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　　うばめがし賞　　うばめがし賞

入賞おめでとうございます

～魅力あるわかやまの山村をめざして～

　『「わかやまの山村」絵画コンクール』は、平成６年度の開催以来、皆様のご支援により
今年で２３回目を迎えることができました。
　本コンクールは、未来を担う子どもたちに、自分が暮らすわかやまの森林や山、山村の
魅力を感じてもらい、それが県民全体に広がっていくことを目的に取り組んでいるもので
す。
　毎年、山村の風景や森林など自然と触れ合った体験等を、子どもたちが思いを込めてい
きいきと表現した作品を多数応募頂いており、今年も県内１２８校（園）から１，３６２
作品の応募をいただきました。
　これほど多くの作品をお寄せいただいたことに感謝申し上げます。これも、子どもたち
はもちろんのこと、その子どもたちを支えておられる保護者の皆様、学校等関係機関の
方々の御尽力の賜物だと感じております。
　本冊子は、その中から入賞されました５０作品と佳作に選ばれました方々のお名前を紹
介しております。
　今一度、子どもたちの感性豊かな作品を通して、「わかやまの山村」の魅力を十分に感
じていただければ幸いです。  

　平成２８年１１月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　和歌山県　農林水産部　森林・林業局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　林業振興課長　西山　久雄

　和歌山県は昔から「木の国」と言われるように、広大な森林に覆われ、渓谷・清流・温
泉など豊かな自然資源に恵まれています。
　このような森林・山村は、水資源の涵養をはじめ、国土保全や環境保全、また心身の癒
しの場の提供など様々な機能を発揮しており、こうした役割に対する私たちの関心も高
まっています。
　しかしながら、今日まで山を守り、育て、支えてきた山村地域では、過疎化や高齢化が
急速に進行し、地域の活力が低下するとともに林業の不振や担い手不足等から森林や農地
の適正な維持管理が困難になりつつあります。
　こうしたことから、県といたしましては、人と山が共生する豊かな森林・山村づくりに
向けて「魅力あるわかやまの山村」を広く県民の皆様に情報発信し、改めて森林の恵みと
それを支えてきた山村に対する理解と関心をより一層深めていただきたいと考えていま
す。
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　　うばめがし賞　　うばめがし賞

「おやま　たのしいな」　佐古　晟隆
砂山保育所（和歌山市）５歳児

「山の朝日」　笠原　葵
三石小学校（橋本市）５年

「たのしい高野山」　西浦　ひなた
笠田小学校（かつらぎ町）２年
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　　うばめがし賞　　うばめがし賞 　　めじろ賞　　めじろ賞

「有田みかん」　白樫　彪矢
南部高等学校（みなべ町）２年

「山あいの小川」　小山　竜平
明洋中学校（田辺市）３年
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　　うばめがし賞　　うばめがし賞 　　めじろ賞　　めじろ賞

「きれいなちょう並んだ」　児玉　ひなた
山崎北保育園（岩出市）４歳児

「たくさんの虫とぼく」　中植　壮惇
紀之川保育園（和歌山市）５歳児

「みかん農家の出荷」　片山　瑠翠
根来小学校（岩出市）３年

「鳥さん山の上を散歩中」　野崎　蒼真
しょうぶ保育園（和歌山市）５歳児

「かき山」　大岩　咲芭
隅田小学校（橋本市）１年
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　　めじろ賞　　めじろ賞 　　うめの花賞　　うめの花賞

「山の中の吊り橋」　下枝　ゆり
雄湊小学校（和歌山市）５年

「のどかな山村」　井邊　榛人
岩出小学校（岩出市）６年

「自然の中の線路道」　村田　茜
明和中学校（和歌山市）１年

「夕やけの棚田」　浜野　蒼太
明洋中学校（田辺市）１年

「川湯」　田上　景都
開智高等学校（和歌山市）２年
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　　めじろ賞　　めじろ賞 　　うめの花賞　　うめの花賞

「むしとりたいな」　山本　陽大
五月山こども園（海南市）４歳児

「木にのぼってりんごとろう」　中谷　颯
みちる保育園（和歌山市）４歳児

「はっぱであそんだよ」　林　尚親
宮北保育所（和歌山市）５歳児

「たかいお山」　長谷部　大
宮北保育所（和歌山市）５歳児

「むしがいっぱい」　松村　創真
五月山こども園（海南市）５歳児



7

　　うめの花賞　　うめの花賞　　うめの花賞　　うめの花賞

「虫さんたくさんみっけ」　小谷　心
紀之川保育園（和歌山市）５歳児

「いろんな虫がいるね！」　大橋　凌
山崎北保育園（岩出市）５歳児

「自然とおともだち」　栗栖　ひまり
藤並保育所（有田川町）５歳児

「猪谷川水辺公園」　松田　理功
マリア幼稚園（海南市）５歳児

「ぶどうおいしかったよ」　北野　優吾
岡崎保育園（和歌山市）５歳児
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　　うめの花賞　　うめの花賞　　うめの花賞　　うめの花賞

「夏休み、虫とりするぞ」　上西　偉織
藤並小学校（有田川町）１年

「川ってきれい」　石橋　悠真
田中小学校（紀の川市）１年

「やまを みながら おいしいね。」　森内　詩奈
九度山小学校（九度山町）１年

「虫取りに行ったよ」　梅本　琉聖
藤並保育所（有田川町）５歳児

「じいじのはたけでナスがとれたよ」　髙橋　勇翔
宮小学校（和歌山市）２年
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　　うめの花賞　　うめの花賞　　うめの花賞　　うめの花賞

「龍門山とおじいちゃんの畑」　長田　心菜
長田小学校（紀の川市）２年

「和歌山の山と舟」　山下　莉花
紀伊小学校（和歌山市）２年

「ザリガニつり」　塩野　真人
川永小学校（和歌山市）３年

「せみとり」　塩野　勇人
川永小学校（和歌山市）３年

「はじめての「山びこ」体験」　梅北　実彩子
藤戸台小学校（和歌山市）２年
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　　うめの花賞　　うめの花賞　　うめの花賞　　うめの花賞

「村の風景」　井硲　大和
川原河小学校（日高川町）４年

「黒豆の植えつけ」　中谷　莉子
吹上小学校（和歌山市）４年

「虫とり」　安保　悠圭
山崎北小学校（岩出市）３年

「ボクとクワガタとカブトムシ」　岸田　友情
隅田小学校（橋本市）３年

「山の力」　川原　櫻子
藤戸台小学校（和歌山市）５年
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　　うめの花賞　　うめの花賞　　うめの花賞　　うめの花賞

「のどかな夏」　大塚　新
上岩出小学校（岩出市）５年

「緑に囲まれているたき」　髙山　小都
貴志南小学校（和歌山市）５年

「山から見た山村」　藪本　龍昇
糸我小学校（有田市）５年

「あらぎじまの田なだ」　那須　はるか
貴志小学校（和歌山市）６年

「ふるさとの串ガキ」　大谷　優斗
清水小学校（橋本市）５年
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　　うめの花賞　　うめの花賞　　うめの花賞　　うめの花賞

「高
たか

原
はら

の山々」　渡邊　愛莉
中辺路小学校（田辺市）６年

「鮮やかな山」　前田　明日香
近畿大学附属和歌山中学校（和歌山市）１年

「古　道」　森下　昌大
明洋中学校（田辺市）１年

「有田川」　木下　莉那
南部高等学校（みなべ町）２年

「新緑の高野山」　岡本　奈穂
桐蔭中学校（和歌山市）３年
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　佳　作　佳　作 　佳　作　佳　作

「フルーツいっぱい」 西　本　薫　未 しょうぶ保育園（和歌山市） ４歳児

「仲良くお散歩」 向　内　愛　華 しょうぶ保育園（和歌山市） ４歳児

「カブトムシ捕まえるぞ」 髙　下　真　花 しょうぶ保育園（和歌山市） ４歳児

「みんなでかくれんぼ」 福　田　隼　平 しょうぶ保育園（和歌山市） ４歳児

「キャンプをしたよ」 南　川　晴　香 ようすい子ども園（和歌山市） ４歳児

「動物の山」 山　下　鈴　音 宮北保育所　　（和歌山市） ４歳児

「ひまわりきれいだな」 江　川　悠　斗 五月山こども園（海南市） ４歳児

「おはなをみつけた」 山　畑　柚　祢 五月山こども園（海南市） ４歳児

「ぶどう畑まで歩いたよ」 平　硲　莉　空 岡崎保育園　　（和歌山市） ４歳児

「みんなで山で遊んでる」 橋　本　みなも みちる保育園　（和歌山市） ４歳児

「みんなで木に登ってる」 上　地　新　絆 みちる保育園　（和歌山市） ４歳児

「虫カゴにつかまえた」 森　田　　　蓮 山崎北保育園　（岩出市） ４歳児

「かっこいいせみがいっぱい！」 上　田　絢　斗 鳴神保育所　　（和歌山市） ５歳児

「むしのレストラン」 日　茂　優　翔 宮保育所　　　（和歌山市） ５歳児

「家で遊んだよ」 西　谷　有　彩 ようすい子ども園（和歌山市） ５歳児

「皆で蟬捕り　行ったよ」 田　中　大　陽 広瀬幼保園　　（和歌山市） ５歳児

「皆で蟬捕り　行ったよ」 谷　口　倫太朗 広瀬幼保園　　（和歌山市） ５歳児

「高い所まで届くかな」 梅　硲　翔　大 紀之川保育園　（和歌山市） ５歳児

「おともだちと虫とり」 正　上　晃　大 紀之川保育園　（和歌山市） ５歳児

「山にのぼって川で魚つりしてる」 出　口　結　絆 みちる保育園　（和歌山市） ５歳児

「夏の思い出」 中　尾　優　希 アンキッズアカデミー（和歌山市） ５歳児

「山と友だちと動物」 鹿　田　莉　音 すみだこども園（橋本市） ５歳児

「自然とおともだち」 髙　木　凌　央 藤並保育所　　（有田川町） ５歳児

「虫さがし　たのしいな！」 上　田　安　修 藤並保育所　　（有田川町） ５歳児

「高田自然プールで魚をつかまえたよ」 北　野　伊武季 和歌山大学教育学部附属小学校（和歌山市） １年
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　佳　作　佳　作 　佳　作　佳　作

「山であった虫と動物たち」 杉　浦　夏　生 和歌山大学教育学部附属小学校（和歌山市） １年

「やまであそぼう」 上　嶋　真　生 上岩出小学校　（岩出市） １年

「虫がいっぱい」 山　名　琉　斗 田中小学校　　（紀の川市） １年

「川あそび」 中　村　梨　瑚 田中小学校　　（紀の川市） １年

「とうもろこしばたけ」 瀬　田　絢　菜 和歌山大学教育学部附属小学校（和歌山市） ２年

「カブト虫とクワガタの絵」 鳥　居　碧　人 和佐小学校　　（和歌山市） ２年

「しぜんな森と川」 西　棟　友　哉 雄湊小学校　　（和歌山市） ２年

「森のローラーすべりだいであそんだよ」 片　畑　彰　杜 清水小学校　　（橋本市） ２年

「カヌー競争」 酒　井　悠　人 雄湊小学校　　（和歌山市） ３年

「小さな魚があつまってきたよ」 滝ノ上　生　倖 宮小学校　　　（和歌山市） ４年

「清水町の棚田」 鈴　木　心乃美 今福小学校　　（和歌山市） ４年

「熊野古道の夏」 濵　口　絢雅沙 南白浜小学校　（白浜町） ４年

「熊野川の上流」 岡　本　歩　咲 貴志小学校　　（和歌山市） ５年

「ぼくの夏、夏の川」 恒　松　幸　汰 藤戸台小学校　（和歌山市） ５年

「橋のある風景」 嶋　川　潔　生 川永小学校　　（和歌山市） ５年

「ぼくの家」 近　藤　幹　太 安諦小学校　　（有田川町） ５年

「夏の夕暮れ」 丸　石　　　凜 山東小学校　　（和歌山市） ６年

「自然を感じる休けい場」 牧　野　日向子 川永小学校　　（和歌山市） ６年

「夏山と入道雲」 宮　本　　　冴 御霊小学校　　（有田川町） ６年

「平井津」 小　山　はるか 近畿大学附属和歌山中学校（和歌山市） １年

「自然」 平　井　太　晟 荒川中学校　　（紀の川市） １年

「飯盛山の素晴らしさ」 川　端　優　人 那賀中学校　　（紀の川市） １年

「マリーナの川」 田　上　真　宙 和歌山さくら支援学校（和歌山市）中等部２年

「梅　林」 藁　科　早　希 切目中学校　　（印南町） ２年

「輝きの滝」 花　田　星　羅 和歌山大学教育学部附属特別支援学校（和歌山市）高等部１年

【審査員】宮本　信吾・犬塚　博志・井谷　正人・榊原　和美・服部　始代（以上、県美育連盟）
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