
                       平成２８年１２月２６日 

                      一般財団法人住友生命福祉文化財団 

                       ＮＰＯ法人シニア自然大学校 

 

 

エコをテーマに５・７・５に挑戦しよう 

第１１回 子どもエコ俳句大賞 入賞作品 発表 
 

 

一般財団法人住友生命福祉文化財団（理事長 田辺 恭久）と、ＮＰＯ法人シニア自然大学校（理事 

齊藤 隆）が協働して取り組んでいる「子どもエコ俳句大賞」の入賞作品が決定しました。 

近畿二府四県を中心に小学生から、５万２０４５句の応募があり、４名の選者による審査の結果、次の

３句が特選（坪内稔典賞）に選ばれました。 
  

     てれちゃうな まえがみぱっつん なつやすみ （草津市 老上小学校１年 亀井 結奈） 
    夏の朝 元気になってね 熊本城                （大阪市 南小学校４年  山田 小桜） 

    水鉄砲 自分にかける ぼくがいる          （枚方市 樟葉小学校６年 黒川 仁盛） 
  （敬称略） 

 

入選作品数は全体で１０６句、特選・準特選・優秀賞の作品は別紙のとおりです。 

 

  
特選 

（坪内稔典賞） 
準特選 優秀賞 優良賞 計 

低学年の部 1 1 6 8 16 

中学年の部 1 1 16 24 42 

高学年の部 1 1 18 28 48 

計 3 3 40 60 106 

 
この事業は、次代を担う「子ども」と「エコ（環境問題）」と「俳句 （国語）」 

を結びつけた企画で、子どもたちが身近な事象を通じ地球環境に 

ついて関心を持ち、俳句を通じて表現するというものです。「子どもの 

調和のとれた健全な成長」を願う趣旨で運営しています。 

 

入賞者全員の作品紹介を行う表彰式は、ご家族や先生方も参加いただ 

けるアットホームな雰囲気で、以下のとおり実施します。                                                                          
                                              < 第１０回の表彰式の模様 >                                                         

 

日時 ： 平成２９年１月２９日（日） １３：００～１５：００ 

場所 ： 此花会館 （大阪市此花区西九条５－４－２４） 
 

以上 

 
【問合先】   一般財団法人住友生命福祉文化財団  本部事務局   吉田 満留 06-6300-5025 

               ＮＰＯ法人シニア自然大学校        理 事     齊藤 隆   06-6937-8077  

 

 



　　★低学年
てれちゃうな まえがみぱっつん なつやすみ 亀井　結奈 草津市　老上小学校1年
　　★中学年
夏の朝 元気になってね 熊本城 山田　小桜 大阪市　南小学校4年
　　★高学年
水鉄砲 自分にかける ぼくがいる 黒川　仁盛 枚方市　樟葉小学校6年

　　★低学年
おちないで せんこう花火 あとすこし 山本　万彩 守山市　玉津小学校2年
　　★中学年
父の日に ペットボトルで マラカスを 藤野　大己 尼崎市　金楽寺小学校4年
　　★高学年
屋久島の 夏の歴史を 語る杉 尾形　木乃葉 藤井寺市　四天王寺学園小学校6年

　　★低学年
あさがおの つるがたんけん やねのうえ 小森　春輝 大津市　瀬田北小学校1年
くものうえ ゆうびんはいたつ つばめさん 谷原　莉愛 与謝野町　与謝小学校1年
チューリップ みついっぱいの レストラン 鈴木　詩乃 大阪市　高松小学校1年
ぼくの手を 大すきだよと カブトムシ 清水　将晴 尼崎市　武庫の里小学校2年
ひまわりが ライオンみたい 白いくも 阪口　遼 藤井寺市　四天王寺学園小学校2年
メダカたち みずくさめいろ かくれんぼ 植村　瑠衣 明石市　大久保小学校2年
　　★中学年
赤黄いろ どっちも食べた すいかばら 渡邊　雅海 東近江市　布引小学校3年
でんきけし かぞくかわのじ つきあかり 櫻本　佳奈 野洲市　野洲小学校3年
夏の音 ガラスのコップに カラカラと 黄瀬　茉那 甲賀市　綾野小学校3年
夏まつり 夜道にひびく げたの音 佐渡　夏希 大阪市　堀江小学校3年
さおにぎり つっぱる糸と そ父のあせ 鈴木　航 大阪市　鶴見南小学校3年
セミが鳴く 緑の中で 深呼吸 三木　駆人 たつの市　御津小学校4年
塩むすび むだをはぶいた 夏の味 福田　映月 枚方市　関西創価小学校4年
すいかわり 笑顔たくさん かぶりつく 山村　姫加 京田辺市　大住小学校4年
ぬかしたな トウモロコシよ 私の背 片山　智咲 加古川市　神野小学校4年
せみしぐれ おばさんちでも コンサート 中西　聖愛 和歌山市　有功小学校4年
夏の夜 まどを開けたら 星の中 大庭　優樹 堺市　鳳南小学校4年
天道虫 黒い水玉 チョコレート 小西　我空 与謝野町　与謝小学校4年
くりの花 さいたころには 田が光る 三宅　翼杜 恵那市　串原小学校4年
赤トンボ ともに走った 運動会 西本　瑞央 大阪市　高松小学校4年
満月が 大きな海に １人いる 大月　愛 藤井寺市　四天王寺学園小学校4年
エコバック 中身は全部 さつまいも 岡﨑　美涼 枚方市　香陽小学校4年
　　★高学年
千種川 おいしいアユが いるんです 田口　恭子 宍粟市　千種小学校5年
入道雲 見つめる笑顔を 見つめてる 森　剣斗 箕面市　豊川北小学校5年
望遠鏡 月を近くに 連れてきた 一ノ瀨　友真 神戸市　甲南小学校5年
窓の外 光さえぎる すだれ掛け 西馬　雄大 稲美町　天満東小学校5年
のき下に 今年も来たよ ツバメさん 村田　響 甲賀市　水口小学校5年
暑い夜 粋な気持ちで 窓全開 永喜　丈雄 神戸市　板宿小学校5年
じいの家 風のかおりは 夏野菜 和田　大輝 川西市　桜が丘小学校5年
一年生 桜のトンネル くぐりぬけ 利川　愛 藤井寺市　四天王寺学園小学校5年
雪だるま 大きくなれと いう子かな 斧田　佳子 藤井寺市　四天王寺学園小学校5年
子ども達 秋の大空 大ジャンプ 硲　穂乃花 藤井寺市　四天王寺学園小学校5年
秋の空 見つめ合ってる ねこと雲 大家　翔空 大阪市　大東小学校5年
温暖化 行き先迷う 渡り鳥 西田　侑貴 枚方市　樟葉小学校6年
空高く 一駅ぐらい 歩こうよ 服部　悠之介 八尾市　東山本小学校6年
この町に きれいに咲いた 雪の華 新田　萌々香 藤井寺市　四天王寺学園小学校6年
頭から 水ぶっかぶる 麦わら帽 進藤　愛鈴 野洲市　野洲小学校6年
温だん化 地球の汗は 人の汗 里内　愛佳 栗東市　葉山東小学校6年
いっぱいの 風せんかずら 祖母の家 川越　さくら 猪名川町　猪名川小学校6年

くりの木は 山のちからで 生きている 増田　将大 三田市　広野小学校6年

                  　  　    （敬称略）

特選－坪内稔典賞－

準特選

優秀賞

 



府県 大阪府 兵庫県 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 岐阜県 鹿児島県 計

学校数 127 176 50 61 21 40 1 1 477

句数 22,120 16,832 4,895 4,007 2,326 1,797 62 6 52,045

【参考】 「子どもエコ俳句大賞」募集概要 

 
●募集期間  平成２８年７月２０日（水）～１０月２０日（木） 

 

●応募総数  ５２,０４５句 （府県別内訳は下記） 

 

●主催   一般財団法人住友生命福祉文化財団 

大阪市淀川区西中島 5-5-15 

昭和３５年１０月に住友生命により設立された財団法人で、社会の福祉 

および文化の振興に貢献すべく事業を展開しています。 

 

ＮＰＯ法人シニア自然大学校 

大阪市中央区天満橋京町 2-13 ワキタ天満橋ビル 405 号室 

平成６年５月 大阪シニア自然大学を開講 

平成１４年９月 ＮＰＯ法人設立 

平成２１年１０月 シニア自然大学校に名称変更 

平成２８年９月認定ＮＰＯ法人取得 

自然環境保全のための普及啓発、調査研究、政策企画提案等の活動を

国内外で行うと共に、子どもの健全な育成やまちづくり、更に地球環境問

題にも積極的に取り組み、広く他団体との交流を深め、そしてこれらの活

動を通じて社会の健全な発展に貢献することを目的とし事業を展開してい

ます。 

 

●後援   大阪府、大阪市、大阪府教育委員会、大阪市教育委員会、 

堺市教育委員会、兵庫県教育委員会、神戸市教育委員会、 

京都府教育委員会、京都市教育委員会、滋賀県教育委員会、 

奈良県教育委員会、和歌山県教育委員会 

 

●募集地域 大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県 

        

●募集方法  学校単位でまとめて応募 

 

● 選者    坪内 稔典   京都教育大学名誉教授、佛教大学名誉教授、 

俳句グループ「船団の会」代表 

田中 俊弥   大阪教育大学教育学部教授 

   土井 俊信   武庫川女子大学文学部非常勤講師 

               全国小学校教育研究会 国語部会顧問 

川井 秀夫   ＮＰＯ法人シニア自然大学校 自然俳句会の会「蒲公英の会」代表 

                                            (敬称略) 


