
                       平成３１年１月２３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１３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 野呂 幸雄）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、48,109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。 
  

     カナヘビを つかまえたとこ 水きれい     (神戸市 高羽小学校２年 丸子 麗仁） 

    夏の空は 太陽のとうと 仲よしだ       （大阪市 島屋小学校３年 杉本 漣史） 

   青田風 ぼくもいっしょに 波の中       （長浜市 田根小学校６年 大窪 凌世） 
  （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 ９ 17 

中学年の部 1 1 17 25 44 

高学年の部 1 1 17 26 45 

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。                                                                        

                                          

 

日時 ： 平成３１年１月２７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  水谷 剛  06-6300-5025  

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

 

 

 

<12 回の表彰式の模様 > 



 

　　★低学年
カナヘビを つかまえたとこ 水きれい 丸子　麗仁 神戸市 高羽小学校2年
　　★中学年
夏の空は 太陽のとうと 仲よしだ 杉本　漣史 大阪市 島屋小学校3年
　　★高学年
青田風 ぼくもいっしょに 波の中 大窪　凌世 長浜市 田根小学校6年

　　★低学年
おいもさん ふかふかがぶり でっかいぞ 村井　美都 藤井寺市 私立四天王寺小学校1年
　　★中学年
ゲームやめ まどを開けたら 虫の声 木村　颯我 神戸市 箕谷小学校4年
　　★高学年
せみしぐれ 神社の庭で 体操だ 増山　日菜 小野市 下東条小学校6年

　　★低学年
おかあさん つきのあかりで はなそうよ 竹原　歩 八幡市 橋本小学校1年
なつのあさ かぞくみんなで くさむしり 塩見　柚奈 王寺町 王寺南小学校1年
あわおどり はじめておどる おとうとと 幸田　凰将 豊中市 南丘小学校1年
夏休み じいじとたべる しおスイカ 山口　侑一郎 大阪市 豊里南小学校2年
しば犬も ゴーヤカーテン 気にいった 中嶋　彩娃 御所市 名柄小学校2年
学校で つめたいかべに くっつくよ 𠮷元　彩来 奈良市 東登美ヶ丘小学校2年
　　★中学年
はちがいる はちがはっぴき こわいよね 西田　実優 長浜市 田根小学校3年
弟と にわにみずまき 夏の朝 岸本　希実 神戸市 高羽小学校3年
丸ぼう主 シャンプーリンス いらないよ 松井　晴 大津市 藤尾小学校3年
すだれごし こちらをのぞく とんぼかな 水瀬　篤 大阪市 真田山小学校3年
そうまとう 電気をけして そ母と見る 小野　晴哉 栗東市 大宝東小学校3年
オオムラサキ にがしてないた 青い空 中島　啓喜 奈良市 青和小学校3年
くびにまく タオルのがらを えらぶ朝 木村　祐月 神戸市 小部小学校3年
夏の友 短いえんぴつ コンパスに 木村　このか 大阪市 大阪教育大学附属平野小学校3年
かなぶんも せんたくものと へやの中 森　愛俐暖 東大阪市 英田北小学校3年
どんぐりが まつぼっくりと 話してる 小林　謙仁 京都市 私立京都聖母学院小学校3年
水草に よろこぶメダカ すーいすい 西堀　三玖 東近江市 能登川南小学校4年
父ちゃんと ランニングシャツで ランニング 岸本　丈舞 加古川市 志方東小学校4年
ただいまと 今年も庭に アゲハ来る 白井　柑名 大阪市 大阪教育大学附属平野小学校4年
あたままで ぐぐっともぐる 夏の海 八杉　実可子 大阪市 鷺洲小学校4年
秋晴れの 空の青さは 宝石だ 枡川　そら 大阪市 豊里小学校4年
いねかりで きりにかくれる 長楽寺 南垣　波音 香美町 射添小学校4年
いねかりは ギザギザがまで ザックザク 田中　詩織 香美町 射添小学校4年
　　★高学年
さんきょうだい すべておさがり まわしてる 懸田　将人 岸和田市 東光小学校5年
春の風 やさしく包む 母みたい 河田　あさひ 栗東市 葉山東小学校5年
夏カレー 具材は庭の やさいたち 瓜園　雄大 奈良市 東登美ヶ丘小学校5年
母作る 梅シロップは 夏の味 水瀬　岳 大阪市 真田山小学校5年
お母さん ごろごろ昼ねは エコ活動 西原　徳希 八尾市 安中小学校5年
打ち水を してたら空に 赤とんぼ 園田　陽向 神戸市 名谷小学校5年
ふるさとの 新米食べて 走り出す 田中　凜 大阪市 大阪教育大学附属天王寺小学校5年
潮干狩り 空青々と うつる海 東本　翔太郎 大阪市 大阪教育大学附属天王寺小学校5年
切りかぶで どんぐりごまの けっとうだ 西田　耕 藤井寺市 私立四天王寺小学校5年
夏野菜 水と土と じいちゃんのあせ 渡邉　敬祐 加古川市 東神吉小学校6年
ひと駅分 歩いても体も エコになる 松江　柊翔 田尻町 田尻町立小学校6年
夏野菜 シャキシャキシャキシャキ 幸せだ 森田　里緒奈 たつの市 西栗栖小学校6年
夏休み 古着で作った エコバック 原田　結莉乃 洲本市 鳥飼小学校6年
映ってる 川のレンズに 夏の空 山本　琳太郎 守山市 玉津小学校6年
竹割って 作ったおはしで そうめんを 藤原　舞華 神戸市 枝吉小学校6年
しんしんと すべてをつつむ 雪の色 園田　隆太郎 大阪市 高松小学校6年
ひがん花 マラソンコースの 応えん団 田中　美咲季 香美町 射添小学校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３０年７月２０日（金）～１０月２０日（土） 

 

●応募総数 ４８，１０９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 その他 計 

学校数 137 161 33 58 19 42 ３ 453 

句数 20,366 14,837 3,680 4,702 2,681 1,677 166 48,109  

 

●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) 


