
特選
（坪内稔典賞）

準特選 第１０回記念賞 優秀賞 優良賞 計

低学年の部 1 1 3 5 7 17

中学年の部 1 1 13 17 26 58

高学年の部 1 1 14 18 27 61

計 3 3 30 40 60 136

                       平成２７年１２月２４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１０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（代表

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。 

近畿二府四県の小学生を中心に、４万９２５４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。 
  

     のこさない おじいちゃんの なつやさい （明石市 大久保小学校１年 小林 慶悟） 

かわのなか すいかとわたし うかんでる （堺市 鳳南小学校３年 海老 美聡） 

あざやかな 桜のよろい 彦根城  （彦根市 城北小学校５年 小山 虎峨） 

  （敬称略） 

 

平成２７年度は第１０回の記念回ですので、記念賞（３０句）を設け、入選作品数は全体で１３６句、

特選・準特選・第１０回記念賞の作品は別紙のとおりです。 
 

 

 

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９回の表彰式の模様 > 

 

日時 ： 平成２８年１月２４日（日） １３：００～１５：００ 

場所 ： 大阪市立こども文化センター （大阪市西区北堀江４－２－９） 
 

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   原 尚平 06-6304-8141 

               ＮＰＯ法人シニア自然大学校        代表理事   齊藤 隆 06-6937-8077  



 

　　★低学年
のこさない おじいちゃんの なつやさい 小林　慶悟 明石市 大久保小学校1年
　　★中学年
かわのなか すいかとわたし うかんでる 海老　美聡 堺市 鳳南小学校3年
　　★高学年
あざやかな 桜のよろい 彦根城 小山　虎峨 彦根市 城北小学校5年

　　★低学年
そよ風が そっとおしてる ブランコを 松田　慎太郎 門真市 門真小学校2年
　　★中学年
あかとんぼ このゆび目ざせ いっとうしょう 薮野　美帆 藤井寺市 四天王寺学園小学校4年
　　★高学年
発電の 風車を回す 秋の風 福本　悟志 姫路市 香呂小学校6年

　　★低学年
あさがおが あおぞらむけて らっぱふく 板東　里桜 明石市 大久保南小学校1年
このゆかた わたしがきたら 三だい目 藤本　千珠 高砂市 北浜小学校2年
にわさきに ぴかぴかひかる ぼくのなす 上ノ園　朝陽 堺市 東三国丘小学校2年

　　★中学年
のこりもの ですがどうぞと 花に水 吉本　桃菜 高砂市 北浜小学校3年
ひまわりの 葉っぱの下で ひとやすみ 澁谷　真帆 加古川市 鳩里小学校3年
あさがおの すきまにとどく あさひかな 増山　日菜 小野市 下東条小学校3年
川の字が １本多い 夏の夜 山本　帆高 大阪市 常盤小学校3年
南風 せんたくものが とんでった 江田　裕登 草津市 志津南小学校3年
灯がもれて 窓はやもりの レストラン 坪田　果歩 姫路市 山田小学校4年
まもりたい びわこのスター アユとふな 林　龍希 大津市 真野小学校4年
さといもの 葉っぱをかさに 雨の道 野村　美月 草津市 草津小学校4年
かきごおり 食べたら舌が 海の色 﨑山　結衣 堺市 鳳南小学校4年
青い空 秋のお空に きがえてる 前野　弥香 藤井寺市 四天王寺学園小学校4年
夕立が オレンジ色の ドレス着て 利川　愛 藤井寺市 四天王寺学園小学校4年
にわの木に せみの家族が 大合唱 辻本　和玖 岬町 深日小学校4年
夏野菜 カレーにのせて 元気カレー 上田　ゆいな 京都市 朱雀第一小学校4年

　　★高学年
ぼくのやね 今年の夏から 発電所 木村　燦徳 彦根市 城陽小学校5年
守ろうよ ほたるがすめる ふるさとを 山本　元 たつの市 西栗栖小学校5年
ゆうゆうと 湧き水に飛ぶ オニヤンマ 三好　啓太 栗東市 大宝東小学校5年
ゴロゴロと ゆかはつめたい 夏の家 前川　仁 和歌山市 山口小学校5年
カブトムシ ぼくには黒い 宝石だ 石垣　樹 明石市 大久保小学校5年
紅葉たち 母と私を さそいだす 奥田　千尋 藤井寺市 四天王寺学園小学校5年
川の中 アユのかぞくと ひらおよぎ 川﨑　桃奈 平群町 平群北小学校6年
夏野菜 ごろごろいれた カレー好き 大西　慧 稲美町 天満東小学校6年
せんぷうき むかしの風を つれてくる 本田　萌笑 大津市 瀬田北小学校6年
すいか食べ  祖母つけものに 捨てぬ皮 吉川　詩乃 神戸市 井吹西小学校6年
墓参り ろうそくの火も ＬＥＤ 髙橋　里奈 八尾市 東山本小学校6年
Tシャツの 後にできた 汗の地図 黒木　優里 神戸市 狩場台小学校6年
まってるよ 祖母の笑顔と 夏野菜 白川　璃久 伊丹市 伊丹小学校6年
いい勝負 兄妹げんかと せみの声 片岡　真帆 堺市 東三国丘小学校6年

特選－坪内稔典賞－

準特選

第１０回記念賞

 
（敬称略） 



府県 大阪府 兵庫県 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 長野県 計

学校数 133 167 51 50 23 48 1 473

句数 22,642 15,406 4,108 2,494 2,284 2,248 72 49,254

【参考】 「子どもエコ俳句大賞」募集概要 

 
●募集期間  平成２７年７月２０日（月）～１０月２０日（火） 

 

●応募総数  ４９，２５４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 

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 大阪教育大学教授 夜間学部主事 

   土井 俊信 武庫川女子大学文学部講師、 

              追手門学院大学国際教養学部講師、 

全国小学校国語研究会顧問 

川井 秀夫 ＮＰＯ法人シニア自然大学校 タンポポの会 代表 

                                          (敬称略) 


