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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２７回目を迎えることが
できました。
　本コンクールは、未来を担う子供たちが、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、子供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１０２校 ( 園）
から１，１７６作品の応募をいただきました。
　今年も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ご尽力の賜物だと考えております。
　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、子供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。　
　
　令和２年１０月

和歌山県 農林水産部 森林・林業局
林業振興課長　泉　清久

　

　　　　

～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
豊かな自然とそれを取り巻く山村を有しています。
　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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うばめがし賞うばめがし賞

「クワガタ みつけた」髙垣　湊右
金屋第三保育所（有田川町）４歳児

「黒沢牧場」松原　千來
田殿小学校（有田川町）６年

「山で虫とりをしたよ」寺坂　凛桜
芳養小学校（田辺市）２年
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うばめがし賞うばめがし賞

「光泉寺の大銀杏」髙山　小都
貴志中学校（和歌山市）３年

「竪穴式住居」橋本　菜々子
那賀高等学校（岩出市）３年
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めじろ賞めじろ賞

「虫取り大成功」大岡　泰士
五月山こども園（海南市）５歳児

「大きな木に虫いっぱい」銭谷　凛音
みちる保育園（和歌山市）４歳児

「木に虫がいっぱいとまってるよ」竹原　陸永
紀伊小学校（和歌山市）１年

「れんげ畑でお昼寝」山口　睦己
すみだこども園（橋本市）５歳児

「大きな大きなひまわり」永岡　心愛
すみだこども園（橋本市）５歳児
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めじろ賞めじろ賞

「水面に映る紅葉」髙山　伊織
桐蔭高等学校（和歌山市）２年

「蜜柑の里」竹内　心愛
東陽中学校（田辺市）２年

「北山川の激流（いかだ下り）」木村　栞
和歌山大学教育学部附属小学校（和歌山市）３年

「木の国の仕事」千𠀋𠀋　綾乃
岩出第二中学校（岩出市）１年

「夏の真国川」北野　伊武季
和歌山大学教育学部附属小学校（和歌山市）５年
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うめの花賞うめの花賞

「ぶどうがり　いったよ」南　昭伍
岡崎保育園（和歌山市）４歳児

「虫たくさんとりたいな」和田　悠誠
雄湊幼稚園（和歌山市）４歳児

「山はくだもの いっぱい」金田　百加
三宝幼稚園（和歌山市）４歳児

「フルーツいっぱいたべたいな」吉田　琴音
しろがね保育園（和歌山市）４歳児

「わたしたちが育てたよ」藪本　侑亜
紀之川保育園（和歌山市）４歳児
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うめの花賞うめの花賞

「家族で山にピクニック」池浦　あんじ
山崎北こども園（岩出市）４歳児

「ぼくらの川あそび」阪東　侑海
さくら保育園（岩出市）４歳児

「みつけた！　くわがた」野﨑　航大
五月山こども園（海南市）４歳児

「蝉さん みーつけた」梶村　レニー
広瀬幼保園（和歌山市）４歳児

「蝉さん みーつけた」岩本　爽良
広瀬幼保園（和歌山市）４歳児
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うめの花賞うめの花賞

「山でいっぱい遊んだよ」藤本　唯翔
みちる保育園（和歌山市）５歳児

「アジサイだいすき」𦚰𦚰田　流衣
佐野こども園（かつらぎ町）４歳児

「僕の得意な魚つり」仲岡　陽翔
五月山こども園（海南市）５歳児

「パパと山で虫とり」木村　奏太
三宝幼稚園（和歌山市）５歳児

「山で 虫とってる」神前　優真
名草幼稚園（和歌山市）５歳児
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うめの花賞うめの花賞

「むしとりをしたよ」小池　美沙希
山口小学校（和歌山市）１年

「れんげ畑でお昼寝」廣西　沙空
すみだこども園（橋本市）５歳児

「れんげ畑でお昼寝」茶谷　のぞみ
すみだこども園（橋本市）５歳児

「大きな大きなひまわり」森本　朝陽
すみだこども園（橋本市）５歳児

「大きな大きなひまわり」田中　光太郎
すみだこども園（橋本市）５歳児
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うめの花賞うめの花賞

「夜は虫がいっぱい！！」角南　文太
和歌山大学教育学部附属小学校（和歌山市）１年

「山の中のプールは きもちいいね」坂口　翔祐
直川小学校（和歌山市）２年

「カニ発見」瀬田　英資
和歌山大学教育学部附属小学校（和歌山市）３年

「きれいな天の川」門阪　奈々香
和佐小学校（和歌山市）３年

「たきと水しぶき」村岡　美來
野崎小学校（和歌山市）３年
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うめの花賞うめの花賞

「庭から見た山」山﨑　咲花
山田小学校（湯浅町）６年

「夏の日の草かり」野村　結実子
和歌山大学教育学部附属小学校（和歌山市）５年

「川　 山　しぜん」辻本　愛乃
中之島小学校（和歌山市）４年

「守りたい自然」垣内　貴博
近畿大学附属和歌山中学校（和歌山市）１年

「八幡神社」相坂　璃音
近畿大学附属和歌山中学校（和歌山市）１年
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うめの花賞うめの花賞

「大自然」山路　心葉
近畿大学附属和歌山中学校（和歌山市）３年

「真夏の通り道」岡本　悠里乃
近畿大学附属和歌山中学校（和歌山市）３年

「わたしの好きな風景」井中家　邑
荒川中学校（紀の川市）２年

「蔵王橋にて」増井　菜桜
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

「わたしの好きな風景」東田　凰志
荒川中学校（紀の川市）１年
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佳　作佳　作

「やまにむしたちきたよ」 石　川　ひまり 雄湊幼稚園 （和歌山市） ４歳児

「〝イエーイ〟大きいお魚釣ったぞー！！」 堀　口　咲　都 木ノ本こども園 （和歌山市） ４歳児

「つりしてるよ！」 山　田　晴　香 木ノ本こども園 （和歌山市） ４歳児

「山の中のこども園」 岡　　　篤　希 さつきこども園 （和歌山市） ４歳児

「たんぼへおさんぽ」 尾　﨑　碧　生 三宝幼稚園 （和歌山市） ４歳児

「おやまにピクニック楽しいな」 岡　　　心　咲 しろがね保育園 （和歌山市） ４歳児

「蝉さん みーつけた」 谷　口　力　斗 広瀬幼保園 （和歌山市） ４歳児

「蝉さん みーつけた」 中　尾　穣太郎 広瀬幼保園 （和歌山市） ４歳児

「みかんになってかくれんぼ」 宮　本　奈乃巴 みちる保育園 （和歌山市） ４歳児

「かぞくと山あそび」 田　邊　碧　子 安原幼稚園 （和歌山市） ４歳児

「おさんぽ」 栁　田　　　星 おのみなと紀泉台幼稚園（岩出市） ４歳児

「川で魚が泳いでいたよ」 谷　澤　　　奏 山崎北こども園 （岩出市） ４歳児

「カエルの親子」 羽　山　　　鐘 佐野こども園 （かつらぎ町） ４歳児

「むしがいたぶどうがり」 久　保　星　奈 岡崎保育園 （和歌山市） ５歳児

「お山でむしとりしたよ」 道　上　　　怜 雄湊幼稚園 （和歌山市） ５歳児

「キャンプたのしいな」 伊　月　芽　以 三宝幼稚園 （和歌山市） ５歳児

「あおぞらのしたで」 上　杉　空　駕 三宝幼稚園 （和歌山市） ５歳児

「ざりがにとれたよ。」 谷　口　陽　咲 三宝幼稚園 （和歌山市） ５歳児

「山で色んな虫探し」 落　合　柚　登 みちる保育園 （和歌山市） ５歳児

「山でくわがた見つけた」 林　　　伊　織 みちる保育園 （和歌山市） ５歳児

「かわで　あそんでる」 田　川　怜　未 宮北保育所 （和歌山市） ５歳児

「ぱぱとたくさん虫を見つけるぞ！」 伊　豆　海　璃 五月山こども園 （海南市） ５歳児

「虫がいっぱいだ！！」 山　本　結　愛 さくら保育園 （岩出市） ５歳児

「クワガタつかまえるぞ」 古　田　蒼　介 山崎北こども園 （岩出市） ５歳児

「ゴーグルつけて泳ごう」 宮　本　悠　聖 山崎北こども園 （岩出市） ５歳児

「大きな大きなひまわり」 前　田　和　花 すみだこども園 （橋本市） ５歳児
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佳　作佳　作

「れんげ畑でお昼寝」 山　田　　　凛 すみだこども園（橋本市） ５歳児

「れんげ畑でお昼寝」 山　村　心　結 すみだこども園（橋本市） ５歳児

「わたしのすきなところ」 石　川　咲　来 藤戸台小学校 （和歌山市） １年

「おじいちゃんとやさいのしゅうかく」 柏　木　綾　香 宮北小学校 （和歌山市） １年

「ひまわりと１０５系」 後　藤　莉　武 和佐小学校 （和歌山市） ２年

「稲刈り体験」 片　山　璃　空 根来小学校 （岩出市） ２年

「山であそぼ」 井　上　奏　太 山崎北小学校 （岩出市） ２年

「木をうえよう」 中　谷　結　月 芳養小学校 （田辺市） ２年

「てっぺん目指して！」 田　宮　琉之介 三田小学校 （和歌山市） ３年

「秋の落葉」 石　川　遥　萌 高松小学校 （和歌山市） ３年

「龍神村の川へ行ったよ」 布　目　ゆ　い 和歌山大学教育学部附属小学校（和歌山市） ３年

「那智の滝」 後　藤　世　逢 和佐小学校 （和歌山市） ４年

「妹といっしょに虫取り行ったよ」 中　上　心　花 藤並小学校 （有田川町） ４年

「みんなで夏まつり」 山　﨑　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５年

「天神の滝」 榎　本　妃　花 鳥屋城小学校 （有田川町） ６年

「山と蛍」 松　尾　空　哉 近畿大学附属和歌山中学校（和歌山市） １年

「夏の庭園」 甲　谷　悠　葵 近畿大学附属和歌山中学校（和歌山市） ２年

「わたしの好きな風景」 　山　由　梛 荒川中学校 （紀の川市） ２年

「橋から臨む川湯温泉」 阪　本　咲　空 河北中学校 （和歌山市） ３年

「たまでんしゃ」 石　井　雄　也 紀伊コスモス支援学校（和歌山市） 中学部３年

「山にかかるつり橋」 川　原　櫻　子 貴志中学校 （和歌山市） ３年

「奥高野の秋」 上　嶋　桔　佳 近畿大学附属和歌山中学校（和歌山市） ３年

「夕焼けと山」 山　本　ひかる 大塔中学校 （田辺市） ３年

「神倉神社」 吉　田　亮　羽 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】奥村　孝・松尾　友絵・井谷　正人・石谷　郁（以上、県美育連盟）
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