
                       平成２９年１２月２５日 

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

                    認定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１２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、認定ＮＰＯ法人シニア自然大学校

（代表理事 濱面 誠）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、57,224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。 
  

     うんどうかい おとうさんが みえたよ     (大津市 堅田小学校１年 近藤 瑞希） 

    さつまいも ぼくの顔より 勝っている     （橋本市 恋野小学校３年 藤岡 奈七生） 

   家の庭 ジャコウアゲハが ゆっくり飛ぶ    （姫路市 山田小学校６年 坪田 果歩） 
  （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 5 7 14 

中学年の部 1 1 17 26 45 

高学年の部 1 1 18 27 47 

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していた 

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１１回の表彰式の模様 >                                                         

 

日時 ： 平成３０年１月２８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  

              認定ＮＰＯ法人シニア自然大学校     顧 問   齊藤 隆   06-6937-8077  

 

 



 

　　★低学年
うんどうかい おとうさんが みえたよ 近藤　瑞希 大津市 堅田小学校1年
　　★中学年
さつまいも ぼくの顔より 勝っている 藤岡　奈七生 橋本市 恋野小学校3年
　　★高学年
家の庭 ジャコウアゲハが ゆっくり飛ぶ 坪田　果歩 姫路市 山田小学校6年

　　★低学年
とうさんと そだてたきゅうり なつのあじ 後藤　一鉄 堺市 鳳南小学校1年
　　★中学年
マンモスの ころんだ理由 ソーダ水 浅尾　琴美 神戸市 枝吉小学校4年
　　★高学年
山の中 山の学校 せみの声 山本　翼 藤井寺市 四天王寺小学校6年

　　★低学年
だいこんの へたでこんろが ぴっかぴか 辻川　綾真 大阪市 苅田小学校1年
くさむしり かぞくみんなで なつのにわ 島田　遥斗 王寺町 王寺南小学校1年
ぼくのいえ きんぎょ七ひき いるんだよ 藤原　優作 大阪市 堀江小学校1年
コスモスと いっしょにわたしを そだてます 山田　明梨 岸和田市 東光小学校2年
こぐまさん いっしょに見よう ゆうやけを 横山　陽 堺市 東三国丘小学校2年
　　★中学年
夏休み パンツ一丁 うちわ一丁 岸本　丈舞 加古川市 志方東小学校3年
よくとぶね ショウリョウバッタ 足太い 山田　凌雅 尼崎市 清和小学校3年
弟の まるがりをする お父さん 山口　優凛 大阪市 豊里南小学校3年
かきごおり 海を見ながら たべるべし 松谷　天馬 大阪市 歌島小学校3年
おっとっと その水すてず 水まきに 森山　愛音 明石市 大久保南小学校3年
しあわせが くるくるまわる リサイクル 中筋　彩乃 姫路市 荒川小学校3年
じいちゃんと すいか畑で どっこいしょ 島川　新 神戸市 高羽小学校3年
ナナフシが 春の野原で かくれんぼ 杉本　颯介 古座川町 三尾川小学校3年
夏の日に 聞いてすずしい 水の音 折田　悠人 東大阪市 英田南小学校4年
早くねて きれいな星と 語り合う 髙井　綾斗 たつの市 新宮小学校4年
夏休み すずしい朝の ごみひろい 前田　絃希 三田市 広野小学校4年
木の下で 家族と葉っぱの ダンスみる 奥田　陸斗 神戸市 北須磨小学校4年
満月は 月に一度の 金メダル 野一色　和香 神戸市 枝吉小学校4年
コンチキチン ゲリラ豪雨と 競演だ 大森　奏 京都市 京都教育大学附属桃山小学校4年
おいしくて おかわりしたよ 庭野菜 盛永　爽太 明石市 大久保小学校4年
目玉やき パァっとかがやき 行って来ます 一岡　和奏 八幡市 美濃山小学校4年
水まきで 小さなにじを 作る祖母 五熊　悠翔 神戸市 六甲小学校4年
　　★高学年
ちょうちょうが シロツメ草と にらめっこ 光山　ひなの 箕面市 豊川北小学校5年
部屋のゆか ゴーヤのかげが 遊んでる 後藤　梨那 京都市 朱雀第四小学校5年
彼岸花 赤い野原の カレンダー 渡邉　敬祐 加古川市 東神吉小学校5年
いねかりの あとの田んぼは 広いなあ 小田　奈々佳 橿原市 香久山小学校5年
夏休み 早ね早起き これもエコ 山田　佑香 三木市 緑が丘小学校5年
ばあちゃんに うちわの風を おくります 青木　沙祐美 栗東市 葉山東小学校5年
朝光寺 きのこニョキッと 顔出した 新垣　玲良 明石市 錦浦小学校5年
ヨットから 波のむこうに 比えい山 小森　一輝 大津市 瀬田北小学校5年
すだれかけ 夏の日差しと かくれんぼ 鎌田　美也子 神戸市 本山第一小学校5年
月明り 布団で話す 今日のこと 眞木　優志 大津市 志賀小学校5年
夏の朝 鹿のきょうだい やってくる 六本　莉暖 藤井寺市 四天王寺小学校5年
だんじりで 投げたタオルを キャッチする 神前　芹 河内長野市 三日市小学校6年
まどあけて 私が風を ひとりじめ 中尾　梨乃 堺市 鳳南小学校6年
冷蔵庫 瞬間開閉 節電可 荒木　勇人 大阪市 東粉浜小学校6年
クーラーを 止めて夕暮れ 散歩道 山口　裕史 神戸市 東町小学校6年
いつまでも 天いっぱいの 星達を 𠮷田　つかさ 田尻町 田尻町立小学校6年
朝顔の 青さが空に 飛び散って 石田　京 池田市 大阪教育大学附属池田小学校6年

電車乗り 秋をさがしに 家族旅 國枝　宏伎 損斐川町 谷汲小学校6年

                  　  　    （敬称略）

特選－坪内稔典賞－

準特選

優秀賞



 

【参考】 「子どもエコ俳句大賞」募集概要 

 
●募集期間  平成２９年７月２０日（木）～１０月２０日（金） 

 

●応募総数 ５７，２２４句 （府県別内訳は下記） 

     

府県 大阪府 兵庫県 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 岐阜県 計 

学校数 142 167 43 61 26 50 1 490 

句数 25,134 17,725 4,767 4,787 3,205 1,576 30 57,224  

 

●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。 

 

認定ＮＰＯ法人シニア自然大学校 

大阪市中央区谷町 3-1-18 ＮＳ２１ビル ８階 

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 船団の会代表 

田中 俊弥   大阪教育大学教育学部教授 

植山 俊宏   京都教育大学教育学部教授 

   土井 俊信   全国小学校国語教育研究会顧問 

 

                                            (敬称略) 


