
1 アクリル画 楽園・奥びわスポーツの森 沓水　和子 （長浜市） 滋賀の風景大賞

2 アクリル画 湖面 石橋　国夫 （大津市） 優秀賞

3 水彩画 西の湖へ往く 石田　寛 （近江八幡市） 優秀賞

4 油彩画 再生の兆し 山下　穂華 （守山市） 奨励賞（高校生部門）

5 水彩画 杉谷の小径 大鹿　伸子 （愛知郡愛荘町） 滋賀県議会議長賞

6 水彩画 廃船 渡辺　徳一郎 （大津市） 滋賀県教育委員会教育長賞

7 日本画 惜秋 平柳　美恵子 （東近江市） びわ湖芸術文化財団理事長賞

8 水彩画 朽木の小屋 池口　すゑ子 （大津市） 朝日新聞社賞

9 水彩画 坂本ケーブル 小柴　洋子 （大津市） 京都新聞賞

10 水彩画 水辺の景色 古閑　康子 （大津市） 産経新聞社賞

11 水墨画 沖島の佇まい 小泉　英子 （彦根市） 中日新聞社賞

12 油彩画 散歩道 村川　繁子 （大津市） 毎日新聞社賞

13 水彩画 使われなくなった作業場 大西　隆夫 （大津市） 読売新聞社賞

14 日本画 ハルマチ 直野　智子 （近江八幡市） 共同通信社賞

15 水彩画 近江富士展望台 米川　みえこ （三重県鈴鹿市） KBS京都賞

16 日本画 斜光 綾田　如香 （京都府京都市） NHK大津放送局長賞

17 水彩画 石山駅近辺 岸村　次夫 （大津市） BBCびわ湖放送賞

18 油彩画 印象・土倉鉱山跡にて 中川　吉史 （三重県伊賀市） エフエム滋賀賞

19 アクリル画 雨上がる 森𠮷　惠一 （大津市） しがぎん経済文化センター賞

20 日本画 香取の海 白井　陽子 （高島市） 河本文教福祉振興会賞

21 油彩画 土蔵の窓 白石　儀一 （野洲市） 秀明文化財団賞

22 日本画 伊吹山 川口　千賀子 （大阪府高槻市） 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2020

─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50回滋賀県芸術文化祭参加事業

ビバシティホール 10月8日（木）～10月15日（木）〈14日（水）は休館日〉11
しがぎんホール 10月20日（火）～10月26日（月）〈会期中無休〉22

―出―陳―目―録―



　ふと出会った風景や心に浮かんだイメージをそのまま絵にしてほしい、表現することの楽しさを子どもた
ちへ繋いでいきたい、という願いから“種をまくプロジェクト”は生まれました。前身である「湖国を描く絵
画展」から25年、四半世紀もの長きに渡り、皆さまに支えられ愛されてきました。連綿と受け継がれてきた
滋賀の魅力は、尽きることがありません。
　今年度の「びわ湖・滋賀の風景展」では、「一般部門」「高校生部門」「小・中学生部門」3部門あわせて265点（う
ち小・中学生部門96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181点（うち小・中学生部門96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。本展に出陳された秀作の数々は、
身近に見慣れた風景、心に浮かんだ懐かしい情景、初めて出逢った心惹かれる光景など、日々姿を変えていく「湖
国の姿」を作者自身の視点を通して様々に描き出しています。
　また、例年小・中学生対象に県内数カ所を巡る水彩画ワークショップを開催しておりますが、今年は新型
コロナウイルス感染症の拡大防止のため中止とし、それに変わる新しい試みとして、ウェブサイトを使用し
た「小・中学生のための水彩画教室」を配信し、多くの方々に視聴いただきました。これらの取り組みが、
コロナ禍により子どもたちの行動範囲が狭められる中、身近な風景をのびのびと描くことの楽しさを通して、
笑顔を取り戻してくれる一助となれば幸いです。
　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よりお礼申し上げます。
　　令和 2年10月

公益財団法人 びわ湖芸術文化財団　理事長　山  中　　隆

ごあいさつごあいさつ  

1 油彩画 裏庭は湖 伊藤　マリー （京都府京都市） 入選
2 油彩画 光陰 今江　ますお （守山市） 入選
3 油彩画 神崎川　岩屏風 大河原　政之 （東近江市） 入選
4 日本画 冬の日 扇　里砂子 （大津市） 入選
5 日本画 栄華へ続く道 扇　里砂子 （大津市） 入選
6 油彩画 びわ湖～ミクロの世界～ 岡　義子 （長浜市） 入選
7 油彩画 時は流れて 小川　裕子 （長浜市） 入選
8 油彩画 残秋 川﨑　和子 （近江八幡市） 入選
9 アクリル画 よし焼 川嶋　冨美子 （近江八幡市） 入選
10 日本画 伝説の池 川野　慶子 （大阪府茨木市） 入選
11 水彩画 しがらき　追想 河村　勝 （京都府宇治市） 入選
12 水彩画 痕跡 北尾　英次 （大津市） 入選
13 切り絵 梅花藻が咲く　地蔵川 北川　清達 （彦根市） 入選
14 水彩画 近江の麦畑 木下　幸子 （京都府相楽郡） 入選
15 油彩画 遊びの時間 木村　順一 （大津市） 入選
16 日本画 花の寺 國府　晋次 （大阪府高槻市） 入選
17 日本画 沖島遠望 國分　照代 （奈良県奈良市） 入選
18 油彩画 刻のながれ 小森　愛子 （長浜市） 入選
19 日本画 3 月 4 日午後 5時 近藤　道子 （大津市） 入選
20 水彩画 旧三高艇庫跡 斎藤　知都子 （大津市） 入選
21 水彩画 瓦の町並み　Ⅱ 坂口　郁子 （大津市） 入選
22 水彩画 湖北の春 四方　勉 （草津市） 入選
23 油彩画 大津の早春 千田　輝雄 （大津市） 入選
24 油彩画 湖を見て立つ 谷村　晃 （蒲生郡日野町） 入選
25 油彩画 流 谷元　茂夫 （大津市） 入選
26 水彩画 遊びをせむとや生まれけむ 田原　睦 （草津市） 入選

一般、高校生部門

入
選



1 灯籠ながし 島田　暖 長浜市立長浜北小学校 3年 金賞
2 現実を伝える琵琶湖の主 𠮷岡　李紗 愛荘町立秦荘中学校 3年 金賞
3 どんどん橋とさかな雲 島田　桃 長浜市立長浜北小学校 1年 銀賞
4 コロナ　しゅうそくをねがう 荒木　美乃 宇治市立大久保小学校 2年 銀賞
5 しらひげ神社 若井　星奈 守山市立河西小学校 2年 銀賞
6 観音さま 若井　美月 守山市立河西小学校 4年 銀賞
7 滋賀は全てが美しい！！ 小川　颯太郎 愛荘町立秦荘中学校 1年 銀賞
8 おさかながおよいでいる 髙藤　澄羽 長浜市立長浜北小学校 1年 銅賞
9 ボクとびわことスイカ 竹本　湊 長浜市立長浜北小学校 1年 銅賞
10 ケントとあそぶ 木田　陽奈子 草津市立老上西小学校 2年 銅賞

小・中学生部門

入
賞

27 ローケツ染 葛 中條　芳徳 （湖南市） 入選
28 油彩画 老木は語る 土屋　幸 （彦根市） 入選
29 水彩画 大通寺通りの古店 鶴田　蓉子 （大津市） 入選
30 アクリル画 膳所月影図 出井　伸明 （京都府亀岡市） 入選
31 水彩画 宇曽川上流 徳谷　則一 （蒲生郡竜王町） 入選
32 ボールペン・マジック きえゆく　シガの自然 とよた　りーさ（栗東市） 入選
33 油彩画 仰木の里 中井　登紀子 （大津市） 入選
34 水彩画 皇子山公園秋景 長井　房枝 （草津市） 入選
35 油彩画 山山 中川　日出男 （長浜市） 入選
36 油彩画 西教寺 永松　正昭 （大津市） 入選
37 水彩画 御堂 中山　徳子 （草津市） 入選
38 水彩画 薫風を待つ 西澤　郁司 （東近江市） 入選
39 油彩画 余呉湖あじさい咲く頃 野村　晴代 （長浜市） 入選
40 油彩画 里山の土蔵 肥後　訓次　 （近江八幡市） 入選
41 油彩画 ゆめのあと 久田　知恵子 （彦根市） 入選
42 水彩画 落葉の季 久田　凉子 （東近江市） 入選
43 水彩画 染まる 廣瀬　巖 （彦根市） 入選
44 油彩画 夏の終り 深尾　多加緒 （草津市） 入選
45 油彩画 古　忍ぶ 福澤　昭𠮷 （甲賀市） 入選
46 水彩画 冬の静寂 福田　純子 （東近江市） 入選
47 ミクストメディア 八幡堀 古谷　一規 （京都府京都市） 入選
48 日本画 夕映え 本田　充 （彦根市） 入選
49 油彩画 和邇浜から蓬萊山をのぞむ、初夏 前川　政彦 （大津市） 入選
50 日本画 風土（ポプラ並木） 松井　美智子 （近江八幡市） 入選
51 水彩画 西の湖のヨシ焼き 三浦　武弘 （大津市） 入選
52 油彩画 冬解けのさざ波 三橋　祥子 （野洲市） 入選
53 アクリル画 ビバ大津港の印象 村上　武志 （京都府京都市） 入選
54 油彩画 The other side 村山　建司 （大津市） 入選
55 油彩画 山中の老樹 百田　昭一 （京都府長岡京市） 入選
56 油彩画 彦根城の堀―本丸への道― 百田　昭一 （京都府長岡京市） 入選
57 日本画 暮らしに寄り添う梅花藻 山下　邦彦 （京都府京都市） 入選
58 アクリル画 野草の夏 山下　幸次 （京都府京都市） 入選
59 アクリル画 早春の池 山下　幸次 （京都府京都市） 入選
60 水彩画 晩秋 山田　憲孝 （大津市） 入選
61 日本画 湖辺 湯浅　泰将 （京都府亀岡市） 入選
62 油彩画 長命寺港の夕暮れ 分部　智恵 （近江八幡市） 入選
63 油彩画 道の奥に 真田　愛加 （湖南市） 高校生部門・入選



1 びわこの鳥 粟津　丈 草津市立常磐小学校 1年 入選
2 はやくのりたいよ！！ 田中　優帆 大津市立瀬田小学校 1年 入選
3 きれいな川に魚がいっぱい 筑田　藍之介 長浜市立長浜北小学校 1年 入選
4 ビワマスのオスとメス 堤　春翔 長浜市立長浜北小学校 1年 入選
5 ミシガンにのりたいなぁ 西口　綸秀子 滋賀大学教育学部附属小学校 1年 入選
6 びわこにすむ生きものたち 縣　茉歩 長浜市立長浜北小学校 2年 入選
7 夕ぐれのミシガン 荒木　美乃 宇治市立大久保小学校 2年 入選
8 たのしい運動会 岡　凛 甲賀市立綾野小学校 2年 入選
9 僕の大好きなびわ湖 川村　健太 長浜市立長浜北小学校 2年 入選
10 彦根城のお堀にうつる満開の桜 ⻆川　莉生 彦根市立金城小学校 2年 入選
11 くぐり岩 八軒　莉子 大津市立堅田小学校 2年 入選
12 びわことちくぶ島 山田　亜衣子 長浜市立長浜北小学校 2年 入選
13 秋の太郎坊さん 井ノ口　愛麻 東近江市立八日市北小学校 3年 入選
14 ブルートレイン 内矢　葵大 京都市立朱雀第八小学校 3年 入選
15 イワトコナマズつかまえた 岡部　稔央 長浜市立長浜北小学校 3年 入選
16 長浜城 香水　佑太 長浜市立長浜北小学校 3年 入選
17 三井寺の山門 児玉　花音 大津市立堅田小学校 3年 入選
18 びわ湖に住んでいる日本トカゲ 篠田　大空 長浜市立長浜北小学校 3年 入選
19 大きいびわ湖のなまず 髙藤　渓登 長浜市立長浜北小学校 3年 入選
20 唐崎神社から見たびわ湖 西口　嘉秀子 滋賀大学教育学部附属小学校 3年 入選
21 かわいい　えびすさん 野洌　花乃子 長浜市立高月小学校 3年 入選
22 たきと川 山口　麗華 草津市立志津南小学校 3年 入選
23 ビワマスのオスとメス 堤　優晴 長浜市立長浜北小学校 4年 入選
24 船のうかぶびわ湖 永井　愛莉 大津市立仰木の里東小学校 4年 入選
25 びわ湖の夕焼け 中村　滉志 長浜市立長浜北小学校 4年 入選
26 安土城 西川　昌輝 甲賀市立綾野小学校 4年 入選
27 花火大会 西川　実穂 甲賀市立綾野小学校 4年 入選
28 竹生島 山田　芽衣子 長浜市立長浜北小学校 4年 入選
29 2020夏のおもい出 大木　美空 ノートルダム学院小学校 5年 入選
30 琵琶湖大橋 尾﨑　美馬 大津市立瀬田小学校 5年 入選
31 長浜・川のある街 小俣　里菜 大津市立堅田小学校 5年 入選
32 鳥の住むびわこ 河村　悠一郎 大津市立下阪本小学校 5年 入選
33 光る琵琶湖 小森　綾乃 守山市立玉津小学校 5年 入選
34 堅田の古い家 佐後　勇羽 大津市立堅田小学校 5年 入選
35 2 月17日よろしく！！ 田中　雄大 大津市立瀬田小学校 5年 入選

小・中学生部門

入
選

11 夢の湖 平山　耕大 長浜市立長浜北小学校 2年 銅賞
12 水口神社の鬼やらい 小川　由真 島本町立第一小学校 3年 銅賞
13 船にのって出発だ！！ 田中　結梨 大津市立瀬田小学校 3年 銅賞
14 三井寺 上野　圭太 草津市立志津南小学校 4年 銅賞
15 ダイナミック 濵山　花歩 大津市立瀬田小学校 4年 銅賞
16 35年前のミシガン 内矢　萌々夏 京都市立朱雀第八小学校 5年 銅賞
17 三井寺のようかいナイト 桒原　未羽 高島市立青柳小学校 5年 銅賞
18 晴れた日の浮御堂 小野　嵩真 大津市立真野小学校 6年 銅賞
19 夕暮れ 伊藤　琥夏 大津市立真野中学校 1年 銅賞
20 三井寺の山門 山田　拓実 大津市立仰木中学校 1年 銅賞
21 とびでる葉っぱたち 山田　舞音 愛荘町立秦荘中学校 2年 銅賞
22 Go to 滋賀 向角　映南 愛荘町立秦荘中学校 3年 銅賞



【審査員】　鵜　飼　雅　樹（日本画家）
　　　　　岡　田　修　二（成安造形大学学長）
　　　　　村　岡　顕　美（洋画家） ※五十音順・敬称略

審査評審査評　【一般、高校生部門】　【一般、高校生部門】

36 私の好きな風景 塚口　春香 米原市立大原小学校 5年 入選
37 河内のたき 引地　結愛 野洲市立三上小学校 5年 入選
38 しがらきの工房 山口　雅妃 草津市立志津南小学校 5年 入選
39 上から見たびわ湖 伊藤　大智 大津市立雄琴小学校 6年 入選
40 とてもきれいな菜の花畑 上野　聖奈 大津市立真野小学校 6年 入選
41 菅浦から見える竹生島 堤　太陽 長浜市立長浜北小学校 6年 入選
42 お墓参り 中澤　椛 草津市立矢倉小学校 6年 入選
43 迫力ある達磨大師 野洌　咲太朗 長浜市立高月小学校 6年 入選
44 彦根城 井上　颯太 愛荘町立秦荘中学校 1年 入選
45 びわ湖 樺山　美月 愛荘町立秦荘中学校 1年 入選
46 波と雲 小林　聡 大津市立皇子山中学校 1年 入選
47 よく通る場所（近江鉄道愛知川） 坂巻　唯花 愛荘町立秦荘中学校 1年 入選
48 賤ヶ岳からの風景 中村　春瀬 愛荘町立秦荘中学校 1年 入選
49 みんなの宝物 中山　采祢 長浜市立南中学校 1年 入選
50 河内の風穴 西澤　賢志 愛荘町立秦荘中学校 1年 入選
51 あのベンチ 福井　このみ 愛荘町立秦荘中学校 1年 入選
52 夕焼けタヌキ 森　小春 愛荘町立秦荘中学校 1年 入選
53 湖のほとり 森川　葵夕寧 立命館守山中学校 1年 入選
54 夏の宇曽川上流 𠮷岡　実紅 愛荘町立秦荘中学校 1年 入選
55 三重塔 小椋　和花 愛荘町立秦荘中学校 2年 入選
56 いつもの光景 川口　瑞稀 愛荘町立秦荘中学校 2年 入選
57 伊吹山 田中　蓮 長浜市立南中学校 2年 入選
58 びわ湖 西澤　杏玲 愛荘町立秦荘中学校 2年 入選
59 能登川の水車 西澤　実花 愛荘町立秦荘中学校 2年 入選
60 私が好きな風景画 服部　華歩 長浜市立南中学校 2年 入選
61 光の楼門 濵山　伊吹 大津市立瀬田中学校 2年 入選
62 家の花壇 村上　礼夏 愛荘町立秦荘中学校 2年 入選
63 びわ湖 村川　文愛 愛荘町立秦荘中学校 2年 入選
64 桜並木 横山　優美 愛荘町立秦荘中学校 2年 入選
65 長浜城とさくら 池﨑　綾音 長浜市立南中学校 3年 入選
66 あのベンチ 稲葉　歩香 愛荘町立秦荘中学校 3年 入選
67 琵琶湖の湖畔で 木下　星姫 愛荘町立秦荘中学校 3年 入選
68 彦根城にのぼる名月 小林　伊織 愛荘町立秦荘中学校 3年 入選
69 宇曽川上流でパシャリ 清水　琴音 愛荘町立秦荘中学校 3年 入選
70 白鬚神社 土田　流未 愛荘町立秦荘中学校 3年 入選
71 ヴォーリズ教会 馬場　菜々花 京都女子中学校 3年 入選
72 火花（大津） 村川　瑠輝愛 愛荘町立秦荘中学校 3年 入選
73 彦根城 山田　凛 愛荘町立秦荘中学校 3年 入選
74 琵琶湖 渡邊　結優 愛荘町立秦荘中学校 3年 入選

■ 総　評
　すべての応募作品に目を通した上で、厳正に入選作品を85点選びました。受賞作品には「いいね！」とうなずかせる魅力
的な作品が多くありました。この公募展は地域の景観や暮らしをテーマにしており、そのためか実感のこもった良い作品が
多いことが特徴であると感じました。参加していただくことにこそ意義があると思うのですが、コンクールですので美術作
品としての評価により選別せねばならず、心が痛みます。それぞれの視点で地域の美を探求する行為の貴重さには、それぞ
れ同じ価値があると思います。 審査長　岡田　修二

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



【編集・発行】
公益財団法人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、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、甲賀市教育委員会、
　　　　　　　朝日新聞大津総局、京都新聞、産経新聞社、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、
　　　　　　　KBS京都、NHK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、

■ 個人評《一般部門》
滋賀の風景大賞（滋賀県知事表彰）　「楽園・奥びわスポーツの森」（アクリル画） 沓水　和子（長浜市）
　この作品には謎めいた個性があり、見る者を引き込む力があります。左上の少女以外は何が描かれているのかははっきり
とわかりません。説明的要素がほとんど無く、表現の自由度が高い作品です。がしかし、多くの事物が書き込まれており、
手触りのある密度を感じます。軽く自由な表現であるにもかかわらず、じっくりと見入ってしまうのがこの作品独特の魅力
です。新しさを感じる作品です。 審査長　岡田　修二

優　　秀　　賞（滋賀県知事表彰）　「湖面」（アクリル画） 石橋　国夫（大津市）
　爽やかな、それでいて抑制の効いた色調で湖の表情を描いている。微細な波の動きをあたかも抽象画のように丹念に追い
かけ、綾織られた湖面は作者の内面を映し出すようだ。物言わぬ雄弁がにじみ出す。 審査員　鵜飼　雅樹

優　　秀　　賞（滋賀県知事表彰）　「西の湖へ往く」（水彩画） 石田　　寛（近江八幡市）
　淡い色彩で真面目にモチーフに取り組まれた作品です。画面一杯に緊張感が漂い心暖まります。優しい描き方に今後の可
能性を感じられる秀作です。 審査員　村岡　顕美

■ 個人評《高校生部門》
奨　　励　　賞（滋賀県知事表彰）　「再生の兆し」（油彩画） 山下　穂華（守山市）
　ほの暗い堀の片隅に一条の光が差す。人に顧みられることの無かった場所が浮かび上がった瞬間、作者の内面と何かが波
長を合わせる。丹念に作り込まれた細部、沈み舟の中に溜まった泥さえ描き切る力量。この一作を描いた時間を大切にして
頂きたく思う。 審査員　鵜飼　雅樹

＜一般、高校生部門＞　○応募点数・・・169点　　○入賞・入選点数・・・85点

■ 総　評
　小・中学生部門では96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。感じたことがダ
イレクトに表現されている作品が多く、色や形が自由です。とりわけリズム感がすばらしい。大人になるとなぜかリズミカ
ルなタッチが消えてしまうのが不思議です。絵画制作を通じて小・中学生が郷土の歴史や暮らしに向き合うことは良いこと
です。 審査長　岡田　修二

■ 個人評
金　　　　　賞（滋賀県知事表彰）　「灯籠ながし」 島田　　暖（長浜市 / 小学 3年生）
　まず、飛びこんでくるのが…色彩の美しさです。色感の良さです。さらに 3年生の元気の良い線が画面一杯に広がってき
ます。明るく心地良い作品です。 審査員　村岡　顕美

金　　　　　賞（滋賀県知事表彰）　「現実を伝える琵琶湖の主」 𠮷岡　李紗（愛知郡愛荘町 / 中学 3年生）
　巨大な鯰が湖底でうごめいている。美しいはずの琵琶湖。しかしその実態に鯰やわかさぎ、鮎の群れは無言の抗議を叫ぶ
ようだ。波や魚の強い動きを使い、琵琶湖に対する深い思いを伝えてくる作品である。 審査員　鵜飼　雅樹

＜小・中学生部門＞　○応募点数・・・96点　　○入賞・入選点数・・・96点

【審査員】　鵜　飼　雅　樹（日本画家）
　　　　　岡　田　修　二（成安造形大学学長）
　　　　　村　岡　顕　美（洋画家） ※五十音順・敬称略

審査評審査評　【小・中学生部門】　【小・中学生部門】
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