
平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度
「わかやまの山村」絵画コンクール「わかやまの山村」絵画コンクール「わかやまの山村」絵画コンクール「わかやまの山村」絵画コンクール

入賞作品入賞作品入賞作品入賞作品

うばめがしうばめがしうばめがしうばめがし賞賞賞賞
（最優秀賞）（最優秀賞）（最優秀賞）（最優秀賞）



「「「「お山の上からいい眺めお山の上からいい眺めお山の上からいい眺めお山の上からいい眺め」」」」
山崎北山崎北山崎北山崎北保育園保育園保育園保育園 ４歳児４歳児４歳児４歳児 佃佃佃佃 莉莉莉莉羅羅羅羅



「「「「北山川のいかだくだり北山川のいかだくだり北山川のいかだくだり北山川のいかだくだり」」」」
直川直川直川直川小学校小学校小学校小学校 ３年３年３年３年 中谷中谷中谷中谷 駿駿駿駿太太太太



「「「「あの夏のひまわりあの夏のひまわりあの夏のひまわりあの夏のひまわり」」」」
木本木本木本木本小学校小学校小学校小学校 ６年６年６年６年 忠忠忠忠 歩奈歩奈歩奈歩奈



「「「「広川町の山里広川町の山里広川町の山里広川町の山里」」」」
近畿近畿近畿近畿大学附属和歌山中学校大学附属和歌山中学校大学附属和歌山中学校大学附属和歌山中学校 １年１年１年１年 野口野口野口野口 果琳果琳果琳果琳



「「「「みかんの里みかんの里みかんの里みかんの里」」」」
箕島箕島箕島箕島高等学校高等学校高等学校高等学校 １年１年１年１年 久喜久喜久喜久喜 隆史隆史隆史隆史



平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度
「わかやまの山村」絵画コンクール「わかやまの山村」絵画コンクール「わかやまの山村」絵画コンクール「わかやまの山村」絵画コンクール

入賞作品入賞作品入賞作品入賞作品

めじろめじろめじろめじろ賞賞賞賞
（優秀賞）（優秀賞）（優秀賞）（優秀賞）



「「「「お山で虫とりしたよお山で虫とりしたよお山で虫とりしたよお山で虫とりしたよ」」」」
よよよようすい保育園うすい保育園うすい保育園うすい保育園 ４歳児４歳児４歳児４歳児 大谷大谷大谷大谷 橙子橙子橙子橙子

「「「「山登りは楽しいな山登りは楽しいな山登りは楽しいな山登りは楽しいな」」」」
名草名草名草名草幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園 ５歳児５歳児５歳児５歳児 野村野村野村野村 純矢純矢純矢純矢

「「「「田舎での川遊び田舎での川遊び田舎での川遊び田舎での川遊び」」」」
藤戸台藤戸台藤戸台藤戸台小学校小学校小学校小学校 １年１年１年１年 横出横出横出横出 颯大颯大颯大颯大



「「「「家族で虫とり！家族で虫とり！家族で虫とり！家族で虫とり！」」」」
みちるみちるみちるみちる保育園保育園保育園保育園 ５歳児５歳児５歳児５歳児 永長永長永長永長 友萌友萌友萌友萌

「「「「キャンプ場の山・川キャンプ場の山・川キャンプ場の山・川キャンプ場の山・川」」」」
楠見西楠見西楠見西楠見西小学校小学校小学校小学校 ３年３年３年３年 刀禰刀禰刀禰刀禰 颯仁颯仁颯仁颯仁

「「「「虫とり虫とり虫とり虫とり」」」」
西貴志西貴志西貴志西貴志小学校小学校小学校小学校 ４年４年４年４年 榎原榎原榎原榎原 悠悠悠悠



「「「「和歌山の山村和歌山の山村和歌山の山村和歌山の山村」」」」
大谷大谷大谷大谷小学校小学校小学校小学校 ５年５年５年５年 浅井浅井浅井浅井 瑞生瑞生瑞生瑞生

「「「「夏の思い出夏の思い出夏の思い出夏の思い出」」」」
近畿近畿近畿近畿大学附属和歌山中学校大学附属和歌山中学校大学附属和歌山中学校大学附属和歌山中学校 ２年２年２年２年 柏木柏木柏木柏木 真真真真衣衣衣衣

「「「「山をつなぐつり橋山をつなぐつり橋山をつなぐつり橋山をつなぐつり橋」」」」
近畿近畿近畿近畿大学附属和歌山中学校大学附属和歌山中学校大学附属和歌山中学校大学附属和歌山中学校 ２年２年２年２年 山野山野山野山野 夢奈夢奈夢奈夢奈

「「「「野原から野原から野原から野原から」」」」
粉河粉河粉河粉河高等学校高等学校高等学校高等学校 ２年２年２年２年 鈴木鈴木鈴木鈴木 美美美美規規規規



平成２平成２平成２平成２６６６６年度年度年度年度
「わかやまの山村」絵画コンクール「わかやまの山村」絵画コンクール「わかやまの山村」絵画コンクール「わかやまの山村」絵画コンクール

入賞作品入賞作品入賞作品入賞作品

うめの花賞うめの花賞うめの花賞うめの花賞
（入選）（入選）（入選）（入選）



「「「「おやまのたんけんたいおやまのたんけんたいおやまのたんけんたいおやまのたんけんたい」」」」
山口山口山口山口保育園保育園保育園保育園 ４歳児４歳児４歳児４歳児 神田神田神田神田 真希斗真希斗真希斗真希斗

「「「「おおおおさるにあえたよ！さるにあえたよ！さるにあえたよ！さるにあえたよ！」」」」
山崎北山崎北山崎北山崎北保育園保育園保育園保育園 ４歳児４歳児４歳児４歳児 礒㟢礒㟢礒㟢礒㟢 茅紘茅紘茅紘茅紘

「「「「山でかくれんぼしたよ山でかくれんぼしたよ山でかくれんぼしたよ山でかくれんぼしたよ」」」」
名草名草名草名草幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園 ５歳児５歳児５歳児５歳児 笠原笠原笠原笠原 蓮生蓮生蓮生蓮生

「「「「山で木登り楽しいな山で木登り楽しいな山で木登り楽しいな山で木登り楽しいな」」」」
みちるみちるみちるみちる保育園保育園保育園保育園 ４歳児４歳児４歳児４歳児 南方南方南方南方 日向日向日向日向

「「「「お山でいっぱい遊んだよお山でいっぱい遊んだよお山でいっぱい遊んだよお山でいっぱい遊んだよ」」」」
かんどりかんどりかんどりかんどり保育園保育園保育園保育園 ４歳児４歳児４歳児４歳児 角谷角谷角谷角谷 香歩里香歩里香歩里香歩里

「「「「虫がいっぱい虫がいっぱい虫がいっぱい虫がいっぱい」」」」
名草名草名草名草幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園 ５歳児５歳児５歳児５歳児 永島永島永島永島 瑛士瑛士瑛士瑛士



「「「「カブト虫、山で発見カブト虫、山で発見カブト虫、山で発見カブト虫、山で発見」」」」
みちるみちるみちるみちる保育園保育園保育園保育園 ５歳児５歳児５歳児５歳児 高木高木高木高木 七菜七菜七菜七菜

「「「「川遊び楽しいな！！川遊び楽しいな！！川遊び楽しいな！！川遊び楽しいな！！」」」」
よよよようすい保育園うすい保育園うすい保育園うすい保育園 ５歳児５歳児５歳児５歳児 尾形尾形尾形尾形 姫菜姫菜姫菜姫菜

「「「「あまごつりあまごつりあまごつりあまごつり」」」」
高松高松高松高松小学校小学校小学校小学校 １年１年１年１年 辻本辻本辻本辻本 菜々美菜々美菜々美菜々美

「「「「蟬捕り蟬捕り蟬捕り蟬捕り」」」」
広瀬広瀬広瀬広瀬保育所保育所保育所保育所 ５歳児５歳児５歳児５歳児 大本大本大本大本 裕輝裕輝裕輝裕輝

「「「「虫がいっぱい集まる木虫がいっぱい集まる木虫がいっぱい集まる木虫がいっぱい集まる木」」」」
しょうぶしょうぶしょうぶしょうぶ保育園保育園保育園保育園 ５歳児５歳児５歳児５歳児 野浦野浦野浦野浦 聡太聡太聡太聡太

「「「「カブト虫、捕まえるぞカブト虫、捕まえるぞカブト虫、捕まえるぞカブト虫、捕まえるぞ」」」」
しょうぶしょうぶしょうぶしょうぶ保育園保育園保育園保育園 ５歳児５歳児５歳児５歳児 平見平見平見平見 勇心勇心勇心勇心



「「「「ツリークライミングツリークライミングツリークライミングツリークライミング」」」」
上岩出上岩出上岩出上岩出小学校小学校小学校小学校 １年１年１年１年 堂浦堂浦堂浦堂浦 くるみくるみくるみくるみ

「「「「むしとりむしとりむしとりむしとり」」」」
田村田村田村田村小学校小学校小学校小学校 １年１年１年１年 八尾八尾八尾八尾 栄光栄光栄光栄光

「「「「むしとり」むしとり」むしとり」むしとり」
田村小学校田村小学校田村小学校田村小学校 １年１年１年１年 則岡則岡則岡則岡 那奈那奈那奈那奈

「「「「みかんとりみかんとりみかんとりみかんとり」」」」
田村田村田村田村小学校小学校小学校小学校 １年１年１年１年 畑畑畑畑 帆花帆花帆花帆花

「「「「つめたい川つめたい川つめたい川つめたい川」」」」
雑賀雑賀雑賀雑賀小学校小学校小学校小学校 ２年２年２年２年 上田上田上田上田 桃子桃子桃子桃子

「「「「川あそび川あそび川あそび川あそび」」」」
雑賀雑賀雑賀雑賀小学校小学校小学校小学校 ２年２年２年２年 花木花木花木花木 恵太朗恵太朗恵太朗恵太朗



「「「「トンボをとったトンボをとったトンボをとったトンボをとった」」」」
直川直川直川直川小学校小学校小学校小学校 ２年２年２年２年 石元石元石元石元 優成優成優成優成

「「「「山で虫とり山で虫とり山で虫とり山で虫とり」」」」
藤戸台藤戸台藤戸台藤戸台小学校小学校小学校小学校 ３年３年３年３年 内西内西内西内西 和佳和佳和佳和佳

「「「「家から見えるけしき家から見えるけしき家から見えるけしき家から見えるけしき」」」」
白崎白崎白崎白崎小学校小学校小学校小学校 ４年４年４年４年 池田池田池田池田 愛琉愛琉愛琉愛琉

「有「有「有「有田川町あら田川町あら田川町あら田川町あらぎぎぎぎ島島島島」」」」
和佐和佐和佐和佐小学校小学校小学校小学校 ５年５年５年５年 島本島本島本島本 百々香百々香百々香百々香

「「「「キャンプ場から見た景色キャンプ場から見た景色キャンプ場から見た景色キャンプ場から見た景色」」」」
楠見西楠見西楠見西楠見西小学校小学校小学校小学校 ５年５年５年５年 刀禰刀禰刀禰刀禰 花菜花菜花菜花菜

「「「「近露の村近露の村近露の村近露の村」」」」
砂山砂山砂山砂山小学校小学校小学校小学校 ５年５年５年５年 柴田柴田柴田柴田 啓介啓介啓介啓介



「「「「くらしを守る若木くらしを守る若木くらしを守る若木くらしを守る若木たちたちたちたち
～～～～真国川のほとりで～真国川のほとりで～真国川のほとりで～真国川のほとりで～」」」」

安楽川安楽川安楽川安楽川小学校小学校小学校小学校 ５年５年５年５年 壷井壷井壷井壷井 隆稜隆稜隆稜隆稜

「「「「たけのこの収穫たけのこの収穫たけのこの収穫たけのこの収穫」」」」
東山東東山東東山東東山東小学校小学校小学校小学校 ６年６年６年６年 北谷北谷北谷北谷 爽真爽真爽真爽真

「「「「山の中の駅山の中の駅山の中の駅山の中の駅」」」」
応応応応其小学校其小学校其小学校其小学校 ６年６年６年６年 新谷新谷新谷新谷 莉子莉子莉子莉子

「「「「あらあらあらあらぎぎぎぎ島島島島」」」」
山東山東山東山東小学校小学校小学校小学校 ６年６年６年６年 小林小林小林小林 美憂美憂美憂美憂

「「「「御滝神社御滝神社御滝神社御滝神社」」」」
山野山野山野山野小学校小学校小学校小学校 ６６６６年年年年 古部古部古部古部 了大了大了大了大



「「「「山村のくらし山村のくらし山村のくらし山村のくらし」」」」
近畿近畿近畿近畿大学付属和歌山中学校大学付属和歌山中学校大学付属和歌山中学校大学付属和歌山中学校

１年１年１年１年 井辺井辺井辺井辺 敬太敬太敬太敬太

「「「「熊野古道熊野古道熊野古道熊野古道」」」」
明洋明洋明洋明洋中学校中学校中学校中学校 ２年２年２年２年 宮本宮本宮本宮本 真冬真冬真冬真冬

「「「「内井川内井川内井川内井川 私の住む風景私の住む風景私の住む風景私の住む風景」」」」
中辺路中辺路中辺路中辺路中学校中学校中学校中学校 ２年２年２年２年 土山土山土山土山 日菜恵日菜恵日菜恵日菜恵

「「「「熊野古道熊野古道熊野古道熊野古道」」」」
河北河北河北河北中学校中学校中学校中学校 ３３３３年年年年 中山中山中山中山 歩海歩海歩海歩海

「「「「金屋の民家金屋の民家金屋の民家金屋の民家」」」」
箕島箕島箕島箕島高等学校高等学校高等学校高等学校 ３年３年３年３年 中嶋中嶋中嶋中嶋 雪雪雪雪

「「「「森の入り口森の入り口森の入り口森の入り口」」」」
近畿近畿近畿近畿大学付属和歌山中学校大学付属和歌山中学校大学付属和歌山中学校大学付属和歌山中学校

２年２年２年２年 小山小山小山小山 裕加裕加裕加裕加



平成平成平成平成２６年度２６年度２６年度２６年度
「わかやまの山村」絵画コンクール「わかやまの山村」絵画コンクール「わかやまの山村」絵画コンクール「わかやまの山村」絵画コンクール

佳作佳作佳作佳作



平成２６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

みちる保育園 ４歳児 伊　藤　陽太郎 山へ行こう！!

おのみなと紀泉台幼稚園 ４歳児 藪　本　啓　汰 クワガタ見つけたよ

山崎北保育園 ４歳児 雲　岡　愛　理 さるやまにそうぐう！

三宝幼稚園 ５歳児 藤　平　か　や 有田の森で虫とり

山口保育園 ５歳児 山　下　心　暖 たのしい　やまあそび

山口保育園 ５歳児 宮　楠　到　弥 カブトムシつかまえた

みちる保育園 ５歳児 横　井　隆之介 山へ出発だ！

栄谷保育所 ５歳児 大　西　飛　羽 みんなで木登り

栄谷保育所 ５歳児 増　田　花　菜 虫とりするぞ～

広瀬保育所 ５歳児 清　水　ひかり 蟬捕り

広瀬保育所 ５歳児 辻　　　 梨　乃 蟬捕り

新堀保育園 ５歳児 宮　下　藍　斗 雨が止んで晴れた朝

岡崎保育園 ５歳児 市　川　美　咲 このおやま、せみだらけ。

紀之川保育園 ５歳児 南　野　七　颯 かぶとむしい～っぱい

和歌山ろう学校 ５歳児 露久志　　　茜 やまでむしとり

おのみなと紀泉台幼稚園 ５歳児 梶　谷　咲　月 うさぎと遊んでる

山崎北保育園 ５歳児 西　岡　隆　翔 お山で遊んだよ！

山崎北保育園 ５歳児 前　田　和　奏 山でキャンプしたよ！

山崎北保育園 ５歳児 栁　本　世　偉 虫取り楽しいな！

すみだこども園 ５歳児 髙　橋　　　 陸 かわとやま

中部保育所 ５歳児 中　畑　有　寿 「みんなでぶどうがり」

藤並保育所 ５歳児 蔵　野　　   晴 ホタルの里

藤並保育所 ５歳児 前　田　恭　吾 ぶどう狩り

藤並保育所 ５歳児 川　端　知　輝 笑顔が集まるよ

高池保育所 ５歳児 芝　峰　日南翔 やまへおさんぽ

田村小学校 １年 宮　﨑　優　笑 みかんとり

浜宮小学校 ２年 岩　淵　鈴　華 山

田中小学校 ２年 植　松　孝　仁 家族で行った山のログハウス

田中小学校 ２年 和　田　　   梢 やったー！！つれたよ！

池田小学校 ２年 山　田　真　優 田んぼでとんぼをつかまえた

雑賀小学校 ３年 速　水　日　菜 川湯温泉

藤並小学校 ３年 江　川　才　翔 まどから見える風けい

藤並小学校 ３年 上　田　季　里 あらぎ島

田村小学校 ３年 林　　　 瑠　奈 山と学校

藤戸台小学校 ４年 西　野　颯　馬 カブトとクワガタ見～つけた。

田中小学校 ４年 葦　澤　莉　子 リビングから見た風景

南白浜小学校 ４年 杉　山　百　花 富田の山

南白浜小学校 ４年 田　元　和夏子 家を出た所の山

串本西小学校 ４年 池　田　優　月 家のうら山

吹上小学校 ５年 谷　藤　　   純 山を見守るお地蔵様

上岩出小学校 ５年 浅　見　菜　月 緑いっぱいの上岩出神社

和田小学校 ５年 安　原　巧　人 清水・たな田の風景（あらぎ島）

池田小学校 ６年 原　　 　裕　奈 昔から緑に囲まれた風景

桐蔭中学校　 １年 岡　本　奈　穂 奥之院

中辺路中学校 １年 三　浦　茉菜果 那智の滝

和歌山大学教育学部附属特別支援学校 中学部２年 中　村　倖　都 とんぼが飛ぶ風景

明和中学校 ３年 温　井　玲　朱 わかやまの山村

貴志中学校 ３年 田　上　景　都 有田の山

紀北支援学校 高等部1年 奥　野　雅　海 マリーナシティから見た山

南部高等学校 ３年 瀧　本　紗　生 山の入り口
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