

紀之川保育園 ５歳児 十  倉　凜輝斗 皆でご飯たべてるよ

紀之川保育園 ５歳児 佐々木　梨  愛 カブトムシのかぞく

宮北保育所 ５歳児 相  宗 　歩  夢 虫とりって楽しいな

宮北保育所 ５歳児 長谷部　百　恵 虫とりって楽しいな

栄谷保育所 ５歳児 内　西　泰　貴 もりでむしをつかまえたよ

さんた保育園 ５歳児 木　村　梨　音 手をつないであるいたよ

さんた保育園 ５歳児 松　永　大　志 がんばってのぼるぞー

山崎北保育園 ５歳児 川　崎　り　ず 川で遊んだよ！

山崎北保育園 ５歳児 荒　井　陽太朗 どの虫にしようかな？

九度山保育所 ５歳児 野　中　香　那 夏の日

藤並保育所 ５歳児 高　木　斗　真 むしとりたのしいな

藤並保育所 ５歳児 藤　内　姫　乃 みんなでむしとり

藤並保育所 ５歳児 片　山　翔　麻 ぼくの行きたい森の遊び場

高池保育所 ５歳児 池　田　碧　羽 わたしのいえ

田中小学校 １年 岩　垣　有　真 かぶとむしさがし

城山小学校 １年 井　田　理　恵 ムササビ

田村小学校 １年 森　　   海　世 虫とあそんだ

石垣小学校 １年 新　田　羽　菜 ゆうひ

藤戸台小学校 ２年 内　西　和　佳 川あそび

粉河小学校 ２年 廣　橋　昌　依 鳥のかぞく

上岩出小学校 ２年 福　井　有　香 森の夏休み

芳養小学校 ２年 坂　井　美　聡 山で虫とり

名草小学校 ３年 前　田　徒　空 あらぎじま

貴志小学校 ３年 松　田　菜々美 はしで魚つり

雄湊小学校 ４年 木　村　こころ 山の階段

吹上小学校 ４年 谷　藤　　　　純 魚釣れるかな？

貴志南小学校 ４年 髙　山　伊　織 山とみずうみ

安楽川小学校 ４年 壷　井　隆　稜 夏の稜線

南広小学校 ４年 伊　藤　　　 巽 緑をたいせつにしよう

高松小学校 ５年 植　田　千　晴 高野山の「ろうそく祭」

白崎小学校 ５年 寺　岡　香　奈 一枚岩

南野上小学校 ６年 川　添　翔　平 「魚　そっちに行ったぞ」杉野原での川遊び

西貴志小学校 ６年 渡　　　 陽　菜 和歌山の田んぼ

近畿大学附属和歌山中学校 １年 川　畑　海　斗 ハーブ園から望む和泉山脈

紀北支援学校 中等部１年 矢　野　美　優 高原熊野神社

近畿大学附属和歌山中学校 ２年 西　野　博　之 あらぎ島

白馬中学校 ２年 東　　　 実　花 中野組橋

紀北支援学校 中等部３年 奥　野　雅　海 夏の風景

粉河高等学校 １年 宮　野　夏　妃 濃淡の木々

紀北支援学校 高等部３年 彌　園　哲　志 山の休けい所（熊野川）
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