
                       ２０２０年１月１４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１４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 金戸 千鶴子）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、45,255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。 
  

     おとうとは せみのぬけがら ぼうにさし    (神戸市 長尾小学校 1年 桂正 颯） 

    あずきまき 二つぶずつを おいていく     （南丹市 八木東小学校 3年 川見 龍希） 

   お盆にね じいじの背をね こえたんだ     （八尾市 安中小学校 6年 山本 悠衣） 
  （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 25 43 

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。                                                                        

                                          

 

日時 ： ２０２０年１月２６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  水谷 剛  06-6300-5025  

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

 

  <13 回の表彰式の模様 > 



 

　　★低学年
おとうとは せみのぬけがら ぼうにさし 桂正　颯 神戸市 長尾小学校1年
　　★中学年
あずきまき 二つぶずつを おいていく 川見　龍希 南丹市 八木東小学校3年
　　★高学年
お盆にね じいじの背をね こえたんだ 山本　悠衣 八尾市 安中小学校6年

　　★低学年
よるはやく クワガタのため でんきけす 池田　晴瑛 たつの市 播磨高原東小学校2年
　　★中学年
瓢箪の 巻きひげ伸びた ぐんぐんと 長尾　知樹 神戸市 太山寺小学校4年
　　★高学年
シャボン玉 いまの自分が うつってる 中山　未羽 藤井寺市 四天王寺小学校5年

　　★低学年
めんたまの すきとおってる せみのから 冨田　直輝 東近江市 蒲生東小学校1年
父さんと つったまめあじ にがしたよ 清水　奏多 草津市 老上小学校1年
おまつりの きんぎょともっと いたかった 井澤　摩依香 明石市 魚住小学校1年
ぼんおどり ばあばがつくった エコゆかた 大城　美結 堺市 家原寺小学校2年
ひまわりが 空とおしゃべり ハチもきた 北尾　珠羽 加古川市 鳩里小学校2年
あさがおの つぼみ数えて 早くねる 高木　洸太朗 神戸市 本山第一小学校2年
　　★中学年
しおだまり いのちがいっぱい 宝ばこ 神足　貫太 稲美町 天満小学校3年
じじの家 犬と遊んで 夏休み 石間　勇気 大阪市 大阪教育大学附属平野小学校3年
合言葉 すずみにいくよ スーパーへ 西川　実穂 甲賀市 綾野小学校3年
スイカわり ドキドキしてて うごけない 竹内　あかり 大阪市 島屋小学校3年
夏休み 庭の野さいで ピザ作り 上野　愛果 加古川市 鳩里小学校3年
すいかには たねの家族が すんでいる 川上　姫奈暖 八尾市 曙川東小学校3年
たんぽぽは ゆめにむかって とんでいく 藤本　康史郎 大阪市 大阪教育大学附属平野小学校3年
ふんばって セミはぬけがら のこしたよ 松浦　幸音 神戸市 長尾小学校3年
つばめのす 毎年出来る ぼくの家 中谷　遼政 宝塚市 雲雀丘学園小学校3年
風スースー クールビズなら ワンピース 藤田　千愛 岸和田市 光明小学校4年
明かり消し ｢あっ｣ときづいた 流れ星 河村　奏和 姫路市 野里小学校4年
せきらんうん おまえみたいに のびたいよ 王野　航 大阪市 大成小学校4年
暑い日に みんなで行こう わき水へ 尾﨑　勢 彦根市 城南小学校4年
ひぐらしや 夕ぐれ時の 主人公 田丸　葵 三木市 緑が丘小学校4年
いえのにわ かなへびかぞく むかしから 篠原　丞 神戸市 井吹西小学校4年
雨の日に ひとりぼっちの もずの声 居林　芽衣 草津市 志津南小学校4年
　　★高学年
弟に 大切なTシャツ ゆずります 佐々木　一 八尾市 竹渕小学校5年
じいちゃんが 流すそうめん 超特急 島川　新 神戸市 高羽小学校5年
新米を 食べてもりもり ぼくの体 片山　大智 和泉市 青葉はつが野小学校5年
大げさに うたれてぬれる 水てっぽう 三橋　昇也 彦根市 城陽小学校5年
おさがりの ママの日がさで 大人気分 原田　乃愛 明石市 魚住小学校5年
宿題は 残っているよ 法師蝉 高橋　采花 京都市 京都教育大学附属桃山小学校5年
わたり鳥 日本を愛し 愛される 大久保　翔太 門真市 門真小学校5年
図書館の すずしい部屋で 旅に出る 植村　瑠衣 明石市 大久保小学校5年
とろけそう 人も地球も 熱中症 米田　将輝 加古川市 野口北小学校5年
みたらいの 水のかがやき 夏の色 嶋崎　弘聖 大阪市 滝川小学校5年
金魚にも 声かけて入る 祖母の家 片山　向日葵 尼崎市 わかば西小学校6年
お昼ねに 活躍させる 保冷剤 西村　涼夏 大和高田市 陵西小学校6年
エコカーテン 文房具屋は 緑色 岩永　悠 京都市 京都教育大学附属桃山小学校6年
かきごおり 空からふって こないかな 松下　由以子 八幡市 中央小学校6年
夏の朝 弟すぐに せみとりに 竹内　美尋 京都市 朱雀第四小学校6年
そうめんが 食わせるもんかと 流れてく 北尾　大珠 加古川市 鳩里小学校6年
竹刀振り 見据えた先に 夏の星 河南　聡一郎 神戸市 高羽小学校6年
かむたびに 甘さ広がる とうもろこし 服部　明未 高島市 新旭北小学校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  ２０１９年７月２０日～１０月１８日 

 

●応募総数 45,255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 137 144 40 63 21 45 3 453 

句数 18,542 14,481 4,164 4,455 2,310 1,113 190 45,255  

 

●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 

１９６０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 

１９９４年５月 大阪シニア自然大学を開講 

２００２年９月 ＮＰＯ法人設立 

２００９年１０月 シニア自然大学校に名称変更 

２０１６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 

田中 俊弥   大阪教育大学教授 

植山 俊宏   京都教育大学教授 

   山本 純子   詩人・俳人 

 

                                            (敬称略) 


