
C2 AC2 CA2

草ばっかり神社
野村　快世　（小学校２年生）

我が家の散歩道
山田　勝彦　（７８歳）

夜明けのにおの浜
帰山　信子　（７５歳）

C17 AC17 CA17

西武大津店４４年間有難う
今井　仁美　（６６歳）

びわこホール前より
琵琶湖文化館をのぞむ
髙橋　朝子　（７８歳）

穴太の石積
能勢　洋子　（７１歳）

C32 AC32 CA32

華階寺のいちょう
野村　澄子　（７３歳）

堅田漁港
浪江　巖　（７９歳）

風渡る　ふるさと
徳山　綾子　（６７歳）

C47 AC47 CA47

夏早朝の瀬田川ぐるりさんぽ道
磯田　洋三　（７０歳）

びわこといっぱいのせみ
伊達　如彦　（５歳）

さんしゃいんびーちと　ともだち
中島　理玖　（５歳）



C2 AC2 CA2

まつぼっくりのき
山口　実　（６歳）

なみとくも
中駄　仁梛　（６歳）

さんしゃいんびーち
田嶋　きこ　（６歳）

C17 AC17 CA17

びわこ
織田　莉乃　（５歳）

さんしゃいんびーち
芝田　凛咲　（６歳）

びわこでんしゃしゅっぱ～つ！
川上　瑠天　（４歳）

C32 AC32 CA32

おたまじゃくしとたいよう
大杉　優亜　（４歳）

さかなパーティー
齊藤　一樹　（４歳）

びわこおおなまずとなかまたち
尾川　綾太　（４歳）

C47 AC47 CA47

いっぱいのさかな
単　祉竣　（４歳）

ゆうれいくらげとおばけくらげ
新田　祐真　（４歳）

ままとびわこをみたよ
大垣　優衣奏　（４歳）



C2 AC2 CA2

でんしゃからみるびわこ
入江　大翔　（４歳）

びわことたいよう
西村　心伶　（５歳）

みんなで行った
サンシャインビーチ
西村　璃音　（６歳）

C17 AC17 CA17

びわことさかな
金子　汐　（５歳）

みんなであるいたすなはま
平尾　秋斗　（５歳）

まつぼっくりのき
髙夘　花純　（５歳）

C32 AC32 CA32

さんしゃいんびーち
宇野　良弥　（５歳）

ふしぎなびわこ
伊藤　凛音　（４歳）

ふかいびわこ
石川　優人　（４歳）

C47 AC47 CA47

びわこにうかぶおおきなボール
森本　祐玖　（４歳）

はなびをみるさかな
伊藤　心優　（４歳）

びわこはなびたいかい
白川　和果　（４歳）



C2 AC2 CA2

大好きな京阪電車のはしる街
加納　陸　（４歳）

琵琶湖疏水
小林　大流　（小学校２年生）

長ら小学校近くのびわこそ水
三輪　桃加　（小学校２年生）

C17 AC17 CA17

びわこの上のミシガン
長谷川　真子　（小学校５年生）

花火
西村　朱理　（小学校２年生）

町じゅーに、広がりそうなはなび
山田　咲記　（小学校２年生）

C32 AC32 CA32

千石岩から見た風景
澤井　美詩　（小学校６年生）

窓から望む湖都
三木　悠慎　（小学校６年生）

明智光秀のお寺
伊達　知春　（小学校１年生）

C47 AC47 CA47

きれいなびわこにおおきいヨット
竹内　崚祐　（小学校１年生）

近くの有名な鐘（三井の晩鐘）
松原　早那　（小学校１年生）

うみのこ
田中　葉　（小学校２年生）



C2 AC2 CA2

びわこのヨット
海野　友花　（小学校２年生）

うみのこ
京兼　蒼佑　（小学校２年生）

夏の仁王門
加藤　唯斗　（小学校３年生）

C17 AC17 CA17

浜大津駅のひまわり
水谷　瑠湖　（小学校４年生）

桜とそ水
竹縄　祈宏　（小学校４年生）

お気に入りの花火
久保田　大輝　（小学校１年生）

C32 AC32 CA32

びわことミシガン
安田　一華　（小学校１年生）

膳所　和田神社
二宮　明佳里　（小学校５年生）

膳所　和田神社の風鈴
二宮　源徳　（小学校３年生）

C47 AC47 CA47

天神川と明火橋
松宮　茂　（７４歳）

ちらしで描く琵琶湖
鍜治本　梨杏　（小学校６年生）

私のながめる風景
羽田　小町　（小学校６年生）



C2 AC2 CA2

自然に囲まれた近江神宮
三井　梨瑚　（小学校５年生）

良い景色
伊藤　文　（小学校１年生）

きらっと夜景
畑　笑那　（小学校１年生）

C17 AC17 CA17

おうちから見えるきれいなびわ湖
嶋渡　彩乃　（小学校１年生）

ぼくのなつやすみ
壽　健汰　（小学校１年生）

真夏の近江神宮
三井　悠生　（小学校２年生）

C32 AC32 CA32

古代火時計（近江神宮）
髙山　琴美　（小学校２年生）

美しいびわ湖
西村　大雅　（小学校４年生）

びわこで ｅｎｊｏｙ ｆｉｓｈｉｎｇ
辻　心寧　（小学校６年生）

C47 AC47 CA47

火事を消すよ！しょうぼうてい
若代　智華　（小学校３年生）

日吉大社
横山　かんたろう　（９歳）

日吉大社
よこやま　はる　（５歳）



C2 AC2 CA2

とりい
國松　佑衣　（４歳）

びわこ大花火大会
坂口　桃子　（小学校２年生）

満開の桜と琵琶湖疏水
森　夏子　（小学校４年生）

C17 AC17 CA17

日吉大社
山本　修一郎　（小学校３年生）

日吉大社西本宮
野木　瑛太　（小学校４年生）

日吉大社
薮上　彩乃　（小学校４年生）

C32 AC32 CA32

びわ湖浜大津駅に到着する電車
前川　嶺　（小学校６年生）

かっこいいね！うみのこ
若代　智幸　（５歳）

けいはん電車
村上　柚月　（小学校１年生）

C47 AC47 CA47

きれいなとりいと鳥たち
鈴木　琉生　（小学校３年生）

とりい
はま田　英恵　（小学校３年生）

鳥居
小椋　こころ　（小学校２年生）



C2 AC2 CA2

坂本の琵琶湖
馬淵　伊生　（小学校４年生）

浜大津の電車
内貴　律　（５歳）

とりい
北村　理桜奈　（小学校２年生）

C17 AC17 CA17

とりいですごすとりたち
鈴木　琉奈　（小学校３年生）

日吉大社
前川　渓　（９歳）

きれいな夜桜
佐々木　愛桜　（小学校３年生）

C32 AC32 CA32

かっこいいしょうぼうてい
髙野　真央　（小学校３年生）

石坂線のでんしゃ
いいざわ　ごう（小学校３年生）

日吉大社
内貴　史乃　（小学校２年生）

C47 AC47 CA47

日吉大社
井花　由生奈　（小学校２年生）

びわ湖文化館
中村　ゆい人　（小学校３年生）

日吉大社の鳥居
石田　桜　（小学校２年生）



C2 AC2 CA2

とりい
高野　真菜　（小学校１年生）

森のじんじゃ
大谷　このは　（小学校３年生）

花火
夏原　希　（小学校１年生）

C17 AC17 CA17

疏水にお魚？
野木　環希　（６歳）

よるのさくら
佐々木　絆桜　（小学校１年生）

けんちょう
太田　悠介　（小学校１年生）

C32 AC32 CA32

日吉大社
福井　芹奈　（小学校４年生）

きれいなこざくら
西條　華菜　（小学校３年生）

びわこそすいのさくら
金谷　昴明　（小学校４年生）

C47 AC47 CA47

びわこのふんすい
矢澤　由理　（小学校１年生）

こいのぼりととりさん
仲田　一稀　（年長）

たくさんの桜ときれいな川
仲田　文衣果　（小学校４年生）



C2 AC2 CA2

日吉大社
山本　雪乃　（小学校１年生）

琵琶湖
矢島　承太郎　（小学校２年生）

ひまわり
長谷　一樹　（小学校１年生）

C17 AC17 CA17

夏限定の風景
大平　美樂　（小学校６年生）

かがやく夏の琵琶湖
宮内　桃佳　（小学校５年生）

夏の終わりの花火とびわこ
上野　優佳　（小学校４年生）

C32 AC32 CA32

青と緑
安達　桜咲　（小学校５年生）

朝焼けとともに飛ぶ鳥
山口　和子　（小学校４年生）

わたしのゆめ
生水　理子　（小学校３年生）

C47 AC47 CA47

マウンテン
平松　小次郎　（小学校１年生）

かつら川のきれいな川
枝　遥大　（小学校４年生）

びわこのふうけい
南橋　季依　（小学校１年生）


