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入賞おめでとうございます
　　　　　　　　　　　 　
　『「わかやまの山村」絵画コンクール』は、皆様のご支援により今年で２４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が、わかやまの森林や山村の魅力から得られた感動を
絵に表現することで森林や山村を大切に思う気持ちが、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、子どもたちが思いを込めていきいきと表現した作品が届けられ、今年は県内１１５校 ( 園）
から１，３７２作品の応募をいただきました。
　今年も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、保護者の皆
様や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２９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

　
　

　　　　

～魅力あるわかやまの山村をめざして～
　
　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国民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山村機能の維持が困難に
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、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

「ひなたぼっこ」山下　大雅
しょうぶこども園（和歌山市）５歳児

「きゃんぷのおもいで」井上　桜杏
上岩出小学校（岩出市）１年
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うばめがし賞

「備長炭農家のくらし」片山　瑠翠
根来小学校（岩出市）４年

「瀞峡」森下　昌大
明洋中学校（田辺市）２年

「有田川町」松田　愛子
南部高等学校（みなべ町）２年
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めじろ賞

「楽しい鮎川」北野　伊武季
和歌山大学教育学部附属小学校（和歌山市）２年

「家族でひまわりみたよ」垣内　優真
佐野こども園（かつらぎ町）４歳児

「川遊び」片畑　彰杜
清水小学校（橋本市）３年

「山で虫とりしてる」野方　悠真
みちる保育園（和歌山市）５歳児

「虫とり」石井　裕大
すみだこども園（橋本市）５歳児
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めじろ賞

「田んぼをかける電車」中山　叶子
貴志中学校（和歌山市）２年

「キャンプファイヤー」丸石　大生
山東小学校（和歌山市）５年

「紀美野町ススキ」中川　裕斗
南部高等学校（みなべ町）２年

「桃山春景」小原　正嶺
根来小学校（岩出市）６年

「秋だ！！」千川　知奈
近畿大学付属和歌山中学校（和歌山市）１年
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うめの花賞

「おっきなおやま！」船橋　璃央
五月山こども園（海南市）４歳児

「川に入っていいきもち」久保　海碧
しょうぶこども園（和歌山市）４歳児

「くわがたみつけた」和泉　開翔
山崎北保育園（岩出市）４歳児

「みんなで木に登ってる」程　瀚霄
みちる保育園（和歌山市）４歳児

「むし　つかまえたよ」河竹　潤和
岡崎保育園（和歌山市）４歳児
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うめの花賞

「やまではしったよ」中納　永翔
五月山こども園（海南市）５歳児

「かわがきれいだよ。」山田　実愛
三宝幼稚園（和歌山市）５歳児

「おじいちゃんのいえの柿畑」大宅　美衣
智徳幼稚園（紀の川市）５歳児

「山であそんだよ」神野　結大
みちる保育園（和歌山市）５歳児

「山でピクニックしてる」重光　可恵
みちる保育園（和歌山市）５歳児



8

うめの花賞

「ひいばあちゃんちでスイカとり」坂本　正宗
紀伊小学校（和歌山市）１年

「やまのがっこう」本田　斐奈埜
藤戸台小学校（和歌山市）１年

「たのしい山」皿田　結生
高池保育所（古座川町）５歳児

「くわがたむしとり」片畑　武杜
清水小学校（橋本市）１年

「じいがみかんのきにみずやり」小垣　遼馬
紀伊小学校（和歌山市）１年
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うめの花賞

「八幡神社」金尾　駿
小倉小学校（和歌山市）３年

「しいたけのきんいれ」木村　亮太
田中小学校（紀の川市）２年

「カブトムシを見つけたよ」石元　優士郎
直川小学校（和歌山市）２年

「きれいな那智の滝」髙山　朔
貴志南小学校（和歌山市）３年

「山の中」岡㟢　一真
貴志小学校（和歌山市）３年
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うめの花賞

「思い出」雜賀　道行
稲原小学校（印南町）３年

「夏の風景」大塚　侑
上岩出小学校（岩出市）４年

「神社」津田　斗亜
隅田小学校（橋本市）４年

「粉河の景色」金尾　優
小倉小学校（和歌山市）５年

「私の家から見える景色」長田　陽花
石垣小学校（有田川町）４年
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うめの花賞

「いつまでも遊びたい自然」刀祢　颯仁
楠見西小学校（和歌山市）６年

「あらぎ島」橋本　風生
日方小学校（海南市）５年

「有田の清水」木村　奏音
貴志小学校（和歌山市）５年

「山村での夜店」近藤　幹太
安諦小学校（有田川町）６年

「みどりがいっぱい」大橋　理伽
小川小学校（有田川町）６年
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うめの花賞

「ぶどう大好き」山㟢　咲良
和歌山大学教育学部附属特別支援学校（和歌山市）小学部２年

「ヤッホーポイント」宮本　彩花
近畿大学附属和歌山中学校（和歌山市）１年

「那智山」矢野　美優
紀北支援学校（和歌山市）高等部２年

「棚田と美しい自然」岡元　愛瑠
近畿大学附属和歌山中学校（和歌山市）２年

「夏休み」村田　茜
明和中学校（和歌山市）２年
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佳　作

「カブト虫いっぱい」 山　本　智　瑛 みちる保育園 （和歌山市） ４歳児

「たくさんの虫見つけた」 舛　井　　　陸 ようすい子ども園（和歌山市） ４歳児

「野菜とお花がいっぱい」 友　原　莉　音 栄谷保育所 （和歌山市） ４歳児

「夏の虫とお花」 石　丸　クイル 紀之川保育園 （和歌山市） ４歳児

「あ　りんご！」 井　戸　敢　大 五月山こども園（海南市） ４歳児

「家族で川遊び」 池　浦　芙　里 山崎北保育園 （岩出市） ４歳児

「かぶと虫見つけたよ」 林　　　承太朗 佐野こども園 （かつらぎ町） ４歳児

「たのしいハイキング」 狩　場　千　空 こうま保育園 （和歌山市） ５歳児

「なかよしのおやま」 田　代　心　菜 こうま保育園 （和歌山市） ５歳児

「むしつかまえたよ」 久　保　里玖音 岡崎保育園 （和歌山市） ５歳児

「カブトムシとったよ！」 川　上　陽　丸 岡崎保育園 （和歌山市） ５歳児

「お山で遊んだよ」 中　出　心　大 ようすい子ども園（和歌山市） ５歳児

「たんけんにいくぞ」 大　谷　　　漣 しろがね保育園（和歌山市） ５歳児

「私は木登り名人」 橋　本　　　凜 栄谷保育所 （和歌山市） ５歳児

「夏休みの思い出」 下　坊　健　人 紀之川保育園 （和歌山市） ５歳児

「クワガタの家族」 長　迫　蒼　太 紀之川保育園 （和歌山市） ５歳児

「初めての虫取り」 西　　　政　宗 紀之川保育園 （和歌山市） ５歳児

「むし　みーつけた」 辻　　　真　帆 五月山こども園（海南市） ５歳児

「むしさがし」 曽　和　真　花 五月山こども園（海南市） ５歳児

「お山でキャンプだ」 松　田　晨　希 山崎北保育園 （岩出市） ５歳児

「いっぱい捕えるぞ！！」 大　橋　優　真 山崎北保育園 （岩出市） ５歳児

「おはな　だいすき」 峪　　　光　里 おのみなと紀泉台幼稚園（岩出市） ５歳児

「やまのうし」 高　橋　俐　理 智徳幼稚園 （紀の川市） ５歳児

「虫探し」 川　崎　夏　夢 すみだこども園（橋本市） ５歳児

「みんなでバーベキュー！！」 児　玉　陽　紀 山口小学校 （和歌山市） １年

「ばあちゃんちの山」 西　浦　ななみ 笠田小学校 （かつらぎ町） １年
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佳　作

「みかんとり」 赤　井　瑠美奈 南広小学校 （広川町） １年

「山でかぶと虫を見つけたよ！」 杉　浦　夏　生 和歌山大学教育学部附属小学校（和歌山市） ２年

「地蔵盆は楽しいな！」 山　本　愛　華 山崎小学校 （岩出市） ２年

「カブトとクワガタ」 東　口　悠　生 隅田小学校 （橋本市） ２年

「花火」 髙　石　啓　太 稲原小学校 （印南町） ２年

「楽しい虫とり」 田　宮　琥太朗 三田小学校 （和歌山市） ３年

「家族でかきのしゅうかく」 竪　　　心結乃 根来小学校 （岩出市） ３年

「家の前の山」 林　　　蒼　人 田村小学校 （湯浅町） ３年

「那智の滝」 森　本　敢　太 宮前小学校 （和歌山市） ４年

「田舎で過ごした夏休み」 横　出　颯　大 藤戸台小学校 （和歌山市） ４年

「夏の山」 山　際　愛　花 和歌山大学教育学部附属小学校（和歌山市） ４年

「夜の棚田」 大　谷　莉　子 御霊小学校 （有田川町） ４年

「あらぎ島」 南　　　愛　依 楠見小学校 （和歌山市） ５年

「コスモスがゆれている」 山　本　桂　冬 貴志南小学校 （和歌山市） ５年

「夕日にてらされる山」 藤　原　大　誓 宮小学校 （和歌山市） ６年

「山の中にある赤い橋」 岩　木　美有羽 藤戸台小学校 （和歌山市） ６年

「有田川町のあらぎ島」 柳　瀬　美　優 亀川小学校 （海南市） ６年

「あらぎ島」 上　田　季　里 藤並小学校 （有田川町） ６年

「有田の風景」 中　澤　実　久 初島中学校 （有田市） １年

「森の中」 太　田　奨　馬 美山中学校 （日高川町） ２年

「校庭からの風景」 井　上　　　光 保田中学校 （有田市） ３年

「不老橋」 田　上　景　都 開智高等学校 （和歌山市） ３年

「たまゆらの里」 増　井　菜　桜 和歌山大学教育学部付属特別支援学校（和歌山市） 中学部１年

「雑賀崎の山」 田　上　真　宙 さくら支援学校（和歌山市） 中学部３年

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