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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２８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１２２校 ( 園）
から１，５９９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３年１０月

和歌山県 農林水産部 森林・林業局
林業振興課長　小川　泰典

　　　　

～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

「木に登って虫捕まえてる」藤村　晃聖
みちる保育園（和歌山市）5歳児

「パンダ列車が前を通った！」江頭　琉聖
野崎小学校（和歌山市）3年

「川遊び」橋本　忠信
高松小学校（和歌山市）5年



3

うばめがし賞うばめがし賞

「蓮と平池」小山　七菜実
近畿大学附属和歌山中学校（和歌山市）3年

「那智の滝」榎本　綾音
近畿大学附属和歌山高等学校（和歌山市）1年
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めじろ賞めじろ賞

「かぶと虫捕まえたいな」沖村　大和
おのみなと紀泉台幼稚園（岩出市）5歳児

「木に登って虫捕まえてる」谷垣　貴一朗
みちる保育園（和歌山市）5歳児

「丸高山稲荷にお散歩」光川　潤志
すみだこども園（橋本市）5歳児

「山で木登りしてる」田中　胡羽
みちる保育園（和歌山市）5歳児

「ひいおばあちゃんちで虫とりしたよ」山下　智也
山崎小学校（岩出市）1年
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めじろ賞めじろ賞

「初夏の本宮」中田　衣純
東陽中学校（田辺市）1年

「玉ねぎとったぞ！」瀬田　英資
和歌山大学教育学部附属小学校（和歌山市）4年

「ぼくの村のまもり神」西村　瑛心
山崎小学校（岩出市）3年

「あらぎ島眺めが美しくて感動」村垣　美緒
粉河小学校（紀の川市）6年

「夕日の橋杭岩」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 2年
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うめの花賞うめの花賞

「木登り楽しいな」 村　柚紗
みちる保育園（和歌山市）4歳児

「木に登っているよ」石井　琴葉
みちる保育園（和歌山市）4歳児

「カブトムシみつけた」高丸　昂大
五月山こども園（海南市）4歳児

「みんなで山へおでかけ」井本　柚季
山崎北こども園（岩出市）4歳児

「大きなカブト虫とったよ」近田　悠斗
ようすい子ども園（和歌山市）4歳児
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うめの花賞うめの花賞

「山へ虫取りに行った」山下　穂乃果
みちる保育園（和歌山市）5歳児

「蟬さん蟬さん　みーつけた！」宮崎　葵乃
広瀬幼保園（和歌山市）5歳児

「山で虫とりしたよ」桑瀧　和花
山崎北こども園（岩出市）4歳児

「蟬さん蟬さん　みーつけた！」岩本　爽良
広瀬幼保園（和歌山市）5歳児

「山で虫つかまえてる」前田　結人
みちる保育園（和歌山市）5歳児
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うめの花賞うめの花賞

「山で体操１・２・３」真殿　来
みちる保育園（和歌山市）5歳児

「カブトつかまえた」小川　航輝
みちる保育園（和歌山市）5歳児

「むしをみにいったよ」井田　乃愛
しょうぶこども園（和歌山市）5歳児

「虫、つかまえてる」中原　翔
みちる保育園（和歌山市）5歳児

「山でウサギみーつけた」河村　実紀
みちる保育園（和歌山市）5歳児
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うめの花賞うめの花賞

「山でむしとりをしたよ」池森　結唯
芳養小学校（田辺市）1年

「山で遠足してるよ」寺坂　優那
名草幼稚園（和歌山市）5歳児

「かぶとむしとり」川口　統士
神倉小学校（新宮市）　1年

「キャンプでザリガニをつったよ」山中　悠莉
田中小学校（紀の川市）1年

「しぜんのなかのぼくたち」三輪　茉誠
粉河小学校（紀の川市）1年
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うめの花賞うめの花賞

「とんぼ」中井　愛彩
藤田小学校（御坊市）2年

「じいじの畑は野菜がいっぱい」西川　由真
松江小学校（和歌山市）2年

「桃源郷にかかるふたごの虹」神保　咲真
田中小学校（紀の川市）3年

「ゆれる　つりばし」筒井　宏羽大
山崎北小学校（岩出市）2年

「カブトムシ見つけたよ！」坂口　翔祐
直川小学校（和歌山市）3年
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うめの花賞うめの花賞

「おじいちゃんのトラクター」阪本　美晴
藤田小学校（御坊市）5年

「きれいな川で魚とり」三木　陵大朗
和歌山大学教育学部附属小学校（和歌山市）4年

「北山村　筏下り」浦畑　真菜
北山小学校（北山村）5年

「緑のグラデーションあらぎ島」櫻井　結紀彩
藤田小学校（御坊市）4年

「緑と歴史」田村　智悠
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

「黄昏」藤田　未結
和歌山大学教育学部附属小学校（和歌山市）6年

「夏の日の思い出」辻󠄀　陽向
近畿大学附属和歌山中学校（和歌山市）1年

「北山川の一日」松尾　空哉
近畿大学附属和歌山中学校（和歌山市）2年

「青空とあらぎ島」石井　佑樹
近畿大学附属和歌山高等学校（和歌山市）1年

「清浄な時間」丸石　大生
東中学校（和歌山市）3年
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佳　作佳　作

「木がいっぱい」 北　浦　　　葵 みちる保育園 （和歌山市） 4歳児

「山のぼり楽しいな」 山　野　葵　申 ようすい子ども園（和歌山市） 4歳児

「家族でピクニック」 中　屋　結　斗 ようすい子ども園（和歌山市） 4歳児

「森の中の探検」 有　本　颯　汰 五月山こども園（海南市） 4歳児

「虫や魚がいっぱい！」 北　山　慈　恩 山崎北こども園（岩出市） 4歳児

「山へ虫探しに行ったよ」 中　島　遙　大 山崎北こども園（岩出市） 4歳児

「蟬さん蟬さん　みーつけた！」 池　田　芹　香 広瀬幼保園 （和歌山市） 5歳児

「山でカブトつかまえた」 鈴　木　愛　海 みちる保育園 （和歌山市） 5歳児

「皆で虫取りしてる」 岡　田　萌　那 みちる保育園 （和歌山市） 5歳児

「やまであそんだよ」 南　里　恋　羽 しょうぶこども園（和歌山市） 5歳児

「いろんなむし」 髙　塚　夏　鈴 しょうぶこども園（和歌山市） 5歳児

「むしがいっぱい」 大　倉　一　樹 しょうぶこども園（和歌山市） 5歳児

「かぶとむしのえ」 林　　　蓮　士 しょうぶこども園（和歌山市） 5歳児

「おやまであそんだよ」 西　端　衣　都 しょうぶこども園（和歌山市） 5歳児

「虫いっぱいの中お散歩」 岩　垣　陽　大 しろがね保育園（和歌山市） 5歳児

「虫つかまえるぞ」 秋　穗　颯　汰 しろがね保育園（和歌山市） 5歳児

「ぶどうがり」 谷　本　愛日葉 岡崎保育園 （和歌山市） 5歳児

「たのしい　ぶどうがり」 南　　　昭　伍 岡崎保育園 （和歌山市） 5歳児

「山に登ってるよ」 東　畑　希　依 名草幼稚園 （和歌山市） 5歳児

「友だちとカブトムシとクワガタムシをつかまえたよ」 山　田　鈴　和 つくし幼保園 （和歌山市） 5歳児

「いっぱいとろう」 山　﨑　　　颯 五月山こども園（海南市） 5歳児

「山で虫とり」 葊　野　大　志 三宝幼稚園 （和歌山市） 5歳児

「キャンプたのしいな」 甲　斐　凰　雅 おのみなと紀泉台幼稚園（岩出市） 5歳児

「山で虫をつかまえよう」 川　崎　夏　大 すみだこども園（橋本市） 5歳児

「友だちと虫とりするぞ」 土　田　朗　之 すみだこども園（橋本市） 5歳児

「有田川で川遊び」 松　村　莉　子 田中小学校 （紀の川市） 1年

「のんびり電車に乗って行こうかなぁ♪」 安　部　楓　人 根来小学校 （岩出市） 1年

「名草山とにじ」 前　畑　　　凜 名草小学校 （和歌山市） 2年
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佳　作佳　作

「滝だー！」 角　南　文　太 和歌山大学教育学部附属小学校（和歌山市） 2年

「山とミンミンゼミ」 久保田　そよか 伏虎義務教育学校（和歌山市） 2年

「大すきなひまわり」 石　川　咲　来 藤戸台小学校 （和歌山市） 2年

「川の中の生き物」 中　本　祐　愛 藤戸台小学校 （和歌山市） 2年

「山のつり橋を渡っている夏休み」 篠　山　桜　花 紀伊小学校 （和歌山市） 2年

「森の中の友だち」 竹　原　陸　永 紀伊小学校 （和歌山市） 2年

「いえが一つしかない山」 宮　本　夏　楓 笠田小学校 （かつらぎ町） 2年

「森の中のトンボ」 山　本　朱　里 和田小学校 （美浜町） 2年

「山のつりばし」 三　宅　咲　玖 紀伊コスモス支援学校（和歌山市） 小学部3年

「くわがたかぶとのいる山」 森　元　康　太 山崎小学校 （岩出市） 3年

「ホタル」 玉　置　　　澪 九度山小学校 （九度山町） 3年

「トラクターにのっているおじいちゃん」 阪　本　優　月 藤田小学校 （御坊市） 3年

「土手に咲くささゆり」 津　守　心　結 和歌山大学教育学部附属小学校（和歌山市） 4年

「蔵王橋から見た山と川」 武　田　和　子 岡崎小学校 （和歌山市） 4年

「山に咲くヒマワリ」 本　田　斐奈埜 藤戸台小学校 （和歌山市） 5年

「桃とおにいさん」 梶　本　晴　天 岩出小学校 （岩出市） 5年

「父の農作業」 淺　井　啓　史 南広小学校 （広川町） 5年

「美川　四ノ川」 新　谷　汰　雄 北山小学校 （北山村） 5年

「おばあちゃんの畑」 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6年

「山頂から見た夏の和歌浦」 西　岡　昂　大 根来小学校 （岩出市） 6年

「山の橋をわたる人達」 庄　司　ひより 市ノ瀬小学校 （上富田町） 6年

「北山の伝統　筏下り」 岡　　　こころ 北山小学校 （北山村） 6年

「ぼくの夏の思い出」 野　村　　　空 和歌山大学教育学部附属特別支援学校 （和歌山市） 中学部1年

「高野山へ続く道」 村　垣　幸　歩 荒川中学校 （紀の川市） 1年

「昔ながらの風景」 林　　　華菜子 近畿大学附属和歌山中学校（和歌山市） 2年

「あらぎ島」 嶋　﨑　友　紀 岩出中学校 （岩出市） 2年

「和歌山にかかるつり橋」 山　田　明日香 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・藤田　安岐子・池永　満子（以上、県美育連盟）
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