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─あなたは、どんな風景が好きですか？
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■主　　　催／公益財団法人びわ湖芸術文化財団
■共　　　催／滋賀県教育委員会
■後　　　援／大津市教育委員会、彦根市教育委員会、長浜市教育委員会、近江八幡市教育委員会、草津市教育委員会、
　　　　　　　米原市教育委員会、朝日新聞大津総局、京都新聞、産經新聞社、中日新聞社、毎日新聞大津支局、
　　　　　　　読売新聞大津支局、共同通信社大津支局、 、 大津放送局、 、株式会社エフエム滋賀
■助成・協賛／株式会社しがぎん経済文化センター、公益財団法人河本文教福祉振興会、公益財団法人秀明文化財団、
　　　　　　　公益財団法人西川文化財団、公益財団法人平和堂財団

【審査員】　北　村　恵美子（日本画家）
　　　　　柳　原　正　樹（京都国立近代美術館長）
　　　　　山　根　須磨子（洋画家） ※五十音順・敬称略

審査評　【一般、高校生部門】

１ グラフィックアート 雑路（Kusatsu） 望月　高明 （兵庫県宝塚市） 滋賀の風景大賞

２ 水彩画 初冬のひざし 山田　憲孝 （大津市） 優秀賞

３ 日本画 淡
う み

海へ 近藤　道子 （大津市） 優秀賞

４ 油彩画 光線 藤田　みのり （近江八幡市） 未来を拓く賞（高校生部門）

５ 水彩画 晩秋の古窯 村井　節子 （京都府京都市） 滋賀県議会議長賞

６ 油彩画 待宵草 中野　李保 （東近江市） 滋賀県教育委員会教育長賞

７ Ballpoint pen Book of Nature とよた　りーさ（栗東市） びわ湖芸術文化財団理事長賞

８ 日本画 春愁 加藤　孝和 （大津市） 朝日新聞社賞

９ 水彩画 磐石 中山　徳子 （草津市） 京都新聞賞

10 水彩画 滋賀里の石仏 津久井　賢次 （守山市） 産経新聞社賞

11 水墨画 鬼瓦 小泉　英子 （彦根市） 中日新聞社賞

12 日本画 冬日和 扇　里砂子 （大津市） 毎日新聞社賞

13 油彩画 光の寄り道・時の粒 塩賀　史子 （栗東市） 読売新聞社賞

14 油彩画 土倉鉱山跡にて 中川　吉史 （三重県伊賀市） 共同通信社賞

15 ミクストメディア 琵琶湖大橋遠景 古谷　一規 （京都府京都市） KBS京都賞

16 水彩画 三井寺駅から 坂口　郁子 （大津市） NHK大津放送局長賞

17 油彩画 湖岸の風景 那須　延明 （京都府京都市） BBCびわ湖放送賞

18 水彩画 可愛いお出迎え 角谷　しづ子 （栗東市） エフエム滋賀賞

19 水彩画 浜大津港風景 居村　倫也 （京都府京都市） しがぎん経済文化センター賞

20 油彩画 びわ湖と住む 伊藤　マリー （京都府京都市） 秀明文化財団賞

21 水彩画 雨あがる 中條　健史 （大阪府大阪市） 西川文化財団賞

22 油彩画 黎明 中野　清和 （大津市） 平和堂財団賞

23 水彩画 日吉大社へ 舩越　はつ子 （大津市） 河本文教福祉振興会賞

一般、高校生部門

入
賞

36 かぶと虫 矢野　颯 草津市立山田小学校 ２年 入選
37 まほろばのまどからみえたちゃいろのいえ 山口　慶 守山市立河西小学校 ２年 入選
38 夜の森で キラキラ星空パーティー 吉川　結菜 彦根市立亀山小学校 ２年 入選
39 初めて描いた風景 相山　恵 大津市立晴嵐小学校 ３年 入選
40 大きな田んぼ 大保　皓聖 守山市立河西小学校 ３年 入選
41 兵主祭とこいのぼり 加賀爪　咲希 野洲市立中主小学校 ３年 入選
42 伊吹山とヤマトタケル 河原　瑚心 米原市立山東小学校 ３年 入選
43 びわ湖とMICHIGAN 北　唯那 草津市立老上小学校 ３年 入選
44 ミシガン 國方　奈月 栗東市立大宝東小学校 ３年 入選
45 長浜鉄道スクエアに行ったよ！ 國安　祐衣 彦根市立城南小学校 ３年 入選
46 ぼくのミシガン 斉藤　和馬 大津市立藤尾小学校 ３年 入選
47 夏の暑い日の白雲館 清水　一織 彦根市立旭森小学校 ３年 入選
48 伊吹山の花畑 髙木　みなも 米原市立柏原小学校 ３年 入選
49 びわ湖の見える山 塚口　春香 米原市立大原小学校 ３年 入選
50 にぎやかな森 塚口　春香 米原市立大原小学校 ３年 入選
51 古い建物 中西　紗椰 草津市立志津小学校 ３年 入選
52 ミシガン出発！ 早馬　凜夏 草津市立笠縫東小学校 ３年 入選
53 登校中に見える三上山 引地　結愛 野洲市立三上小学校 ３年 入選
54 美しい八幡堀 福田　夏望 光市立三井小学校（山口県） ３年 入選
55 歴史に出会えた白雲館 ペック　結衣 彦根市立城南小学校 ３年 入選
56 はじめてのスケッチ 矢部　壮輔 大津市立晴嵐小学校 ３年 入選
57 夏の八幡堀を歩く 北林　鼓実 近江八幡市立安土小学校 ４年 入選
58 近江八幡のじまん、白雲館 キハラフェルナンデス 茉里衣 近江八幡市立八幡小学校 ４年 入選
59 BIANCA 熊田　そら 草津市立笠縫小学校 ４年 入選
60 びわこの上のミシガン 小春　明莉 滋賀大学教育学部附属小学校 ４年 入選
61 こうじん山からみた さわやかな景色 権代　優紗 彦根市立若葉小学校 ４年 入選
62 雪のふる山の夜 冨江　禾楓 東近江市立能登川北小学校 ４年 入選
63 大空の中へ長浜城 中川　実優 長浜市立長浜小学校 ４年 入選
64 ひまわり娘 長田　紗良 大津市立青山小学校 ４年 入選
65 まほろば児童クラブの中の世界 生川　聖七 守山市立河西小学校 ４年 入選
66 ぼくたちの笑顔をはこぶミシガン 南田　幸輝 大津市立小野小学校 ４年 入選
67 高山の秋 野洌　咲太朗 長浜市立高月小学校 ４年 入選
68 沖の白石 伊藤　琥夏 大津市立真野小学校 ５年 入選
69 湖の子のったよ 大依　優奈 近江八幡市立桐原小学校 ５年 入選
70 ある晴れた日に 梶谷　直弥 米原市立柏原小学校 ５年 入選
71 暑い真夏の琵琶湖 中島　優里花 滋賀大学教育学部附属小学校 ５年 入選
72 朝の森 小山　翔太郎 米原市立米原小学校 ６年 入選
73 輝きます彦根城 山田　健太郎 彦根市立城南小学校 ６年 入選
74 ミシガン参上！ 平松　未沙稀 大津市立真野中学校 ２年 入選
75 弟の身支度 安田　湖白 近江八幡市立八幡中学校 ３年 入選

■個人評《一般部門》
滋賀の風景大賞（滋賀県知事表彰）　「雑路（Kusatsu）」（グラフィックアート） 望月　高明（兵庫県宝塚市）
　近年、賑やかさを増してきた草津商店街の人々の様子を、明るい日差しの中での一瞬として印象的に捉えています。技法はキャン
バスにカッティング、シルクスクリーン等判別し難いのですが、時間をかけて丁寧に色面を塗り分けています。シャープな線が印象
的です。
　２点応募されて、しかも制限最大の20号スクエア２点が並べられたとき、圧倒的な力強さと現代的な表現による軽快感に、審査
員一致で大賞に決まりました。何度も展覧会に挑戦されていらっしゃる方ですが、今回、構成が一変しました。才能と表現技術を
併せ持たれている方と思います。
　今後の作品に、より一層期待いたします。大賞おめでとうございます。 審査員　山根　須磨子

優　　秀　　賞（滋賀県知事表彰）　「初冬のひざし」（水彩画） 山田　憲孝（大津市）
　「巧すぎる！」思わず審査員一同、感嘆の声を上げました。
　光と陰のコントラストが絶妙で、思いきって黒く塗り潰した舟の陰に対する陽当たりの黄色い草の取合わせ、波や葦の描き込みに
対する遠景の並木の柔らかさなど、全てが計算され、確実なテクニックに裏打ちされた作品で、作者の力量を感じさせます。

 審査員　北村　恵美子

優　　秀　　賞（滋賀県知事表彰）　「淡
う み

海へ」（日本画） 近藤　道子（大津市）
　一筋の流れが画面中央を下り、湖へ続く様がまるで人生を思わせます。無駄のないトリミングと周囲の省略した表現が流れを引立
て、箔の使用も効果的で、小品ながら風景画を越えた心象を感じる重厚で深い作品に仕上がっています。 審査員　北村　恵美子

■個人評《高校生部門》
未来を拓く賞（滋賀県知事表彰）　「光線」（油彩画） 藤田　みのり（近江八幡市）
　さわやかな緑が画面を支配しており、そのみずみずしい色感が、いかにも高校生らしく好感がもてる作品です。深い森の中に迷
い込んだようなその光景は若者の心をそのまま投影しているかのようでもあり、まさに心象の風景です。 審査長　柳原　正樹

＜一般、高校生部門＞　○応募点数・・・227点　　○入賞・入選点数・・・85点

■総　評
　審査を始める前に、まず全出品作品に目を通しましたが、あまりにも質の高い作品が多いことに驚かされました。さらに、水彩で表
現された作品も評価すべきものが数多く、そのテクニックの見事さもあわせて、この展覧会の特色だと感じました。だからでしょうか、
上位の賞を獲得したのは、水彩作品でした。ふるさと滋賀、びわ湖の風景を描いたそれら作品群は、実に爽やかで、美しく、見る者
の心をどこまでも和ませてくれます。それは、作者の風景によせる深い想いの表れにほかなりません。心なごむ多くの作品に出会えた
快い審査でもありました。 審査長　柳原　正樹

■総　評
　このたびの展覧会には、小・中学生部門に188点という多くの作品が集まりました。どの作品も自由で、生き生きとしており、審査す
る側も楽しく作品と対話することができました。ただ、作品を展示するスペースに限りがあるため、約半数を選外としなければならな
いという苦しい審査でもあったのです。そして、受賞された皆さんの作品は、ふるさとであるびわ湖、滋賀の風景や風物をそれぞれの
感性で、伸び伸びと描かれていることにすごく好感をもちました。このすばらしい感覚と、ふるさとへの愛を忘れないことを願っています。
 審査長　柳原　正樹

■個人評
花 ひ ら く 賞（滋賀県知事表彰）　「湖に浮かぶ船」 石井　鈴夏（栗東市 / 小学1年生）
　１年生らしく、描きたい船を画面一杯に表現したことで、見るものに迫ってきます。また、特徴を捉えた船が、目の前に広がってきます。
　描画材料も、色えんぴつだけで表現すると薄っぺらい色になりがちですが、黒のスケッチペンでしっかりと線を描き、青系を中心
に何色も重ね塗りをし、色の厚みを表現しています。船体は、画用紙の白色を生かした点がすばらしく、船の存在感を出しています。
また、赤の色がポイントとなって画面をひきしめています。 審査員　小多　譲仁

花 ひ ら く 賞（滋賀県知事表彰）　「大通寺」 山田　拓実（大津市 / 小学5年生）
　堂々たる山門と、寺院に至る参道の商店の並びを遠近感を十分に捉えながら、隅々まで細やかに観察して表現しています。五年生
とは思えない程の的確な遠近法と、それだけに頼らない自由な線が素晴らしいと思いました。
　よく見れば、小さく描かれていますが店先のピンクのお花ぎつね、看板、自転車、のれん、緑の植物など画面に楽しくアクセントを
付けています。また、山門の奥にある大通寺までも想像されます。青く晴れた空も良いですね。
　制作の喜びを何時までも持って、これからも良い作品を生み出して下さい。 審査員　山根　須磨子

＜小・中学生部門＞　○応募点数・・・188点　　○入賞・入選点数・・・97点

【審査員】　小　多　譲　仁（アクリル画家）
　　　　　柳　原　正　樹（京都国立近代美術館長）
　　　　　山　根　須磨子（洋画家） ※五十音順・敬称略

審査評　【小・中学生部門】

・・・・※番号は展示順ではありません・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



　美しい湖や山々、数多くの文化財に彩られた滋賀の風景は、先人が大切に守り伝えてきてくれたかけがえ
のない宝物です。この大切な財産を、次代を担う子どもたちへ繋いでいきたいという強い思いから、これま
で22年間開催してきた「湖国を描く絵画展」に代わり、新たに「種をまくプロジェクト2018　びわ湖・滋賀
の風景展」を開催いたします。本展に出陳された秀作の数々は、ふと心に浮かんだ懐かしい情景、初めて出
会い心惹かれた景色など、一人ひとりが大切に思う風景を見事に表しています。本展を通じて、魅力溢れる
滋賀の風景を、幅広い世代の皆様と共有していきたいと願っております。
　本展では、「一般部門」「高校生部門」に加え、「小・中学生部門」を設け、３部門あわせて415点（うち小・
中学生部門188点）のご応募をいただきました。その中から厳正な審査の結果選ばれた、滋賀の風景大賞、未
来を拓く賞、花ひらく賞を含む入賞・入選作品182点（うち小・中学生部門97点）を、ビバシティホール、し
がぎんホールの２会場にて巡回展示いたします。
　また、今回「小・中学生部門」を設けたことから、８月にアーティストと一緒に“風景を描く”小・中学生
対象のワークショップを開催いたしましたところ、約200名の子どもたちに参加いただきました。これらの取
り組みが、ふるさとの風景の魅力や表現することの楽しさを、次世代に継承していく一助になれば幸いです。
　最後になりましたが、本展の開催にあたり、ご応募いただいた皆さまや審査員の先生方、ご協力いただき
ました関係者の方々に心からお礼申し上げます。

　　平成30年10月
公益財団法人 びわ湖芸術文化財団　理事長 　山  中　　隆

ごあいさつ	

１ 湖に浮かぶ船 石井　鈴夏 栗東市立大宝東小学校 １年 花ひらく賞
２ 大通寺 山田　拓実 大津市立真野小学校 ５年 花ひらく賞
３ おじさんみたいな長浜城 島田　暖 長浜市立長浜北小学校 １年 すくすく賞
４ 天の川 岸本　真依 草津市立山田小学校 ２年 すくすく賞
５ 旧大津公会堂 内矢　萌々夏 京都市立朱雀第八小学校 ３年 すくすく賞
６ 光の当たる橋 濵山　伊吹 大津市立瀬田小学校 ６年 すくすく賞
７ ハスの再生を願って 井上　千愛 大津市立真野中学校 １年 すくすく賞
８ ザリガニ 南原　陽向 草津市立矢倉小学校 １年 芽が出る賞
９ 公園で見た長浜城と桜とネコ 船津　陽香莉 彦根市立金城小学校 １年 芽が出る賞
10 きれいな　はくうんかん キハラフェルナンデス 英怜奈 近江八幡市立八幡小学校 ２年 芽が出る賞

小・中学生部門

入
賞

１ 水彩画 水ぬるむ 石田　寬 （近江八幡市） 入選
２ 日本画 大津祭 内山　玲子 （東京都世田谷区） 入選
３ 日本画 秋の在原 榎本　龍大 （京都府京都市） 入選
４ 油彩画 遠い山なみの光 江竜　美子 （彦根市） 入選
５ 日本画 陽日 扇　里砂子 （大津市） 入選
６ 油彩画 里の家 太田　尚宏 （奈良県天理市） 入選
７ 水彩画 刻 大西　隆夫 （大津市） 入選
８ 油彩画 遠き日々を想いて 大原　健 （甲賀市） 入選
９ 油彩画 雨の中の琵琶湖マラソン 小河原　宏 （大津市） 入選
10 油彩画 春の在原 桶本　忠弘 （京都府京都市） 入選
11 油彩画 早春の余呉湖畔 尾花　秀人 （米原市） 入選
12 水彩画 朝の光 樫田　明夫 （大阪府高槻市） 入選
13 色鉛筆 うつる瞬き 樫田　歩 （京都府京都市） 入選
14 油彩画 和邇の棚田風景 川北　勝一 （京都府京都市） 入選
15 日本画 渓流・春 川野　慶子 （大阪府茨木市） 入選
16 日本画 玉響 草野　須美 （大津市） 入選
17 油彩画 湖国豊饒（冬） 楠瀬　伸和 （和歌山県海南市） 入選
18 油彩画 湖国豊饒（春） 楠瀬　伸和 （和歌山県海南市） 入選
19 油彩画 スイレン 河本　恭加子 （湖南市） 入選
20 油彩画 内湖の夜明け 国領　京子 （近江八幡市） 入選
21 水彩画 穴太衆積の石垣 小柴　洋子 （大津市） 入選
22 アクリル画 ここで生きる② 西條　由紀夫 （東近江市） 入選
23 水彩画 滋賀里散策 斎藤　知都子 （大津市） 入選
24 アクリル画 ふきのとうのダンス 佐分　百合子 （米原市） 入選
25 油彩画 湖畔の波おと 柴田　康子 （京都府宇治市） 入選

一般、高校生部門

入
選

１ 僕の好きな彦根城 石内　結登 彦根市立佐和山小学校 １年 入選
２ しがのはなび 今江　凛 守山市立河西小学校 １年 入選
３ ヤマトタケルと伊吹山 江竜　昊汰 米原市立河南小学校 １年 入選
４ おふねにのっているひと 大澤　花笑 近江八幡市立岡山小学校 １年 入選
５ いえであそんだところ 小川　カノン 守山市立河西小学校 １年 入選
６ かぞくとみた はなびたいかい 小川　史織 大津市立中央小学校 １年 入選
７ なつやすみ 川端　晟奈 草津市立山田小学校 １年 入選
８ びわこにおよぎにいった 神田　拓哉 草津市立山田小学校 １年 入選
９ ぼくのだいすきなながはまじょう 岸根　真生 米原市立米原小学校 １年 入選
10 びわこ花火たいかい 小寺　夢歩 大津市立瀬田北小学校 １年 入選
11 森の動物達の懇談会 島田　暖 長浜市立長浜北小学校 １年 入選
12 きせつのはな 下笠　莉々愛 草津市立山田小学校 １年 入選
13 伊吹山とヤマトタケル 高橋　七海 米原市立米原小学校 １年 入選
14 びわこのえ 中島　悠作 大津市立瀬田北小学校 １年 入選
15 けいはんでんしゃ 中村　桃子 大津市立瀬田北小学校 １年 入選
16 おおきいミシガン 西口　嘉秀子 滋賀大学教育学部附属小学校 １年 入選
17 まどからみたおうち 東出　愛加 守山市立河西小学校 １年 入選
18 びっくりたぬきとかっこいいおしろ 福田　隼士 光市立三井小学校（山口県）１年 入選
19 大津港で 堀口　藍 大津市立瀬田南小学校 １年 入選
20 春がきた。伊吹山でくまさんが出会ったよ。 野洌　花乃子 長浜市立高月小学校 １年 入選
21 田んぼの風景 石川　遵 守山市立河西小学校 ２年 入選
22 真夏の旧大津公会堂 大橋　乙楓 大津市立晴嵐小学校 ２年 入選
23 きれいな花火 奥出　諒 草津市立山田小学校 ２年 入選
24 近江大橋とびわ湖 川島　颯翔 大津市立富士見小学校 ２年 入選
25 おおきいふね 北川　七歩 彦根市立鳥居本小学校 ２年 入選
26 どうぶついっぱいたのしいな 小山　真太郎 米原市立米原小学校 ２年 入選
27 晴天のミシガン 田中　優成 大津市立晴嵐小学校 ２年 入選
28 レンガ、かっこいいね 東條　結衣 彦根市立金城小学校 ２年 入選
29 オレの大好物 中谷　舞生 草津市立山田小学校 ２年 入選
30 しぜんな町 中村　恭輔 守山市立河西小学校 ２年 入選
31 長浜港で船を見たよ 中村　友乃 彦根市立城西小学校 ２年 入選
32 ひろくて大きい田んぼ 生川　怜 守山市立河西小学校 ２年 入選
33 大きいはしがあるよ！ 廣江　紗亜耶 滋賀大学教育学部附属小学校 ２年 入選
34 がくどうのへや 福井　絢介 守山市立河西小学校 ２年 入選
35 夜の山 松本　咲希 彦根市立城西小学校 ２年 入選

小・中学生部門

入
選

11 夜の山 中谷　康太 長浜市立小谷小学校 ２年 芽が出る賞
12 びわこにすむ魚 若井　美月 守山市立河西小学校 ２年 芽が出る賞
13 湖に浮かぶミシガン 塚口　春香 米原市立大原小学校 ３年 芽が出る賞
14 空にきらめくお城 長﨑　碧 彦根市立金城小学校 ３年 芽が出る賞
15 びわこの花火 南原　莉緒 草津市立矢倉小学校 ４年 芽が出る賞
16 旧大津公会堂 矢部　皓太郎 大津市立晴嵐小学校 ４年 芽が出る賞
17 夏の長浜鉄道スクエア 若林　彩香 彦根市立城北小学校 ４年 芽が出る賞
18 夏の八幡堀 中村　心春 彦根市立城西小学校 ５年 芽が出る賞
19 自然がいっぱい　伊吹山 吉岡　巧翔 米原市立坂田小学校 ５年 芽が出る賞
20 滋賀の宇

そ ら

宙へ、虹色のたび 吉川　誠崇 彦根市立亀山小学校 ５年 芽が出る賞
21 立木神社 田辺　真裕子 大津市立平野小学校 ６年 芽が出る賞
22 旧大津公会堂 内矢　奈那美 京都市立西ノ京中学校 １年 芽が出る賞

26 墨彩画 妙舞 杉本　清嘉 （甲賀市） 入選
27 水墨画 日野祭り（神子・芝田楽） 瀬川　隆雄 （東近江市） 入選
28 日本画 湖北の雪景 関谷　勇 （甲賀市） 入選
29 油彩画 余呉湖の春 辻　登代子 （奈良県奈良市） 入選
30 日本画 十六羅漢 直野　智子 （近江八幡市） 入選
31 アクリル画 駅舎 中川　真里 （守山市） 入選
32 水彩画 成菩提院へ 中川　ゆきえ （長浜市） 入選
33 油彩画 伊吹山 中村　彰夫 （東京都八王子市） 入選
34 油彩画 浮御堂 那須　延明 （京都府京都市） 入選
35 日本画 細流－せせらぎ－ 難波　由美子 （京都府京都市） 入選
36 切り絵 彦根城 西澤　ますみ （彦根市） 入選
37 水墨画 TANUKI空想 西田　良子 （草津市） 入選
38 油彩画 流れの中に 野村　晴代 （長浜市） 入選
39 油彩画 冬晴れ 花房　真理子 （近江八幡市） 入選
40 水彩画 オニバスをきれいに 羽根　文枝 （大津市） 入選
41 油彩画 壁に咲く 林　里美 （甲賀市） 入選
42 水彩画 信楽 日浅　順子 （甲賀市） 入選
43 油彩画 過疎の村の幼ともだち 肥後　訓次　 （近江八幡市） 入選
44 日本画 ブルーメの丘 平柳　美恵子 （東近江市） 入選
45 水彩画 冬の夕景 堀畑　末一 （彦根市） 入選
46 日本画 六月の麦 松井　美智子 （近江八幡市） 入選
47 油彩画 翔ぶ夢 松本　洋子 （大津市） 入選
48 油彩画 近江妙蓮 三浦　妙子 （東近江市） 入選
49 水彩画 追憶 三浦　武弘 （大津市） 入選
50 グラフィックアート 雑路（Zeze） 望月　高明 （兵庫県宝塚市） 入選
51 切り絵 登り窯追想 望月　公司 （甲賀市） 入選
52 水彩画 KARAMI 門間　栄美子 （大津市） 入選
53 油彩画 秋の山里 柳原　嘉子 （大津市） 入選
54 アクリル画 多賀大社 山下　幸次 （京都府京都市） 入選
55 水彩画 光そそぐ 山田　憲孝 （大津市） 入選
56 アクリル画 川辺の暮らし 山本　清子 （守山市） 入選
57 水彩画 晩夏・みなも 吉本　香苗 （高島市） 入選
58 油彩画 崖 渡辺　志歩子 （大津市） 入選
59 油彩画 行きて帰る 助田　悠 （栗東市） 高校生部門・入選
60 油彩画 雨上がりの唐橋 冨田　歩実 （草津市） 高校生部門・入選
61 油彩画 湖港 内藤　美羽 （大津市） 高校生部門・入選
62 油彩画 架道橋にせせらぎ 松井　丈 （栗東市） 高校生部門・入選



　美しい湖や山々、数多くの文化財に彩られた滋賀の風景は、先人が大切に守り伝えてきてくれたかけがえ
のない宝物です。この大切な財産を、次代を担う子どもたちへ繋いでいきたいという強い思いから、これま
で22年間開催してきた「湖国を描く絵画展」に代わり、新たに「種をまくプロジェクト2018　びわ湖・滋賀
の風景展」を開催いたします。本展に出陳された秀作の数々は、ふと心に浮かんだ懐かしい情景、初めて出
会い心惹かれた景色など、一人ひとりが大切に思う風景を見事に表しています。本展を通じて、魅力溢れる
滋賀の風景を、幅広い世代の皆様と共有していきたいと願っております。
　本展では、「一般部門」「高校生部門」に加え、「小・中学生部門」を設け、３部門あわせて415点（うち小・
中学生部門188点）のご応募をいただきました。その中から厳正な審査の結果選ばれた、滋賀の風景大賞、未
来を拓く賞、花ひらく賞を含む入賞・入選作品182点（うち小・中学生部門97点）を、ビバシティホール、し
がぎんホールの２会場にて巡回展示いたします。
　また、今回「小・中学生部門」を設けたことから、８月にアーティストと一緒に“風景を描く”小・中学生
対象のワークショップを開催いたしましたところ、約200名の子どもたちに参加いただきました。これらの取
り組みが、ふるさとの風景の魅力や表現することの楽しさを、次世代に継承していく一助になれば幸いです。
　最後になりましたが、本展の開催にあたり、ご応募いただいた皆さまや審査員の先生方、ご協力いただき
ました関係者の方々に心からお礼申し上げます。

　　平成30年10月
公益財団法人 びわ湖芸術文化財団　理事長 　山  中　　隆

ごあいさつ	

１ 湖に浮かぶ船 石井　鈴夏 栗東市立大宝東小学校 １年 花ひらく賞
２ 大通寺 山田　拓実 大津市立真野小学校 ５年 花ひらく賞
３ おじさんみたいな長浜城 島田　暖 長浜市立長浜北小学校 １年 すくすく賞
４ 天の川 岸本　真依 草津市立山田小学校 ２年 すくすく賞
５ 旧大津公会堂 内矢　萌々夏 京都市立朱雀第八小学校 ３年 すくすく賞
６ 光の当たる橋 濵山　伊吹 大津市立瀬田小学校 ６年 すくすく賞
７ ハスの再生を願って 井上　千愛 大津市立真野中学校 １年 すくすく賞
８ ザリガニ 南原　陽向 草津市立矢倉小学校 １年 芽が出る賞
９ 公園で見た長浜城と桜とネコ 船津　陽香莉 彦根市立金城小学校 １年 芽が出る賞
10 きれいな　はくうんかん キハラフェルナンデス 英怜奈 近江八幡市立八幡小学校 ２年 芽が出る賞

小・中学生部門

入
賞

１ 水彩画 水ぬるむ 石田　寬 （近江八幡市） 入選
２ 日本画 大津祭 内山　玲子 （東京都世田谷区） 入選
３ 日本画 秋の在原 榎本　龍大 （京都府京都市） 入選
４ 油彩画 遠い山なみの光 江竜　美子 （彦根市） 入選
５ 日本画 陽日 扇　里砂子 （大津市） 入選
６ 油彩画 里の家 太田　尚宏 （奈良県天理市） 入選
７ 水彩画 刻 大西　隆夫 （大津市） 入選
８ 油彩画 遠き日々を想いて 大原　健 （甲賀市） 入選
９ 油彩画 雨の中の琵琶湖マラソン 小河原　宏 （大津市） 入選
10 油彩画 春の在原 桶本　忠弘 （京都府京都市） 入選
11 油彩画 早春の余呉湖畔 尾花　秀人 （米原市） 入選
12 水彩画 朝の光 樫田　明夫 （大阪府高槻市） 入選
13 色鉛筆 うつる瞬き 樫田　歩 （京都府京都市） 入選
14 油彩画 和邇の棚田風景 川北　勝一 （京都府京都市） 入選
15 日本画 渓流・春 川野　慶子 （大阪府茨木市） 入選
16 日本画 玉響 草野　須美 （大津市） 入選
17 油彩画 湖国豊饒（冬） 楠瀬　伸和 （和歌山県海南市） 入選
18 油彩画 湖国豊饒（春） 楠瀬　伸和 （和歌山県海南市） 入選
19 油彩画 スイレン 河本　恭加子 （湖南市） 入選
20 油彩画 内湖の夜明け 国領　京子 （近江八幡市） 入選
21 水彩画 穴太衆積の石垣 小柴　洋子 （大津市） 入選
22 アクリル画 ここで生きる② 西條　由紀夫 （東近江市） 入選
23 水彩画 滋賀里散策 斎藤　知都子 （大津市） 入選
24 アクリル画 ふきのとうのダンス 佐分　百合子 （米原市） 入選
25 油彩画 湖畔の波おと 柴田　康子 （京都府宇治市） 入選

一般、高校生部門

入
選

１ 僕の好きな彦根城 石内　結登 彦根市立佐和山小学校 １年 入選
２ しがのはなび 今江　凛 守山市立河西小学校 １年 入選
３ ヤマトタケルと伊吹山 江竜　昊汰 米原市立河南小学校 １年 入選
４ おふねにのっているひと 大澤　花笑 近江八幡市立岡山小学校 １年 入選
５ いえであそんだところ 小川　カノン 守山市立河西小学校 １年 入選
６ かぞくとみた はなびたいかい 小川　史織 大津市立中央小学校 １年 入選
７ なつやすみ 川端　晟奈 草津市立山田小学校 １年 入選
８ びわこにおよぎにいった 神田　拓哉 草津市立山田小学校 １年 入選
９ ぼくのだいすきなながはまじょう 岸根　真生 米原市立米原小学校 １年 入選
10 びわこ花火たいかい 小寺　夢歩 大津市立瀬田北小学校 １年 入選
11 森の動物達の懇談会 島田　暖 長浜市立長浜北小学校 １年 入選
12 きせつのはな 下笠　莉々愛 草津市立山田小学校 １年 入選
13 伊吹山とヤマトタケル 高橋　七海 米原市立米原小学校 １年 入選
14 びわこのえ 中島　悠作 大津市立瀬田北小学校 １年 入選
15 けいはんでんしゃ 中村　桃子 大津市立瀬田北小学校 １年 入選
16 おおきいミシガン 西口　嘉秀子 滋賀大学教育学部附属小学校 １年 入選
17 まどからみたおうち 東出　愛加 守山市立河西小学校 １年 入選
18 びっくりたぬきとかっこいいおしろ 福田　隼士 光市立三井小学校（山口県）１年 入選
19 大津港で 堀口　藍 大津市立瀬田南小学校 １年 入選
20 春がきた。伊吹山でくまさんが出会ったよ。 野洌　花乃子 長浜市立高月小学校 １年 入選
21 田んぼの風景 石川　遵 守山市立河西小学校 ２年 入選
22 真夏の旧大津公会堂 大橋　乙楓 大津市立晴嵐小学校 ２年 入選
23 きれいな花火 奥出　諒 草津市立山田小学校 ２年 入選
24 近江大橋とびわ湖 川島　颯翔 大津市立富士見小学校 ２年 入選
25 おおきいふね 北川　七歩 彦根市立鳥居本小学校 ２年 入選
26 どうぶついっぱいたのしいな 小山　真太郎 米原市立米原小学校 ２年 入選
27 晴天のミシガン 田中　優成 大津市立晴嵐小学校 ２年 入選
28 レンガ、かっこいいね 東條　結衣 彦根市立金城小学校 ２年 入選
29 オレの大好物 中谷　舞生 草津市立山田小学校 ２年 入選
30 しぜんな町 中村　恭輔 守山市立河西小学校 ２年 入選
31 長浜港で船を見たよ 中村　友乃 彦根市立城西小学校 ２年 入選
32 ひろくて大きい田んぼ 生川　怜 守山市立河西小学校 ２年 入選
33 大きいはしがあるよ！ 廣江　紗亜耶 滋賀大学教育学部附属小学校 ２年 入選
34 がくどうのへや 福井　絢介 守山市立河西小学校 ２年 入選
35 夜の山 松本　咲希 彦根市立城西小学校 ２年 入選

小・中学生部門

入
選

11 夜の山 中谷　康太 長浜市立小谷小学校 ２年 芽が出る賞
12 びわこにすむ魚 若井　美月 守山市立河西小学校 ２年 芽が出る賞
13 湖に浮かぶミシガン 塚口　春香 米原市立大原小学校 ３年 芽が出る賞
14 空にきらめくお城 長﨑　碧 彦根市立金城小学校 ３年 芽が出る賞
15 びわこの花火 南原　莉緒 草津市立矢倉小学校 ４年 芽が出る賞
16 旧大津公会堂 矢部　皓太郎 大津市立晴嵐小学校 ４年 芽が出る賞
17 夏の長浜鉄道スクエア 若林　彩香 彦根市立城北小学校 ４年 芽が出る賞
18 夏の八幡堀 中村　心春 彦根市立城西小学校 ５年 芽が出る賞
19 自然がいっぱい　伊吹山 吉岡　巧翔 米原市立坂田小学校 ５年 芽が出る賞
20 滋賀の宇

そ ら

宙へ、虹色のたび 吉川　誠崇 彦根市立亀山小学校 ５年 芽が出る賞
21 立木神社 田辺　真裕子 大津市立平野小学校 ６年 芽が出る賞
22 旧大津公会堂 内矢　奈那美 京都市立西ノ京中学校 １年 芽が出る賞

26 墨彩画 妙舞 杉本　清嘉 （甲賀市） 入選
27 水墨画 日野祭り（神子・芝田楽） 瀬川　隆雄 （東近江市） 入選
28 日本画 湖北の雪景 関谷　勇 （甲賀市） 入選
29 油彩画 余呉湖の春 辻　登代子 （奈良県奈良市） 入選
30 日本画 十六羅漢 直野　智子 （近江八幡市） 入選
31 アクリル画 駅舎 中川　真里 （守山市） 入選
32 水彩画 成菩提院へ 中川　ゆきえ （長浜市） 入選
33 油彩画 伊吹山 中村　彰夫 （東京都八王子市） 入選
34 油彩画 浮御堂 那須　延明 （京都府京都市） 入選
35 日本画 細流－せせらぎ－ 難波　由美子 （京都府京都市） 入選
36 切り絵 彦根城 西澤　ますみ （彦根市） 入選
37 水墨画 TANUKI空想 西田　良子 （草津市） 入選
38 油彩画 流れの中に 野村　晴代 （長浜市） 入選
39 油彩画 冬晴れ 花房　真理子 （近江八幡市） 入選
40 水彩画 オニバスをきれいに 羽根　文枝 （大津市） 入選
41 油彩画 壁に咲く 林　里美 （甲賀市） 入選
42 水彩画 信楽 日浅　順子 （甲賀市） 入選
43 油彩画 過疎の村の幼ともだち 肥後　訓次　 （近江八幡市） 入選
44 日本画 ブルーメの丘 平柳　美恵子 （東近江市） 入選
45 水彩画 冬の夕景 堀畑　末一 （彦根市） 入選
46 日本画 六月の麦 松井　美智子 （近江八幡市） 入選
47 油彩画 翔ぶ夢 松本　洋子 （大津市） 入選
48 油彩画 近江妙蓮 三浦　妙子 （東近江市） 入選
49 水彩画 追憶 三浦　武弘 （大津市） 入選
50 グラフィックアート 雑路（Zeze） 望月　高明 （兵庫県宝塚市） 入選
51 切り絵 登り窯追想 望月　公司 （甲賀市） 入選
52 水彩画 KARAMI 門間　栄美子 （大津市） 入選
53 油彩画 秋の山里 柳原　嘉子 （大津市） 入選
54 アクリル画 多賀大社 山下　幸次 （京都府京都市） 入選
55 水彩画 光そそぐ 山田　憲孝 （大津市） 入選
56 アクリル画 川辺の暮らし 山本　清子 （守山市） 入選
57 水彩画 晩夏・みなも 吉本　香苗 （高島市） 入選
58 油彩画 崖 渡辺　志歩子 （大津市） 入選
59 油彩画 行きて帰る 助田　悠 （栗東市） 高校生部門・入選
60 油彩画 雨上がりの唐橋 冨田　歩実 （草津市） 高校生部門・入選
61 油彩画 湖港 内藤　美羽 （大津市） 高校生部門・入選
62 油彩画 架道橋にせせらぎ 松井　丈 （栗東市） 高校生部門・入選



　美しい湖や山々、数多くの文化財に彩られた滋賀の風景は、先人が大切に守り伝えてきてくれたかけがえ
のない宝物です。この大切な財産を、次代を担う子どもたちへ繋いでいきたいという強い思いから、これま
で22年間開催してきた「湖国を描く絵画展」に代わり、新たに「種をまくプロジェクト2018　びわ湖・滋賀
の風景展」を開催いたします。本展に出陳された秀作の数々は、ふと心に浮かんだ懐かしい情景、初めて出
会い心惹かれた景色など、一人ひとりが大切に思う風景を見事に表しています。本展を通じて、魅力溢れる
滋賀の風景を、幅広い世代の皆様と共有していきたいと願っております。
　本展では、「一般部門」「高校生部門」に加え、「小・中学生部門」を設け、３部門あわせて415点（うち小・
中学生部門188点）のご応募をいただきました。その中から厳正な審査の結果選ばれた、滋賀の風景大賞、未
来を拓く賞、花ひらく賞を含む入賞・入選作品182点（うち小・中学生部門97点）を、ビバシティホール、し
がぎんホールの２会場にて巡回展示いたします。
　また、今回「小・中学生部門」を設けたことから、８月にアーティストと一緒に“風景を描く”小・中学生
対象のワークショップを開催いたしましたところ、約200名の子どもたちに参加いただきました。これらの取
り組みが、ふるさとの風景の魅力や表現することの楽しさを、次世代に継承していく一助になれば幸いです。
　最後になりましたが、本展の開催にあたり、ご応募いただいた皆さまや審査員の先生方、ご協力いただき
ました関係者の方々に心からお礼申し上げます。

　　平成30年10月
公益財団法人 びわ湖芸術文化財団　理事長 　山  中　　隆

ごあいさつ	

１ 湖に浮かぶ船 石井　鈴夏 栗東市立大宝東小学校 １年 花ひらく賞
２ 大通寺 山田　拓実 大津市立真野小学校 ５年 花ひらく賞
３ おじさんみたいな長浜城 島田　暖 長浜市立長浜北小学校 １年 すくすく賞
４ 天の川 岸本　真依 草津市立山田小学校 ２年 すくすく賞
５ 旧大津公会堂 内矢　萌々夏 京都市立朱雀第八小学校 ３年 すくすく賞
６ 光の当たる橋 濵山　伊吹 大津市立瀬田小学校 ６年 すくすく賞
７ ハスの再生を願って 井上　千愛 大津市立真野中学校 １年 すくすく賞
８ ザリガニ 南原　陽向 草津市立矢倉小学校 １年 芽が出る賞
９ 公園で見た長浜城と桜とネコ 船津　陽香莉 彦根市立金城小学校 １年 芽が出る賞
10 きれいな　はくうんかん キハラフェルナンデス 英怜奈 近江八幡市立八幡小学校 ２年 芽が出る賞

小・中学生部門

入
賞

１ 水彩画 水ぬるむ 石田　寬 （近江八幡市） 入選
２ 日本画 大津祭 内山　玲子 （東京都世田谷区） 入選
３ 日本画 秋の在原 榎本　龍大 （京都府京都市） 入選
４ 油彩画 遠い山なみの光 江竜　美子 （彦根市） 入選
５ 日本画 陽日 扇　里砂子 （大津市） 入選
６ 油彩画 里の家 太田　尚宏 （奈良県天理市） 入選
７ 水彩画 刻 大西　隆夫 （大津市） 入選
８ 油彩画 遠き日々を想いて 大原　健 （甲賀市） 入選
９ 油彩画 雨の中の琵琶湖マラソン 小河原　宏 （大津市） 入選
10 油彩画 春の在原 桶本　忠弘 （京都府京都市） 入選
11 油彩画 早春の余呉湖畔 尾花　秀人 （米原市） 入選
12 水彩画 朝の光 樫田　明夫 （大阪府高槻市） 入選
13 色鉛筆 うつる瞬き 樫田　歩 （京都府京都市） 入選
14 油彩画 和邇の棚田風景 川北　勝一 （京都府京都市） 入選
15 日本画 渓流・春 川野　慶子 （大阪府茨木市） 入選
16 日本画 玉響 草野　須美 （大津市） 入選
17 油彩画 湖国豊饒（冬） 楠瀬　伸和 （和歌山県海南市） 入選
18 油彩画 湖国豊饒（春） 楠瀬　伸和 （和歌山県海南市） 入選
19 油彩画 スイレン 河本　恭加子 （湖南市） 入選
20 油彩画 内湖の夜明け 国領　京子 （近江八幡市） 入選
21 水彩画 穴太衆積の石垣 小柴　洋子 （大津市） 入選
22 アクリル画 ここで生きる② 西條　由紀夫 （東近江市） 入選
23 水彩画 滋賀里散策 斎藤　知都子 （大津市） 入選
24 アクリル画 ふきのとうのダンス 佐分　百合子 （米原市） 入選
25 油彩画 湖畔の波おと 柴田　康子 （京都府宇治市） 入選

一般、高校生部門

入
選

１ 僕の好きな彦根城 石内　結登 彦根市立佐和山小学校 １年 入選
２ しがのはなび 今江　凛 守山市立河西小学校 １年 入選
３ ヤマトタケルと伊吹山 江竜　昊汰 米原市立河南小学校 １年 入選
４ おふねにのっているひと 大澤　花笑 近江八幡市立岡山小学校 １年 入選
５ いえであそんだところ 小川　カノン 守山市立河西小学校 １年 入選
６ かぞくとみた はなびたいかい 小川　史織 大津市立中央小学校 １年 入選
７ なつやすみ 川端　晟奈 草津市立山田小学校 １年 入選
８ びわこにおよぎにいった 神田　拓哉 草津市立山田小学校 １年 入選
９ ぼくのだいすきなながはまじょう 岸根　真生 米原市立米原小学校 １年 入選
10 びわこ花火たいかい 小寺　夢歩 大津市立瀬田北小学校 １年 入選
11 森の動物達の懇談会 島田　暖 長浜市立長浜北小学校 １年 入選
12 きせつのはな 下笠　莉々愛 草津市立山田小学校 １年 入選
13 伊吹山とヤマトタケル 高橋　七海 米原市立米原小学校 １年 入選
14 びわこのえ 中島　悠作 大津市立瀬田北小学校 １年 入選
15 けいはんでんしゃ 中村　桃子 大津市立瀬田北小学校 １年 入選
16 おおきいミシガン 西口　嘉秀子 滋賀大学教育学部附属小学校 １年 入選
17 まどからみたおうち 東出　愛加 守山市立河西小学校 １年 入選
18 びっくりたぬきとかっこいいおしろ 福田　隼士 光市立三井小学校（山口県）１年 入選
19 大津港で 堀口　藍 大津市立瀬田南小学校 １年 入選
20 春がきた。伊吹山でくまさんが出会ったよ。 野洌　花乃子 長浜市立高月小学校 １年 入選
21 田んぼの風景 石川　遵 守山市立河西小学校 ２年 入選
22 真夏の旧大津公会堂 大橋　乙楓 大津市立晴嵐小学校 ２年 入選
23 きれいな花火 奥出　諒 草津市立山田小学校 ２年 入選
24 近江大橋とびわ湖 川島　颯翔 大津市立富士見小学校 ２年 入選
25 おおきいふね 北川　七歩 彦根市立鳥居本小学校 ２年 入選
26 どうぶついっぱいたのしいな 小山　真太郎 米原市立米原小学校 ２年 入選
27 晴天のミシガン 田中　優成 大津市立晴嵐小学校 ２年 入選
28 レンガ、かっこいいね 東條　結衣 彦根市立金城小学校 ２年 入選
29 オレの大好物 中谷　舞生 草津市立山田小学校 ２年 入選
30 しぜんな町 中村　恭輔 守山市立河西小学校 ２年 入選
31 長浜港で船を見たよ 中村　友乃 彦根市立城西小学校 ２年 入選
32 ひろくて大きい田んぼ 生川　怜 守山市立河西小学校 ２年 入選
33 大きいはしがあるよ！ 廣江　紗亜耶 滋賀大学教育学部附属小学校 ２年 入選
34 がくどうのへや 福井　絢介 守山市立河西小学校 ２年 入選
35 夜の山 松本　咲希 彦根市立城西小学校 ２年 入選

小・中学生部門

入
選

11 夜の山 中谷　康太 長浜市立小谷小学校 ２年 芽が出る賞
12 びわこにすむ魚 若井　美月 守山市立河西小学校 ２年 芽が出る賞
13 湖に浮かぶミシガン 塚口　春香 米原市立大原小学校 ３年 芽が出る賞
14 空にきらめくお城 長﨑　碧 彦根市立金城小学校 ３年 芽が出る賞
15 びわこの花火 南原　莉緒 草津市立矢倉小学校 ４年 芽が出る賞
16 旧大津公会堂 矢部　皓太郎 大津市立晴嵐小学校 ４年 芽が出る賞
17 夏の長浜鉄道スクエア 若林　彩香 彦根市立城北小学校 ４年 芽が出る賞
18 夏の八幡堀 中村　心春 彦根市立城西小学校 ５年 芽が出る賞
19 自然がいっぱい　伊吹山 吉岡　巧翔 米原市立坂田小学校 ５年 芽が出る賞
20 滋賀の宇

そ ら

宙へ、虹色のたび 吉川　誠崇 彦根市立亀山小学校 ５年 芽が出る賞
21 立木神社 田辺　真裕子 大津市立平野小学校 ６年 芽が出る賞
22 旧大津公会堂 内矢　奈那美 京都市立西ノ京中学校 １年 芽が出る賞

26 墨彩画 妙舞 杉本　清嘉 （甲賀市） 入選
27 水墨画 日野祭り（神子・芝田楽） 瀬川　隆雄 （東近江市） 入選
28 日本画 湖北の雪景 関谷　勇 （甲賀市） 入選
29 油彩画 余呉湖の春 辻　登代子 （奈良県奈良市） 入選
30 日本画 十六羅漢 直野　智子 （近江八幡市） 入選
31 アクリル画 駅舎 中川　真里 （守山市） 入選
32 水彩画 成菩提院へ 中川　ゆきえ （長浜市） 入選
33 油彩画 伊吹山 中村　彰夫 （東京都八王子市） 入選
34 油彩画 浮御堂 那須　延明 （京都府京都市） 入選
35 日本画 細流－せせらぎ－ 難波　由美子 （京都府京都市） 入選
36 切り絵 彦根城 西澤　ますみ （彦根市） 入選
37 水墨画 TANUKI空想 西田　良子 （草津市） 入選
38 油彩画 流れの中に 野村　晴代 （長浜市） 入選
39 油彩画 冬晴れ 花房　真理子 （近江八幡市） 入選
40 水彩画 オニバスをきれいに 羽根　文枝 （大津市） 入選
41 油彩画 壁に咲く 林　里美 （甲賀市） 入選
42 水彩画 信楽 日浅　順子 （甲賀市） 入選
43 油彩画 過疎の村の幼ともだち 肥後　訓次　 （近江八幡市） 入選
44 日本画 ブルーメの丘 平柳　美恵子 （東近江市） 入選
45 水彩画 冬の夕景 堀畑　末一 （彦根市） 入選
46 日本画 六月の麦 松井　美智子 （近江八幡市） 入選
47 油彩画 翔ぶ夢 松本　洋子 （大津市） 入選
48 油彩画 近江妙蓮 三浦　妙子 （東近江市） 入選
49 水彩画 追憶 三浦　武弘 （大津市） 入選
50 グラフィックアート 雑路（Zeze） 望月　高明 （兵庫県宝塚市） 入選
51 切り絵 登り窯追想 望月　公司 （甲賀市） 入選
52 水彩画 KARAMI 門間　栄美子 （大津市） 入選
53 油彩画 秋の山里 柳原　嘉子 （大津市） 入選
54 アクリル画 多賀大社 山下　幸次 （京都府京都市） 入選
55 水彩画 光そそぐ 山田　憲孝 （大津市） 入選
56 アクリル画 川辺の暮らし 山本　清子 （守山市） 入選
57 水彩画 晩夏・みなも 吉本　香苗 （高島市） 入選
58 油彩画 崖 渡辺　志歩子 （大津市） 入選
59 油彩画 行きて帰る 助田　悠 （栗東市） 高校生部門・入選
60 油彩画 雨上がりの唐橋 冨田　歩実 （草津市） 高校生部門・入選
61 油彩画 湖港 内藤　美羽 （大津市） 高校生部門・入選
62 油彩画 架道橋にせせらぎ 松井　丈 （栗東市） 高校生部門・入選
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─あなたは、どんな風景が好きですか？

びわ湖・滋賀の
風景展

第48回滋賀県芸術文化祭参加事業

ビバシティホール 10月11日（木）～10月18日（木）〈16日（火）は休館日〉11
しがぎんホール 10月23日（火）～10月29日（月）〈会期中無休〉22

―出―陳―目―録―

【編集・発行】
（公財）びわ湖芸術文化財団〔地域創造部〕　〒520-0806  滋賀県大津市打出浜15-1

TEL 077-523-7146／FAX 077-523-7147　https://www.biwako-arts.or.jp/rd/

■主　　　催／公益財団法人びわ湖芸術文化財団
■共　　　催／滋賀県教育委員会
■後　　　援／大津市教育委員会、彦根市教育委員会、長浜市教育委員会、近江八幡市教育委員会、草津市教育委員会、
　　　　　　　米原市教育委員会、朝日新聞大津総局、京都新聞、産經新聞社、中日新聞社、毎日新聞大津支局、
　　　　　　　読売新聞大津支局、共同通信社大津支局、 、 大津放送局、 、株式会社エフエム滋賀
■助成・協賛／株式会社しがぎん経済文化センター、公益財団法人河本文教福祉振興会、公益財団法人秀明文化財団、
　　　　　　　公益財団法人西川文化財団、公益財団法人平和堂財団

【審査員】　北　村　恵美子（日本画家）
　　　　　柳　原　正　樹（京都国立近代美術館長）
　　　　　山　根　須磨子（洋画家） ※五十音順・敬称略

審査評　【一般、高校生部門】

１ グラフィックアート 雑路（Kusatsu） 望月　高明 （兵庫県宝塚市） 滋賀の風景大賞

２ 水彩画 初冬のひざし 山田　憲孝 （大津市） 優秀賞

３ 日本画 淡
う み

海へ 近藤　道子 （大津市） 優秀賞

４ 油彩画 光線 藤田　みのり （近江八幡市） 未来を拓く賞（高校生部門）

５ 水彩画 晩秋の古窯 村井　節子 （京都府京都市） 滋賀県議会議長賞

６ 油彩画 待宵草 中野　李保 （東近江市） 滋賀県教育委員会教育長賞

７ Ballpoint pen Book of Nature とよた　りーさ（栗東市） びわ湖芸術文化財団理事長賞

８ 日本画 春愁 加藤　孝和 （大津市） 朝日新聞社賞

９ 水彩画 磐石 中山　徳子 （草津市） 京都新聞賞

10 水彩画 滋賀里の石仏 津久井　賢次 （守山市） 産経新聞社賞

11 水墨画 鬼瓦 小泉　英子 （彦根市） 中日新聞社賞

12 日本画 冬日和 扇　里砂子 （大津市） 毎日新聞社賞

13 油彩画 光の寄り道・時の粒 塩賀　史子 （栗東市） 読売新聞社賞

14 油彩画 土倉鉱山跡にて 中川　吉史 （三重県伊賀市） 共同通信社賞

15 ミクストメディア 琵琶湖大橋遠景 古谷　一規 （京都府京都市） KBS京都賞

16 水彩画 三井寺駅から 坂口　郁子 （大津市） NHK大津放送局長賞

17 油彩画 湖岸の風景 那須　延明 （京都府京都市） BBCびわ湖放送賞

18 水彩画 可愛いお出迎え 角谷　しづ子 （栗東市） エフエム滋賀賞

19 水彩画 浜大津港風景 居村　倫也 （京都府京都市） しがぎん経済文化センター賞

20 油彩画 びわ湖と住む 伊藤　マリー （京都府京都市） 秀明文化財団賞

21 水彩画 雨あがる 中條　健史 （大阪府大阪市） 西川文化財団賞

22 油彩画 黎明 中野　清和 （大津市） 平和堂財団賞

23 水彩画 日吉大社へ 舩越　はつ子 （大津市） 河本文教福祉振興会賞

一般、高校生部門

入
賞

36 かぶと虫 矢野　颯 草津市立山田小学校 ２年 入選
37 まほろばのまどからみえたちゃいろのいえ 山口　慶 守山市立河西小学校 ２年 入選
38 夜の森で キラキラ星空パーティー 吉川　結菜 彦根市立亀山小学校 ２年 入選
39 初めて描いた風景 相山　恵 大津市立晴嵐小学校 ３年 入選
40 大きな田んぼ 大保　皓聖 守山市立河西小学校 ３年 入選
41 兵主祭とこいのぼり 加賀爪　咲希 野洲市立中主小学校 ３年 入選
42 伊吹山とヤマトタケル 河原　瑚心 米原市立山東小学校 ３年 入選
43 びわ湖とMICHIGAN 北　唯那 草津市立老上小学校 ３年 入選
44 ミシガン 國方　奈月 栗東市立大宝東小学校 ３年 入選
45 長浜鉄道スクエアに行ったよ！ 國安　祐衣 彦根市立城南小学校 ３年 入選
46 ぼくのミシガン 斉藤　和馬 大津市立藤尾小学校 ３年 入選
47 夏の暑い日の白雲館 清水　一織 彦根市立旭森小学校 ３年 入選
48 伊吹山の花畑 髙木　みなも 米原市立柏原小学校 ３年 入選
49 びわ湖の見える山 塚口　春香 米原市立大原小学校 ３年 入選
50 にぎやかな森 塚口　春香 米原市立大原小学校 ３年 入選
51 古い建物 中西　紗椰 草津市立志津小学校 ３年 入選
52 ミシガン出発！ 早馬　凜夏 草津市立笠縫東小学校 ３年 入選
53 登校中に見える三上山 引地　結愛 野洲市立三上小学校 ３年 入選
54 美しい八幡堀 福田　夏望 光市立三井小学校（山口県） ３年 入選
55 歴史に出会えた白雲館 ペック　結衣 彦根市立城南小学校 ３年 入選
56 はじめてのスケッチ 矢部　壮輔 大津市立晴嵐小学校 ３年 入選
57 夏の八幡堀を歩く 北林　鼓実 近江八幡市立安土小学校 ４年 入選
58 近江八幡のじまん、白雲館 キハラフェルナンデス 茉里衣 近江八幡市立八幡小学校 ４年 入選
59 BIANCA 熊田　そら 草津市立笠縫小学校 ４年 入選
60 びわこの上のミシガン 小春　明莉 滋賀大学教育学部附属小学校 ４年 入選
61 こうじん山からみた さわやかな景色 権代　優紗 彦根市立若葉小学校 ４年 入選
62 雪のふる山の夜 冨江　禾楓 東近江市立能登川北小学校 ４年 入選
63 大空の中へ長浜城 中川　実優 長浜市立長浜小学校 ４年 入選
64 ひまわり娘 長田　紗良 大津市立青山小学校 ４年 入選
65 まほろば児童クラブの中の世界 生川　聖七 守山市立河西小学校 ４年 入選
66 ぼくたちの笑顔をはこぶミシガン 南田　幸輝 大津市立小野小学校 ４年 入選
67 高山の秋 野洌　咲太朗 長浜市立高月小学校 ４年 入選
68 沖の白石 伊藤　琥夏 大津市立真野小学校 ５年 入選
69 湖の子のったよ 大依　優奈 近江八幡市立桐原小学校 ５年 入選
70 ある晴れた日に 梶谷　直弥 米原市立柏原小学校 ５年 入選
71 暑い真夏の琵琶湖 中島　優里花 滋賀大学教育学部附属小学校 ５年 入選
72 朝の森 小山　翔太郎 米原市立米原小学校 ６年 入選
73 輝きます彦根城 山田　健太郎 彦根市立城南小学校 ６年 入選
74 ミシガン参上！ 平松　未沙稀 大津市立真野中学校 ２年 入選
75 弟の身支度 安田　湖白 近江八幡市立八幡中学校 ３年 入選

■個人評《一般部門》
滋賀の風景大賞（滋賀県知事表彰）　「雑路（Kusatsu）」（グラフィックアート） 望月　高明（兵庫県宝塚市）
　近年、賑やかさを増してきた草津商店街の人々の様子を、明るい日差しの中での一瞬として印象的に捉えています。技法はキャン
バスにカッティング、シルクスクリーン等判別し難いのですが、時間をかけて丁寧に色面を塗り分けています。シャープな線が印象
的です。
　２点応募されて、しかも制限最大の20号スクエア２点が並べられたとき、圧倒的な力強さと現代的な表現による軽快感に、審査
員一致で大賞に決まりました。何度も展覧会に挑戦されていらっしゃる方ですが、今回、構成が一変しました。才能と表現技術を
併せ持たれている方と思います。
　今後の作品に、より一層期待いたします。大賞おめでとうございます。 審査員　山根　須磨子

優　　秀　　賞（滋賀県知事表彰）　「初冬のひざし」（水彩画） 山田　憲孝（大津市）
　「巧すぎる！」思わず審査員一同、感嘆の声を上げました。
　光と陰のコントラストが絶妙で、思いきって黒く塗り潰した舟の陰に対する陽当たりの黄色い草の取合わせ、波や葦の描き込みに
対する遠景の並木の柔らかさなど、全てが計算され、確実なテクニックに裏打ちされた作品で、作者の力量を感じさせます。

 審査員　北村　恵美子

優　　秀　　賞（滋賀県知事表彰）　「淡
う み

海へ」（日本画） 近藤　道子（大津市）
　一筋の流れが画面中央を下り、湖へ続く様がまるで人生を思わせます。無駄のないトリミングと周囲の省略した表現が流れを引立
て、箔の使用も効果的で、小品ながら風景画を越えた心象を感じる重厚で深い作品に仕上がっています。 審査員　北村　恵美子

■個人評《高校生部門》
未来を拓く賞（滋賀県知事表彰）　「光線」（油彩画） 藤田　みのり（近江八幡市）
　さわやかな緑が画面を支配しており、そのみずみずしい色感が、いかにも高校生らしく好感がもてる作品です。深い森の中に迷
い込んだようなその光景は若者の心をそのまま投影しているかのようでもあり、まさに心象の風景です。 審査長　柳原　正樹

＜一般、高校生部門＞　○応募点数・・・227点　　○入賞・入選点数・・・85点

■総　評
　審査を始める前に、まず全出品作品に目を通しましたが、あまりにも質の高い作品が多いことに驚かされました。さらに、水彩で表
現された作品も評価すべきものが数多く、そのテクニックの見事さもあわせて、この展覧会の特色だと感じました。だからでしょうか、
上位の賞を獲得したのは、水彩作品でした。ふるさと滋賀、びわ湖の風景を描いたそれら作品群は、実に爽やかで、美しく、見る者
の心をどこまでも和ませてくれます。それは、作者の風景によせる深い想いの表れにほかなりません。心なごむ多くの作品に出会えた
快い審査でもありました。 審査長　柳原　正樹

■総　評
　このたびの展覧会には、小・中学生部門に188点という多くの作品が集まりました。どの作品も自由で、生き生きとしており、審査す
る側も楽しく作品と対話することができました。ただ、作品を展示するスペースに限りがあるため、約半数を選外としなければならな
いという苦しい審査でもあったのです。そして、受賞された皆さんの作品は、ふるさとであるびわ湖、滋賀の風景や風物をそれぞれの
感性で、伸び伸びと描かれていることにすごく好感をもちました。このすばらしい感覚と、ふるさとへの愛を忘れないことを願っています。
 審査長　柳原　正樹

■個人評
花 ひ ら く 賞（滋賀県知事表彰）　「湖に浮かぶ船」 石井　鈴夏（栗東市 / 小学1年生）
　１年生らしく、描きたい船を画面一杯に表現したことで、見るものに迫ってきます。また、特徴を捉えた船が、目の前に広がってきます。
　描画材料も、色えんぴつだけで表現すると薄っぺらい色になりがちですが、黒のスケッチペンでしっかりと線を描き、青系を中心
に何色も重ね塗りをし、色の厚みを表現しています。船体は、画用紙の白色を生かした点がすばらしく、船の存在感を出しています。
また、赤の色がポイントとなって画面をひきしめています。 審査員　小多　譲仁

花 ひ ら く 賞（滋賀県知事表彰）　「大通寺」 山田　拓実（大津市 / 小学5年生）
　堂々たる山門と、寺院に至る参道の商店の並びを遠近感を十分に捉えながら、隅々まで細やかに観察して表現しています。五年生
とは思えない程の的確な遠近法と、それだけに頼らない自由な線が素晴らしいと思いました。
　よく見れば、小さく描かれていますが店先のピンクのお花ぎつね、看板、自転車、のれん、緑の植物など画面に楽しくアクセントを
付けています。また、山門の奥にある大通寺までも想像されます。青く晴れた空も良いですね。
　制作の喜びを何時までも持って、これからも良い作品を生み出して下さい。 審査員　山根　須磨子

＜小・中学生部門＞　○応募点数・・・188点　　○入賞・入選点数・・・97点

【審査員】　小　多　譲　仁（アクリル画家）
　　　　　柳　原　正　樹（京都国立近代美術館長）
　　　　　山　根　須磨子（洋画家） ※五十音順・敬称略

審査評　【小・中学生部門】

・・・・※番号は展示順ではありません・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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びわ湖・滋賀の
風景展

第48回滋賀県芸術文化祭参加事業

ビバシティホール 10月11日（木）～10月18日（木）〈16日（火）は休館日〉11
しがぎんホール 10月23日（火）～10月29日（月）〈会期中無休〉22
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【編集・発行】
（公財）びわ湖芸術文化財団〔地域創造部〕　〒520-0806  滋賀県大津市打出浜15-1

TEL 077-523-7146／FAX 077-523-7147　https://www.biwako-arts.or.jp/rd/

■主　　　催／公益財団法人びわ湖芸術文化財団
■共　　　催／滋賀県教育委員会
■後　　　援／大津市教育委員会、彦根市教育委員会、長浜市教育委員会、近江八幡市教育委員会、草津市教育委員会、
　　　　　　　米原市教育委員会、朝日新聞大津総局、京都新聞、産經新聞社、中日新聞社、毎日新聞大津支局、
　　　　　　　読売新聞大津支局、共同通信社大津支局、 、 大津放送局、 、株式会社エフエム滋賀
■助成・協賛／株式会社しがぎん経済文化センター、公益財団法人河本文教福祉振興会、公益財団法人秀明文化財団、
　　　　　　　公益財団法人西川文化財団、公益財団法人平和堂財団

【審査員】　北　村　恵美子（日本画家）
　　　　　柳　原　正　樹（京都国立近代美術館長）
　　　　　山　根　須磨子（洋画家） ※五十音順・敬称略

審査評　【一般、高校生部門】

１ グラフィックアート 雑路（Kusatsu） 望月　高明 （兵庫県宝塚市） 滋賀の風景大賞

２ 水彩画 初冬のひざし 山田　憲孝 （大津市） 優秀賞

３ 日本画 淡
う み

海へ 近藤　道子 （大津市） 優秀賞

４ 油彩画 光線 藤田　みのり （近江八幡市） 未来を拓く賞（高校生部門）

５ 水彩画 晩秋の古窯 村井　節子 （京都府京都市） 滋賀県議会議長賞

６ 油彩画 待宵草 中野　李保 （東近江市） 滋賀県教育委員会教育長賞

７ Ballpoint pen Book of Nature とよた　りーさ（栗東市） びわ湖芸術文化財団理事長賞

８ 日本画 春愁 加藤　孝和 （大津市） 朝日新聞社賞

９ 水彩画 磐石 中山　徳子 （草津市） 京都新聞賞

10 水彩画 滋賀里の石仏 津久井　賢次 （守山市） 産経新聞社賞

11 水墨画 鬼瓦 小泉　英子 （彦根市） 中日新聞社賞

12 日本画 冬日和 扇　里砂子 （大津市） 毎日新聞社賞

13 油彩画 光の寄り道・時の粒 塩賀　史子 （栗東市） 読売新聞社賞

14 油彩画 土倉鉱山跡にて 中川　吉史 （三重県伊賀市） 共同通信社賞

15 ミクストメディア 琵琶湖大橋遠景 古谷　一規 （京都府京都市） KBS京都賞

16 水彩画 三井寺駅から 坂口　郁子 （大津市） NHK大津放送局長賞

17 油彩画 湖岸の風景 那須　延明 （京都府京都市） BBCびわ湖放送賞

18 水彩画 可愛いお出迎え 角谷　しづ子 （栗東市） エフエム滋賀賞

19 水彩画 浜大津港風景 居村　倫也 （京都府京都市） しがぎん経済文化センター賞

20 油彩画 びわ湖と住む 伊藤　マリー （京都府京都市） 秀明文化財団賞

21 水彩画 雨あがる 中條　健史 （大阪府大阪市） 西川文化財団賞

22 油彩画 黎明 中野　清和 （大津市） 平和堂財団賞

23 水彩画 日吉大社へ 舩越　はつ子 （大津市） 河本文教福祉振興会賞

一般、高校生部門

入
賞

36 かぶと虫 矢野　颯 草津市立山田小学校 ２年 入選
37 まほろばのまどからみえたちゃいろのいえ 山口　慶 守山市立河西小学校 ２年 入選
38 夜の森で キラキラ星空パーティー 吉川　結菜 彦根市立亀山小学校 ２年 入選
39 初めて描いた風景 相山　恵 大津市立晴嵐小学校 ３年 入選
40 大きな田んぼ 大保　皓聖 守山市立河西小学校 ３年 入選
41 兵主祭とこいのぼり 加賀爪　咲希 野洲市立中主小学校 ３年 入選
42 伊吹山とヤマトタケル 河原　瑚心 米原市立山東小学校 ３年 入選
43 びわ湖とMICHIGAN 北　唯那 草津市立老上小学校 ３年 入選
44 ミシガン 國方　奈月 栗東市立大宝東小学校 ３年 入選
45 長浜鉄道スクエアに行ったよ！ 國安　祐衣 彦根市立城南小学校 ３年 入選
46 ぼくのミシガン 斉藤　和馬 大津市立藤尾小学校 ３年 入選
47 夏の暑い日の白雲館 清水　一織 彦根市立旭森小学校 ３年 入選
48 伊吹山の花畑 髙木　みなも 米原市立柏原小学校 ３年 入選
49 びわ湖の見える山 塚口　春香 米原市立大原小学校 ３年 入選
50 にぎやかな森 塚口　春香 米原市立大原小学校 ３年 入選
51 古い建物 中西　紗椰 草津市立志津小学校 ３年 入選
52 ミシガン出発！ 早馬　凜夏 草津市立笠縫東小学校 ３年 入選
53 登校中に見える三上山 引地　結愛 野洲市立三上小学校 ３年 入選
54 美しい八幡堀 福田　夏望 光市立三井小学校（山口県） ３年 入選
55 歴史に出会えた白雲館 ペック　結衣 彦根市立城南小学校 ３年 入選
56 はじめてのスケッチ 矢部　壮輔 大津市立晴嵐小学校 ３年 入選
57 夏の八幡堀を歩く 北林　鼓実 近江八幡市立安土小学校 ４年 入選
58 近江八幡のじまん、白雲館 キハラフェルナンデス 茉里衣 近江八幡市立八幡小学校 ４年 入選
59 BIANCA 熊田　そら 草津市立笠縫小学校 ４年 入選
60 びわこの上のミシガン 小春　明莉 滋賀大学教育学部附属小学校 ４年 入選
61 こうじん山からみた さわやかな景色 権代　優紗 彦根市立若葉小学校 ４年 入選
62 雪のふる山の夜 冨江　禾楓 東近江市立能登川北小学校 ４年 入選
63 大空の中へ長浜城 中川　実優 長浜市立長浜小学校 ４年 入選
64 ひまわり娘 長田　紗良 大津市立青山小学校 ４年 入選
65 まほろば児童クラブの中の世界 生川　聖七 守山市立河西小学校 ４年 入選
66 ぼくたちの笑顔をはこぶミシガン 南田　幸輝 大津市立小野小学校 ４年 入選
67 高山の秋 野洌　咲太朗 長浜市立高月小学校 ４年 入選
68 沖の白石 伊藤　琥夏 大津市立真野小学校 ５年 入選
69 湖の子のったよ 大依　優奈 近江八幡市立桐原小学校 ５年 入選
70 ある晴れた日に 梶谷　直弥 米原市立柏原小学校 ５年 入選
71 暑い真夏の琵琶湖 中島　優里花 滋賀大学教育学部附属小学校 ５年 入選
72 朝の森 小山　翔太郎 米原市立米原小学校 ６年 入選
73 輝きます彦根城 山田　健太郎 彦根市立城南小学校 ６年 入選
74 ミシガン参上！ 平松　未沙稀 大津市立真野中学校 ２年 入選
75 弟の身支度 安田　湖白 近江八幡市立八幡中学校 ３年 入選

■個人評《一般部門》
滋賀の風景大賞（滋賀県知事表彰）　「雑路（Kusatsu）」（グラフィックアート） 望月　高明（兵庫県宝塚市）
　近年、賑やかさを増してきた草津商店街の人々の様子を、明るい日差しの中での一瞬として印象的に捉えています。技法はキャン
バスにカッティング、シルクスクリーン等判別し難いのですが、時間をかけて丁寧に色面を塗り分けています。シャープな線が印象
的です。
　２点応募されて、しかも制限最大の20号スクエア２点が並べられたとき、圧倒的な力強さと現代的な表現による軽快感に、審査
員一致で大賞に決まりました。何度も展覧会に挑戦されていらっしゃる方ですが、今回、構成が一変しました。才能と表現技術を
併せ持たれている方と思います。
　今後の作品に、より一層期待いたします。大賞おめでとうございます。 審査員　山根　須磨子

優　　秀　　賞（滋賀県知事表彰）　「初冬のひざし」（水彩画） 山田　憲孝（大津市）
　「巧すぎる！」思わず審査員一同、感嘆の声を上げました。
　光と陰のコントラストが絶妙で、思いきって黒く塗り潰した舟の陰に対する陽当たりの黄色い草の取合わせ、波や葦の描き込みに
対する遠景の並木の柔らかさなど、全てが計算され、確実なテクニックに裏打ちされた作品で、作者の力量を感じさせます。

 審査員　北村　恵美子

優　　秀　　賞（滋賀県知事表彰）　「淡
う み

海へ」（日本画） 近藤　道子（大津市）
　一筋の流れが画面中央を下り、湖へ続く様がまるで人生を思わせます。無駄のないトリミングと周囲の省略した表現が流れを引立
て、箔の使用も効果的で、小品ながら風景画を越えた心象を感じる重厚で深い作品に仕上がっています。 審査員　北村　恵美子

■個人評《高校生部門》
未来を拓く賞（滋賀県知事表彰）　「光線」（油彩画） 藤田　みのり（近江八幡市）
　さわやかな緑が画面を支配しており、そのみずみずしい色感が、いかにも高校生らしく好感がもてる作品です。深い森の中に迷
い込んだようなその光景は若者の心をそのまま投影しているかのようでもあり、まさに心象の風景です。 審査長　柳原　正樹

＜一般、高校生部門＞　○応募点数・・・227点　　○入賞・入選点数・・・85点

■総　評
　審査を始める前に、まず全出品作品に目を通しましたが、あまりにも質の高い作品が多いことに驚かされました。さらに、水彩で表
現された作品も評価すべきものが数多く、そのテクニックの見事さもあわせて、この展覧会の特色だと感じました。だからでしょうか、
上位の賞を獲得したのは、水彩作品でした。ふるさと滋賀、びわ湖の風景を描いたそれら作品群は、実に爽やかで、美しく、見る者
の心をどこまでも和ませてくれます。それは、作者の風景によせる深い想いの表れにほかなりません。心なごむ多くの作品に出会えた
快い審査でもありました。 審査長　柳原　正樹

■総　評
　このたびの展覧会には、小・中学生部門に188点という多くの作品が集まりました。どの作品も自由で、生き生きとしており、審査す
る側も楽しく作品と対話することができました。ただ、作品を展示するスペースに限りがあるため、約半数を選外としなければならな
いという苦しい審査でもあったのです。そして、受賞された皆さんの作品は、ふるさとであるびわ湖、滋賀の風景や風物をそれぞれの
感性で、伸び伸びと描かれていることにすごく好感をもちました。このすばらしい感覚と、ふるさとへの愛を忘れないことを願っています。
 審査長　柳原　正樹

■個人評
花 ひ ら く 賞（滋賀県知事表彰）　「湖に浮かぶ船」 石井　鈴夏（栗東市 / 小学1年生）
　１年生らしく、描きたい船を画面一杯に表現したことで、見るものに迫ってきます。また、特徴を捉えた船が、目の前に広がってきます。
　描画材料も、色えんぴつだけで表現すると薄っぺらい色になりがちですが、黒のスケッチペンでしっかりと線を描き、青系を中心
に何色も重ね塗りをし、色の厚みを表現しています。船体は、画用紙の白色を生かした点がすばらしく、船の存在感を出しています。
また、赤の色がポイントとなって画面をひきしめています。 審査員　小多　譲仁

花 ひ ら く 賞（滋賀県知事表彰）　「大通寺」 山田　拓実（大津市 / 小学5年生）
　堂々たる山門と、寺院に至る参道の商店の並びを遠近感を十分に捉えながら、隅々まで細やかに観察して表現しています。五年生
とは思えない程の的確な遠近法と、それだけに頼らない自由な線が素晴らしいと思いました。
　よく見れば、小さく描かれていますが店先のピンクのお花ぎつね、看板、自転車、のれん、緑の植物など画面に楽しくアクセントを
付けています。また、山門の奥にある大通寺までも想像されます。青く晴れた空も良いですね。
　制作の喜びを何時までも持って、これからも良い作品を生み出して下さい。 審査員　山根　須磨子

＜小・中学生部門＞　○応募点数・・・188点　　○入賞・入選点数・・・97点

【審査員】　小　多　譲　仁（アクリル画家）
　　　　　柳　原　正　樹（京都国立近代美術館長）
　　　　　山　根　須磨子（洋画家） ※五十音順・敬称略

審査評　【小・中学生部門】
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