
１ 日本画 歳月 高木　奈智子 （大阪府高槻市） 滋賀の風景大賞

２ アクリル画 神・棲む島 山下　幸次 （京都府京都市） 優秀賞

３ 油彩画 静寂の余呉湖 那須　延明 （京都府京都市） 優秀賞

４ 油彩画 木漏れ日 西出　健悟 （米原市） 奨励賞（高校生部門）

５ 水彩画 ひととき 北尾　英次 （大津市） 滋賀県議会議長賞

６ 日本画 びわ湖の一滴 白井　陽子 （高島市） 滋賀県教育委員会教育長賞

７ 水彩画 早春の風と光 三中　年子 （東近江市） びわ湖芸術文化財団理事長賞

８ 油彩画 雲亘る 磯山　秀夫 （茨城県稲敷郡） 朝日新聞社賞

９ 水彩画 刻の移ろい 日永　清重 （東近江市） 京都新聞賞

10 水彩画 風の道 田原　睦 （草津市） 産経新聞社賞

11 油彩画 湖北に広がる畑 臼井　洋子 （長浜市） 中日新聞社賞

12 水彩画 道標Ⅱ 出口　久仁子 （和歌山県御坊市）毎日新聞社賞

13 油彩画 穴太積・美と力 梅本　登 （京都府京都市） 読売新聞社賞

14 油彩画 琵琶湖の丸子船 岡本　太志 （大阪府枚方市） 共同通信社賞

15 水彩画 陽ざし 大西　隆夫 （大津市） KBS京都賞

16 水彩画 午後の静寂 石田　寬 （近江八幡市） NHK大津放送局長賞

17 切り絵 静寂（余呉湖） 北川　清達 （彦根市） BBCびわ湖放送賞

18 油彩画 近江八幡風景 中川　吉史 （三重県伊賀市） エフエム滋賀賞

19 日本画 安曇川北流河口 國府　晋次 （大阪府高槻市） しがぎん経済文化センター賞

20 日本画 廃屋 平柳　美恵子 （東近江市） 河本文教福祉振興会賞

21 油彩画 陸を行く船 江竜　美子 （彦根市） 秀明文化財団賞

22 日本画 石仏 直野　智子 （近江八幡市） 西川文化財団賞

23 水墨画 建材屋さん健在 小泉　英子 （彦根市） 平和堂財団賞

一般、高校生部門

入
賞

種をまくプロジェクト2019

─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49回滋賀県芸術文化祭参加事業

ビバシティホール 10月10日（木）～10月17日（木）〈16日（水）は休館日〉11
しがぎんホール 10月22日（火・祝）～10月28日（月）〈会期中無休〉22

―出―陳―目―録―



　湖面にそよぐ風、水面にうつる山々、朝夕の陽射しなど、自然は日々さまざまな表情を見せてくれます。
その豊かな自然に寄り添うように暮らす人々の営みが垣間見える湖国の風景は、私たちをあたたかい気持ち
にさせてくれます。
　この大切な財産を、世代を超えて繋いでいきたいという強い思いから、今年も「種をまくプロジェクト2019　
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、美しくもどこか懐かしい風景、
ふだん見慣れた身近な風景、心の中に浮かぶ自分だけの風景など、作者の視点を通してその素晴らしさを私
たちにも伝えてくれます。
　本展では、「一般部門」「高校生部門」に加え、昨年より「小・中学生部門」を設け、３部門あわせて326点（う
ち小・中学生部門139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（一
般部門）、奨励賞（高校生部門）、金賞（小・中学生部門）を含む入賞・入選作品185点（うち小・中学生部門100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、今夏も展覧会前に県内５会場を巡り、小・中学生対象の水彩画ワークショップを開催いたしました。
同じ風景を前にしても、子どもたちによって視点が異なり、それが色彩豊かに表現される様には驚かされる
ばかりです。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。
　　令和元年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 水彩画 八幡煉瓦製造所跡 池口　すゑ子 （大津市） 入選
２ 油彩画 初冬の比良山 今江　ますお （守山市） 入選
３ 切り絵 群れ泳ぐ琵琶の湖 上野　利雄 （大阪府大阪市） 入選
４ 水彩画 終のすみか 大鹿　伸子 （愛荘町） 入選
５ 水彩画 聖湖暮色 大橋　宅衛門 （米原市） 入選
６ 油彩画 青い月 岡嶋　康子 （米原市） 入選
７ 油彩画 お兄ちゃん、まって〜！ 岡本　欣司 （福井県福井市） 入選
８ 油彩画 湖岸の丸子船 岡本　太志 （大阪府枚方市） 入選
９ 日本画 かけ橋 岡安　俊明 （大津市） 入選
10 水彩画 沢巡り 樫田　明夫 （大阪府高槻市） 入選
11 アクリル画 やがて満ちる 樫田　歩 （京都府京都市） 入選
12 日本画 雪野山幻想 加藤　孝和 （大津市） 入選
13 油彩画 白鳥川から比良連峰のながめ 川北　勝一 （京都府京都市） 入選
14 水彩画 葛川の秋 川瀬　加代子 （彦根市） 入選
15 油彩画 比叡より 川野　博美 （福井県坂井市） 入選
16 水彩画 からくり人形 北村　好子 （野洲市） 入選
17 水彩画 初夏を待つ 木下　幸子 （京都府相楽郡精華町）入選
18 油彩画 夏の日 楠瀬　伸和 （和歌山県海南市） 入選
19 アクリル画 いのち育むスポーツの森公園 沓水　和子 （長浜市） 入選
20 水彩画 陽の道 小柴　洋子 （大津市） 入選
21 油彩画 湖国の四神（比叡＝朱雀、比良＝白虎、伊吹＝玄武、鈴鹿＝青龍） 佐野　輝幸 （大津市） 入選
22 水彩画 瀬田の唐橋 四方　勉 （草津市） 入選
23 水彩画 菅浦の集落 島　紀子 （大津市） 入選
24 水墨画 朝靄の近江大鳥橋 杉本　清嘉 （甲賀市） 入選
25 油彩画 八幡堀春雪 関目　正雄 （近江八幡市） 入選
26 油彩画 沖島漁港雪景 関目　正雄 （近江八幡市） 入選

一般、高校生部門

入
選



１ 自転車とわたし 吉田　希穂 甲賀市立油日小学校 １年 金賞
２ 鉦ならす僕もみんなも大好き大津祭 奥村　紘暢 大津市立中央小学校 ４年 金賞
３ びわこはなびたいかい ハウトン　ルカ 大津市立逢坂小学校 １年 銀賞
４ 今津ヴォーリズ資料館 柳澤　美波 高島市立青柳小学校 ２年 銀賞
５ 石山寺　本堂 馬殿　美羽 大津市立和邇小学校 ３年 銀賞
６ 信楽のたぬき 山口　雅妃 草津市立志津南小学校 ４年 銀賞
７ 春の石山寺　 馬場　菜々花 京都女子中学校 ２年 銀賞
８ ゆうやけぞらにとどけ 奥村　梓 大津市立中央小学校 １年 銅賞
９ あじさいとわたし 吉田　美希 甲賀市立油日小学校 １年 銅賞
10 びわこ大はし 若井　星奈 守山市立河西小学校 １年 銅賞
11 路面を走る京阪電車 内田　彩瑛 草津市立老上小学校 ２年 銅賞
12 彦根城 小川　諒人 長浜市立南郷里小学校 ２年 銅賞

小・中学生部門

入
賞

27 油彩画 新緑マキノ高原 武田　均 （長浜市） 入選
28 アクリル画 彩の時 田邊　由紀子 （大津市） 入選
29 油彩画 漁港 谷村　晃 （蒲生郡日野町） 入選
30 水彩画 緑に溶込む古の橋 津久井　賢次 （守山市） 入選
31 油彩画 水郷 坪井　弥治子 （近江八幡市） 入選
32 アクリル画 琵琶湖（大津）の空 出口　由孝 （和歌山県御坊市） 入選
33 アクリル画 園城寺からの眺望 出口　由孝 （和歌山県御坊市） 入選
34 油彩画 思い出のびわ湖で 冨田　樹 （野洲市） 入選
35 ボールペン・コンパス SAGI とよた　りーさ（栗東市） 入選
36 水彩画 石垣とハスの群生 中川　日出男 （長浜市） 入選
37 油彩画 ビワマス 中山　登美子 （大津市） 入選
38 水彩画 ホームグランド 中山　徳子 （草津市） 入選
39 油彩画 麦秋 野村　晴代 （長浜市） 入選
40 油彩画 のどかなる日（長閑なる日） 橋本　宗次 （大津市） 入選
41 水彩画 太郎坊宮 花田　都 （東近江市） 入選
42 油彩画 葛川　雪景色 林　茂 （京都府京都市） 入選
43 油彩画 アンドリュース記念館より 肥後　訓次　 （近江八幡市） 入選
44 水彩画 宴 日爪　久夫 （大津市） 入選
45 油彩画 藍染めのケーブル 藤本　ちあき （大津市） 入選
46 油彩画 女溜 前田　優子 （長浜市） 入選
47 水彩画 春まだき 正木　俊行 （草津市） 入選
48 水彩画 春 松永　和興 （愛知県名古屋市） 入選
49 日本画 巡る 丸山　有子 （大津市） 入選
50 ミクストメディア 近江妙蓮 三浦　妙子 （東近江市） 入選
51 水彩画 初夏の針江湖岸 三浦　武弘 （大津市） 入選
52 日本画 空（水ヶ浜） 三木　紀 子 （京都府京都市） 入選
53 水彩画 比良山系とカンザキハナナ 三ツ國　照雄 （草津市） 入選
54 油彩画 湖北遠望 百田　昭一 （京都府長岡京市） 入選
55 水彩画 朽ちた土壁 門間　栄美子 （大津市） 入選
56 水彩画 お城の茶店 山田　憲孝 （大津市） 入選
57 水彩画 湖東の業と技 山田　博子 （彦根市） 入選
58 日本画 湖上 湯浅　泰将 （京都府亀岡市） 入選
59 水彩画 村井北町の野神さん 米川　みえこ （三重県鈴鹿市） 入選
60 水墨画 火祭り 米原　俊介 （大津市） 入選
61 油彩画 変化途中 片岡　澄美礼 （栗東市） 高校生部門・入選
62 油彩画 散策 真田　愛加 （湖南市） 高校生部門・入選



１ 小さいころよく遊んだ公園から見た近江大橋 大久保　ちさと 大津市立晴嵐小学校 １年 入選
２ ともだちとすごしたなつ 岡部　詩 大津市立膳所小学校 １年 入選
３ ミシガン号へゴー 萱生　千絢 大津市立平野小学校 １年 入選
４ 夏の川 川地　夏芽 彦根市立城南小学校 １年 入選
５ 今津ヴォーリズ教会 金田　和佳 高島市立高島小学校 １年 入選
６ じょうやとう 田中　楓太 大津市立逢坂小学校 １年 入選
７ たぬき 寺田　茉央 大津市立晴嵐小学校 １年 入選
８ よぞらにのぼる　はなび 中島　萌衣 草津市立山田小学校 １年 入選
９ くぐりいわ 丸井　篤斗 大津市立堅田小学校 １年 入選
10 花火 箕輪　この 草津市立山田小学校 １年 入選
11 しがらきえきのえきちょうさん 保井　琥次郞 草津市立老上西小学校 １年 入選
12 琵琶湖となかよし京阪電車 赤井　安真 大津市立逢坂小学校 ２年 入選
13 レモン色のミシガン 上野　琴椛 大津市立中央小学校 ２年 入選
14 ちょうちんがいっぱいな神社 大澤　花笑 近江八幡市立岡山小学校 ２年 入選
15 しがらきえきのタヌキ 鬼丸　瑞希 甲賀市立貴生川小学校 ２年 入選
16 木の中のたぬき 木村　莉菜 甲賀市立甲南第一小学校 ２年 入選
17 石山寺の大黒天 児玉　花音 大津市立堅田小学校 ２年 入選
18 浜大津駅へ向かう京阪電車 菅野　竹一 大津市立瀬田東小学校 ２年 入選
19 船をかいたよ 田中　昊明 大津市立晴嵐小学校 ２年 入選
20 ヴォーリズ教会 田中　緋莉 長浜市立永原小学校 ２年 入選
21 わたしのでんしゃ 西口　嘉秀子 滋賀大学教育学部附属小学校 ２年 入選
22 北小松漁港 西田　颯花 大津市立伊香立小学校 ２年 入選
23 とんでいるしらさぎ 橋本　咲来 大津市立南郷小学校 ２年 入選
24 私の好きなふなずし 山口　麗華 草津市立志津南小学校 ２年 入選
25 石山寺 山田　心咲 大津市立真野小学校 ２年 入選
26 びわこの花火 横田　依真 大津市立長等小学校 ２年 入選
27 びわ湖と街 池野　環 彦根市立稲枝東小学校 ３年 入選
28 ドローン 上野　圭太 草津市立志津南小学校 ３年 入選
29 大きい白雲館 川口　睦世 彦根市立稲枝東小学校 ３年 入選
30 八幡堀を走る船 川地　秀尭 彦根市立城南小学校 ３年 入選
31 ようこそ　しがらきへ 斉藤　あやか 大津市立瀬田東小学校 ３年 入選
32 今津にあるヴォーリズ教会 谷口　奏 近江八幡市立八幡小学校 ３年 入選
33 平和がつづくといいな 西川　実穂 甲賀市立綾野小学校 ３年 入選
34 森のたぬき 西村　名央 大津市立上田上小学校 ３年 入選
35 たぬきの駅員さん 古谷　葵 大津市立石山小学校 ３年 入選
36 空にまいあがる花火 松尾　柚希 草津市立志津南小学校 ３年 入選
37 一区のいのしし 安田　空雅 近江八幡市立八幡小学校 ３年 入選
38 白雲館 山本　あいり 近江八幡市立島小学校 ３年 入選

小・中学生部門

入
選

13 きょうのおおがま 清水　さら咲 甲賀市立綾野小学校 ３年 銅賞
14 彦根城 若井　美月 守山市立河西小学校 ３年 銅賞
15 長浜城 北　唯那 草津市立老上小学校 ４年 銅賞
16 石山寺　東大門 伊藤　大智 大津市立雄琴小学校 ５年 銅賞
17 石山寺の硅灰石前 小野　嵩真 大津市立真野小学校 ５年 銅賞
18 大窯の中の陶器 菊池　莉央 大津市立石山小学校 ６年 銅賞
19 希望の遊覧船 籔内　もか 滋賀大学教育学部附属小学校 ６年 銅賞
20 石山寺　東大門 山田　拓実 大津市立真野小学校 ６年 銅賞
21 夏の長浜城 畑野　蒼衣 彦根市立東中学校 １年 銅賞
22 左義長まつり 安田　光雅 近江八幡市立八幡中学校 ２年 銅賞



【審査員】　岡　田　修　二（成安造形大学学長）
　　　　　北　村　恵美子（日本画家）
　　　　　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】

39 春の石山 横江　莉茉 大津市立堅田小学校 ３年 入選
40 信楽のおおがま 米谷　心玖 甲賀市立貴生川小学校 ３年 入選
41 古い旧大津公会堂 相山　めぐみ 大津市立晴嵐小学校 ４年 入選
42 今津ヴォーリズ教会 天野　友莉 滋賀大学教育学部附属小学校 ４年 入選
43 旧大津公会堂の風景 大川　莉乃 草津市立草津第二小学校 ４年 入選
44 昔ながらのゆうびん局 桒原　未羽 高島市立青柳小学校 ４年 入選
45 絵がかれた公会堂 坂口　凜 草津市立草津第二小学校 ４年 入選
46 八幡堀の風景 塚口　春香 米原市立大原小学校 ４年 入選
47 八幡堀の水郷めぐり 中川　玲奈 大津市立瀬田北小学校 ４年 入選
48 歴史が残る登り窯 長谷川　美音 草津市立老上小学校 ４年 入選
49 旧大津公会堂 前田　鈴 大津市立晴嵐小学校 ４年 入選
50 色とりどりのちょうちん 松田　志帆 近江八幡市立金田小学校 ４年 入選
51 信楽駅のテツコ駅長 保井　湧矢 草津市立老上西小学校 ４年 入選
52 瀬田川に浮かぶ舟 山口　晄生 大津市立真野小学校 ４年 入選
53 家から見える伊吹山（夏） 横瀬　悠人 長浜市立長浜南小学校 ４年 入選
54 大窯 渡辺　千絢 甲賀市立貴生川小学校 ４年 入選
55 石山寺の東大門をくぐりぬけ・・・ 岩屋　志和　 大津市立堅田小学校 ５年 入選
56 春から夏へ 上野　聖奈 大津市立真野小学校 ５年 入選
57 彦根城 小川　璃桜 長浜市立南郷里小学校 ５年 入選
58 ゆかたタヌキ〜信楽駅〜 奥村　公亮 甲賀市立貴生川小学校 ５年 入選
59 信楽高原鉄道 鬼丸　慶太 甲賀市立貴生川小学校 ５年 入選
60 石山寺の硅灰石と多宝塔 返町　さおり 大津市立仰木の里東小学校 ５年 入選
61 真夏のミシガン 寺西　萌衣 大津市立富士見小学校 ５年 入選
62 空広がる白雲館 中島　泰理 近江八幡市立八幡小学校 ５年 入選
63 びわこのかも 南原　莉緒 草津市立矢倉小学校 ５年 入選
64 歴史をつなぐ白雲館 西原　海 近江八幡市立八幡小学校 ５年 入選
65 旧長浜駅舎 晝田　皇貴 近江八幡市立北里小学校 ５年 入選
66 石垣 藤田　和み 近江八幡市立八幡小学校 ５年 入選
67 夏のヴォーリズ資料館 前川　大和 高島市立今津東小学校 ５年 入選
68 夕焼けのおおがま 圓山　夏彩 滋賀大学教育学部附属小学校 ５年 入選
69 八幡堀と屋形船 若林　彩香 彦根市立城北小学校 ５年 入選
70 春のくぐり岩 伊藤　琥夏 大津市立真野小学校 ６年 入選
71 石山寺の参道 小笠原　十和子 大津市立下阪本小学校 ６年 入選
72 SHINOBIのある駅 斉藤　なつか 大津市立瀬田東小学校 ６年 入選
73 信楽のOgama 竹上　希実 大津市立瀬田東小学校 ６年 入選
74 立木神社 平野　明里 草津市立矢倉小学校 ６年 入選
75 蓮如堂の春 丸井　湧斗 大津市立堅田小学校 ６年 入選
76 鳥居から見た白雲館 山本　のどか 近江八幡市立島小学校 ６年 入選
77 影から明るみを見る 齋藤　瑛美 大津市立伊香立中学校 ２年 入選
78 石山寺　本堂 上坂　舞愛沙 大津市立仰木中学校 ３年 入選

■総　評
　まず全ての作品を拝見し、その中から入選作品85点を厳正に選考しました。私はこの度初めて審査員を担当しましたが、びわ湖や
滋賀の風景を描いたこれらの応募作品にある特殊な質の高さを感じました。その質の高さとは、技術的なことよりむしろ外界と接する
感性の素直さや温かみに起因しているように思います。爽やかで、柔らかい、そんな作品に多く出会えたと感じています。暮らしに寄り添っ
た眼差しが、丁寧で楽しい表現を生み出しています。場所への愛着が創造の源泉になっていると感じました。
� 審査長　岡田　修二

・・・・※番号は展示順ではありません・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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　　　　　　　公益財団法人西川文化財団、

■個人評《一般部門》
滋賀の風景大賞（滋賀県知事表彰）　「歳月」（日本画）	 高木　奈智子（大阪府高槻市）
　光に包まれて佇む古い蔵が圧倒的な存在感を放ち、「歳月」を強く演出しています。小品ながら岩絵具を効果的に用いて建物を重
厚に現し、対して軽やかな光の表現も巧みです。一見、左右対称に見えて微妙に崩したトリミングなど、作者の力量とセンスを感じます。
� 審査員　北村　恵美子

優　　秀　　賞（滋賀県知事表彰）　「神・棲む島」（アクリル画）	 山下　幸次（京都府京都市）
　竹生島をモチーフにしたこの作品には新しさを感じます。この作品は大賞の作品と比べても遜色ないと思います。歴史的な遺構を
題材にしているにも関わらず、その空間や色彩は大変ユニークです。時間と空間、水と空が混ざり合うような表現がそのユニークさ
を演出しています。絵画的な常識に捕らわれていないところが素晴らしく、印象に残る作品です。� 審査長　岡田　修二

優　　秀　　賞（滋賀県知事表彰）　「静寂の余呉湖」（油彩画）	 那須　延明（京都府京都市）
　こまやかな筆致で静寂の中にたたずむ余呉湖を描いています。湖面に立つさざ波と湖中からつき出た枯木の変化が、心地よいリ
ズムとなり印象深い作品となりました。晩秋の一コマでしょうか。湖面を前にした作者の心情と重なります。�審査員　山根　須磨子

■個人評《高校生部門》
奨　　励　　賞（滋賀県知事表彰）　「木漏れ日」（油彩画）	 西出　健悟（米原市）
　うす暗く静かな境内に木漏れ日がゆらめき、チョロチョロと流れる水音まで聞こえてくるようです。光がテーマの作品ですが、そ
の場の空気まで捉え、鑑賞者をグッと作品の中に誘い込むような魅力のある作品に仕上がりました。今後の展開に期待します！
� 審査員　北村　恵美子

＜一般、高校生部門＞　○応募点数・・・187点　　○入賞・入選点数・・・85点

■総　評
　小・中学生部門には139点の応募があり、その中から100点を入選としました。どの作品も素晴らしく、賞の選考には難しさを感じました。
特に低学年の作品に良いものが多くありました。故郷の風景や祭りなどを題材にしたそれらの作品は、視点や構図が面白く、いきい
きとしたリズム感に満ちています。そのようなみずみずしい感性を失わず、さらに伸ばしてほしいと思います。中学生からの応募が少な
かったのが残念です。� 審査長　岡田　修二

■個人評
金　　　　　賞（滋賀県知事表彰）　「自転車とわたし」	 吉田　希穂（甲賀市�/�小学１年生）
　自転車の車輪を画面いっぱいに描きました。ピ

●

ン
●

とのばした足に、スイスイと風を切って野原にこぎ出す私が、とても楽しげに表
現出来ました。半分だけの顔と、一緒について飛んでいる鳥達。自転車に乗る喜びがあふれています。構成もとても良く、緑と紫の
反対色を選んだことで、描きたいものがはっきりと出ました。自転車の細かい構造もしっかりと観察出来ています。大切な私の自転
車ですね。� 審査員　山根　須磨子

金　　　　　賞（滋賀県知事表彰）　「鉦ならす僕もみんなも大好き大津祭」	奥村　紘暢（大津市�/�小学4年生）
　画面に大きく描かれている鉦と鉦を奏でる人。その音に合わせて楽しく踊る人々の姿が、印象的に捉えられ、楽しく祭りに参加し
ている様子を感じさせます。数多く描かれている人物の表情や、身につけている服の色やデザインが、１人ひとり工夫して描かれて
いることまた、鉦の色が人を引きつける黄色系でまとめられ、作品を鑑賞している人を画面に引き込む力を感じさせます。
� 審査員　小多　譲仁

＜小・中学生部門＞　○応募点数・・・139点　　○入賞・入選点数・・・100点

【審査員】　岡　田　修　二（成安造形大学学長）
　　　　　小　多　譲　仁（アクリル画家）
　　　　　山　根　須磨子（洋画家）� ※五十音順・敬称略

審査評　【小・中学生部門】


