
庄川　上流 国土交通省　利賀ダム工事事務所長賞

賞 学校名 学年 氏名 題名

金賞 富山市立豊田小学校 3年 川合　智也 大きな庄川ダム

銀賞
砺波市立庄川小学校 2年 高川　妙惠 岩魚をつかまえたよ

砺波市立庄南小学校 3年 はす川　よう子 ｢魚がたくさんつれたよ。」

低
富山大学人間発達科学部附属小学校 2年 新田　耀 生き物がいっぱいの庄川

学
銅賞 射水市立片口小学校 3年 栗原　拓海 いわなつかみ

年
砺波市立鷹栖小学校 2年 山田　愛利 広い庄川

の
砺波市立砺波東部小学校 3年 斉藤　瑞希 大牧温泉の船

部
砺波市立砺波東部小学校 3年 清沢　祐佳 魚はつれるかな？

砺波市立砺波北部小学校 3年 作田　佳奈美 庄川のあゆ

南砺市立利賀小学校 3年 笹川　大輔 みんなでいわなづかみ

南砺市立福野小学校 2年 古瀬　莉子 たのしいなあゆのゆかみどり

富山大学人間発達科学部附属小学校 2年 新田　開　 生きものがいっぱいの庄川

金賞 南砺市立利賀小学校 6年 谷戸　萌 大きな岩

銀賞 射水市立小杉小学校 6年 柴田　柚香 庄川のダム

砺波市立砺波南部小学校 5年 竹部　日菜子 庄川用水合口ダム

高
砺波市立庄川小学校 4年 雄川　真伍 波の川

学
銅賞 砺波市立庄川小学校 4年 山上　登夢 夏の庄川

年
砺波市立庄東小学校 4年 山田　桂子 ゆらゆら流れる川」

の
高岡市立下関小学校 5年 桑名　李沙 大雨の後のダム

部
砺波市立砺波南部小学校 6年 河合　将志 自然に満ちた庄川

射水市立太閤山小学校 6年 藤田　詩織 橋のある常西用水

砺波市立庄川小学校 5年 石橋　梨子 庄川きょう

砺波市立庄川小学校 6年 小西　夏歩 庄川にうかぶ船

砺波市立砺波北部小学校 6年 森田　亮佑 川遊び



庄川　上流 国土交通省　利賀ダム工事事務所長賞

賞 学校名 学年 氏名 題名

佳作 高岡市立下関小学校 1年 松浦　陽奈子 山と川と夏

高岡市立下関小学校 2年 桑名　麻歩 大雨のあとのダム

高岡市立戸出西部小学校 1年 横山　春樹 大好きなクワガタの来るダム

高岡市立戸出西部小学校 3年 渋谷　拓巳 美しい川

射水市立片口小学校 3年 前川　梨湖 庄川ダム

射水市立塚原小学校 2年 塚原　和希 魚つり

射水市立作道小学校 3年 廣野　託 夏の川

低 射水市立大門小学校 2年 橋爪　志緒里 大きなダム

学 砺波市立庄川小学校 2年 藤森　唯 楽しそうだな

年 砺波市立庄川小学校 2年 古島　百瑛 庄川

の 砺波市立庄川小学校 3年 斉藤　斗志郎 あゆづり

部 砺波市立庄東小学校 3年 松浦　ゆりか 小川で水あそび

砺波市立出町小学校 3年 堀越　友里 きれいなしょう川

砺波市立砺波東部小学校 1年 島田　朱里 川に魚がいたよ

南砺市立井波小学校 2年 田野口　葵 庄川で遊んだ日

南砺市立利賀小学校 2年 野原　繭 魚をいっぱいつかまえたよ

南砺市立福野小学校 3年 田村　沙也香 きれいな石見つけたよ

南砺市立福光中部小学校 1年 尾山　佳乃子 川遊び

小矢部市立津沢小学校 3年 真栗　一嘉 みんなでいわなつかみ

富山大学人間発達科学部附属小学校 3年 魚とり

佳作 高岡市立木津小学校 6年 米田　圭祐 魚をいっぱいつかまえるぞ

高岡市立木津小学校 6年 品川　英斗 庄川用水合口ダム

高岡市立下関小学校 4年 北村　侑子 合口ダム

高岡市立定塚小学校 5年 坂林　孝明 すずしかった合口ダム

高岡市立野村小学校 5年 今井　智晴 どやぶりの時のダム

射水市立小杉小学校 6年 柴田　美香 緑豊富な庄川

射水市立中太閤山小学校 4年 大西　康陽 美しい流れの川

高 射水市立中太閤山小学校 4年 鞍田　夏実 ながれていく川

学 砺波市立庄川小学校 4年 高川　航平 タイヤのチューブで川くだり

年 砺波市立庄東小学校 4年 山本　勘治 ほう水中

の 砺波市立庄東小学校 6年 斉藤　幸輝 川で、魚をつった人

部 砺波市立庄南小学校 6年 蓮川　貴博 庄川用水合口ダム

砺波市立鷹栖小学校 4年 東　美紀 庄川であゆのつかみとり

砺波市立鷹栖小学校 5年 岩崎　彩織 川と島の行き先

砺波市立鷹栖小学校 6年 三井　萌子 雄神橋と庄川

砺波市立出町小学校 5年 則島　彩矢 川大好き

南砺市立井波小学校 6年 長尾　武 合口ダム

南砺市立利賀小学校 6年 笠原　あおい 黄色いはしが見える百瀬川

富山大学人間発達科学部附属小学校 5年 川田　理史 いわなのいる川

富山大学人間発達科学部附属小学校 5年 黒谷　昌輝 岩魚のつかみ体験



庄川　下流 国土交通省　富山河川国道事務所長賞

賞 学校名 学年 氏名 題名

金賞 高岡市立能町小学校 3年 前　愛矢 万葉丸

銀賞
高岡市立野村小学校 2年 江守　奈緒 ふねがいっぱいある川

射水市立歌の森小学校 1年 新宅　萌華 みずあそび

低
射水市立小杉小学校 3年 筒口　裕基 大好き！庄川の河原

学
銅賞 高岡市立戸出西部小学校 1年 寺口　和樹 魚の泳ぐ川

年
高岡市立南条小学校 3年 鍋田　航平 アユつかみどり大会

の
高岡市立能町小学校 3年 米田　紫音 内川にかかる東橋

部
高岡市立野村小学校 3年 木本　広海 夏の川遊び

高岡市立福岡小学校 3年 堤　健 つり人

高岡市立国吉小学校 2年 関沢　京夏 川あそびをするおにいちゃん

射水市立放生津小学校 1年 加治　葵 ほたるのとぶかわ

砺波市立鷹栖小学校 1年 東　美沙 花火と電車と庄川

金賞 高岡市立定塚小学校 4年 山谷　愛理 川で遊びました

銀賞 射水市立作道小学校 5年 川端　智也 乗り物が出会う内川

射水市立大門小学校 5年 扇一　優希 庄川を泳ぐ雲

高
上市町立中央小学校 6年 岡部　季奈 あっ万葉丸だ！

学
銅賞 高岡市立古府小学校 5年 小野　明歩 ある夏の日

年
高岡市立南条小学校 4年 生田　唯 すごい！かもが魚をとってたよ

の
高岡市立南条小学校 5年 鍋田　啓介 アユつかみどり大会

部
高岡市立能町小学校 6年 米田　美郁 内川にかかる東橋

高岡市立牧野小学校 4年 矢沼　一誠 川遊び

射水市立歌の森小学校 4年 寺山　駿 つりをしている人たち

射水市立大門小学校 5年 吉田　葵 ホタルのすむ川

氷見市立窪小学校 5年 澤本　隼杜 庄川の花火大会



庄川　下流 国土交通省　富山河川国道事務所長賞

賞 学校名 学年 氏名 題名

佳作 高岡市立古府小学校 3年 皆口　新吾 川あそび

高岡市立定塚小学校 1年 寺田　悠生 鮎の川

高岡市立戸出西部小学校 3年 野嶽　空 「きれいだったよ！！」庄川の花火

高岡市立南条小学校 2年 山科　莉子 みんなでピクニック

高岡市立野村小学校 3年 山口　華奈 河原で遊ぶ

高岡市立野村小学校 3年 新保　克尚 しょうがわと鉄道橋

高岡市立東五位小学校 3年 南　佳寿宏 キャンプ・サチコ

低 高岡市立二塚小学校 2年 澤井　建毅 比美乃江大橋の下を流れる上庄川

学 射水市立東明小学校 2年 大西　空 ざりがにつかまえたぞ！

年 射水市立東明小学校 3年 東澤　航平 川の中

の 射水市立放生津小学校 2年 内川の心

部 射水市立歌の森小学校 3年 市井　菜々穂 つれたぞ！魚

射水市立小杉小学校 1年 中陳　辰郎 魚ゲット！

射水市立中太閤山小学校 2年 三上　匠 魚つり

射水市立大門小学校 3年 嶌越　豊 庄川の花火

射水市立大門小学校 3年 大沢　武史 みんなが遊ぶ楽しい川

射水市立大門小学校 3年 橋本　柊野 3兄弟の川遊び

射水市立下村小学校 3年 荒俣　優香 みんなで魚つり

氷見市立宮田小学校 2年 灰田　光佑 川あそび

氷見市立宮田小学校 2年 川田　颯人 川あそび

佳作 高岡市立定塚小学校 5年 玉井　晴菜 水門

高岡市立定塚小学校 5年 高木　宰 命の川

高岡市立戸出西部小学校 6年 金森　栄順 生きている川

高岡市立中田小学校 4年 八島　裕史 きれいな和田川

高岡市立南条小学校 4年 室谷　唯佳 川原でバーベキュー

高岡市立能町小学校 5年 新家　都子 川とベンチと車

高岡市立野村小学校 5年 新保　美里 二上山と庄川

高 高岡市立平米小学校 5年 川原　里奈 夏の庄川

学 高岡市立牧野小学校 6年 村井　宗馬 静かな内川

年 射水市立塚原小学校 5年 笹島　裕李可 内川のふうけい

の 射水市立小杉小学校 4年 柴田　未咲 花見橋と千本ざくらの下じょう川

部 射水市立中太閤山小学校 5年 郷倉　賢正 太閤山ランドの川

射水市立大門小学校 4年 夏野　莉菜 アユ、つれるのかな

射水市立大門小学校 5年 中村　一統 庄川の花火大会

射水市立大門小学校 5年 大門大橋とつりをするおじさん

高岡市立西条小学校 6年 佐野　瞳 小学校最後の夏の思い出

砺波市立砺波東部小学校 5年 干場　雅也 あゆつりと水遊び

南砺市立井口小学校 5年 澁谷　晃生 いとこといったあゆのつかみどり

富山市立老田小学校 6年 村家　早紀 庄川

富山市立大広田小学校 4年 竹島　亜実 川遊びは楽しいな。


