
【お問い合せ先】
国土交通省北陸地方整備局
千曲川河川事務所 026(227)7611
調査課長 河原 武志（かわはら たけし）

記 者 発 表 資 料
平成３０年１１月６日

【取り扱い】 本資料の発表をもって解禁国 土 交 通 省
千曲川河川事務所

Chikumagawa River Office
Hokuriku Regional Development Bureau

Ministry of Land
Infrastructure，Transport and Tourism

【配布先】
・長野市政記者クラブ
・長野県庁会見場
・長野市政記者会
・日本工業経済新聞社 長野支局

川との出会いが素晴らしい作品になりました！
～第34回千曲川・犀川ふれあい絵画コンクール 入賞・入選作品決定～

第34回千曲川・犀川ふれあい絵画コンクールの入賞・入選作品を決
定しました。

今年度は、小学生低学部年の部254点、小学生高学年の部139点、中

学生の部52点の合計445点の応募がありました。

応募作品の中から、長野県美術教育研究会 鈴木大三先生（長野市立

信州新町中学校教頭）を中心に当事務所職員による審査・選考の結果、

各部門毎に金賞1点、銀賞1点、銅賞3点、入選10点の合計45点を決定

しました。入賞・入選者の皆様おめでとうございます。

なお、入賞者は、11月25日(日)に若里市民文化ホールにて開催する
「千曲川・犀川直轄改修事業１００周年記念シンポジウム」にて表彰し
ます。

また、下記の場所で入賞・入選作品の展示を行います。

・11月25日 12時30分 ～ 16時30分 長野市若里市民文化ホール

・12月 7日 12時 ～ 17日 13時 長野市もんぜんぷら座2Fミニギャラリー

検索 クリック千曲川河川事務所 ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ 千曲川河川事務所 検索 クリック

http://www.hrr.mlit.go.jp/chikuma/

審査の様子 審査の様子



【小学生低学年の部】
受賞 題    名 名前 ふりがな 学校名 学年
金賞 千曲川（依田川）で鮎の放流 宮坂結衣 みやさかゆい 上田市立丸子北小学校 3
銀賞 いきものいっぱい水の中 金井美希 かないみき 上田市立傍陽小学校 2
銅賞 はあとのいしをみつけたよ 井出花那 いではな 上田市立神科小学校 1
銅賞 たくまくんと いっしょに あそんだ 清水大和 しみずやまと 上田市立川西小学校 2
銅賞 千曲川とうらの川の合流地点でシーグラスをさがしているぼく 千野舜紀 ちのしゅんき 上田市立中塩田小学校 3
入選 犀川の白鳥 髙橋美怜 たかはしみれい 安曇野市立三郷小学校 3
入選 千曲川（依田川）で鮎の放流 田中大晴 たなかたいせい 上田市立丸子北小学校 3
入選 山女のけっこんしき 秋山慶太 あきやまけいた 上田市立神科小学校 3
入選 かいがらをみつけたよ 高橋遥花 たかはしはるか 上田市立神科小学校 1
入選 たのしかったよかわあそび 松田祐里阿 まつだゆりあ 上田市立神科小学校 1
入選 カニをつかまえた 小林千暖 こばやしちはる 上田市立川西小学校 2
入選 長い千曲川 金井沙蘭 かないさら 上田市立川辺小学校 2
入選 生きものいっぱい川あそび 大井彩和 おおいいろわ 上田市立傍陽小学校 2
入選 千曲川であそんで、あーたのしかった 大川玲奈 おおかわれいな 長野市立朝陽小学校 2
入選 お魚とったよ！ 林芽衣香 はやしめいか 長野市立長沼小学校 2

【小学生高学年の部】
金賞 清らかな川 舟木梨乃 ふなきりの 上田市立武石小学校 5
銀賞 魚を取りに行く僕の大切な川 武居龍之介 たけいりゅうのすけ 須坂市立旭ヶ丘小学校 6
銅賞 私の自まんの川の景色 青柳乃愛 あおやぎのあ 安曇野市立三郷小学校 6
銅賞 美しい千曲川 宮﨑拓登 みやざきたくと 上田市立川西小学校 5
銅賞 ともづり 宮﨑凱 みやざきかい 上田市立川西小学校 6
入選 川あそび 佐々木彩羽 ささきいろは 安曇野市立三郷小学校 6
入選 千曲川とふるふね橋 上林侑輝 かんばやしゆうき 上田市立川西小学校 4
入選 泳ぐアユ 宮﨑嶺 みやざきれい 上田市立川西小学校 6
入選 しぜんの川 古畑優菜 ふるはたゆな 上田市立傍陽小学校 4
入選 美しい千曲川 安藤海渡 あんどうかいと 須坂市立旭ヶ丘小学校 6
入選 きれいな千曲川 土井優月 どいゆづき 須坂市立旭ヶ丘小学校 6
入選 犀川と空 熊坂芳介 くまさかほうすけ 大町市立大町北小学校 5
入選 川と山の絵 柴本翔伍 しばもとしょうご 中野市立延徳小学校 6
入選 落合橋から見た犀川 小林彩乃 こばやしあやの 長野市立大豆島小学校 5
入選 お父さんの子どものころに遊んでいたどど川 本藤優和 ほんどうゆうわ 長野市立朝陽小学校 4

【中学生の部】
金賞 夕日に輝くふるさと川 佐野凜々香 さのりりか 中野市立豊田中学校 2
銀賞 流れ 百瀬神知子 ももせみちこ 安曇野市立豊科北中学校 2
銅賞 眼にうつる千曲川の奇跡 米澤璃里華 よねざわりりか 千曲市立戸倉上山田中学校 3
銅賞 輝く水面 米澤杏子 よねざわきょうこ 松本市立梓川中学校 2
銅賞 千曲川と夕日 木藤優杏 きどうゆあん 上田市立第一中学校 2
入選 犀川ポスター 眞島凜 ましまりん 安曇野市立豊科北中学校 2
入選 犀川と上念岳 藤原紬 ふじわらつむぎ 安曇野市立豊科北中学校 3
入選 登校中の景色 古川楓馬 ふるかわふうま 安曇野市立豊科北中学校 3
入選 千曲川 市村美晴 いちむらみはる 上田市立第一中学校 2
入選 青々とした千曲川 福田夕凜 ふくだゆうり 千曲市立戸倉上山田中学校 3
入選 自然豊かな千曲川 堀口永愛 ほりぐちとあ 千曲市立戸倉上山田中学校 3
入選 清き川 吉田真優 よしだまひろ 千曲市立戸倉上山田中学校 3
入選 力強い千曲川 中村仁美 なかむらひとみ 千曲市立戸倉上山田中学校 1
入選 流れ清き千曲川 小松未来 こまつみく 千曲市立戸倉上山田中学校 1
入選 私の地域に流れる千曲川 吉原佑栞 よしはらゆうり 中野市立豊田中学校 2

第３４回 千曲川・犀川ふれあい絵画コンクール 入賞・入選作品一覧表



小学生低学年の部 小学生高学年の部 中学生の部

上田市立丸子北小学校　３年

宮坂結衣

「千曲川（依田川）で鮎の放流」

上田市立武石小学校　５年

舟木梨乃

「清らかな川」

中野市立豊田中学校　２年

佐野凜々香

「夕日に輝くふるさと川」

上田市立傍陽小学校　２年

金井美希

「いきものいっぱい水の中」

須坂市立旭ヶ丘小学校　６年

武居龍之介

「魚を取りに行く僕の大切な川」

安曇野市立豊科北中学校　２年

百瀬神知子

「流れ」

金賞

銀賞

第34回千曲川・犀川ふれあい絵画コンクール　入賞作品（金賞・銀賞）



小学生低学年の部 小学生高学年の部 中学生の部

上田市立神科小学校　１年

井出花那

「はあとのいしをみつけたよ」

安曇野市立三郷小学校　６年

青柳乃愛

「私の自まんの川の景色」

千曲市立戸倉上山田中学校　３年

米澤璃里華

「眼にうつる千曲川の奇跡」

上田市立川西小学校　２年

清水大和

「たくまくんと　いっしょに　あそんだ」

上田市立川西小学校　５年

宮﨑拓登

「美しい千曲川」

松本市立梓川中学校　２年

米澤杏子

「輝く水面」

上田市立中塩田小学校　３年

千野舜紀
「千曲川とうらの川の合流地点でシーグラスをさがしているぼく」

上田市立川西小学校　６年

宮﨑凱

「ともづり」

上田市立第一中学校　２年

木藤優杏

「千曲川と夕日」

※入選作品は、入賞作品と合わせて千曲川河川事務所ホームページで公開しています。

第34回千曲川・犀川ふれあい絵画コンクール 入賞作品（銅賞）

銅賞


