
C2 AC2 CA2

道風神社
谷　芽依　（小学校４年生）

びわ湖大はしとびわ湖
溝　桜笑　（小学校４年生）

夕日が沈んだ頃の白髭神社
永田　理緒　（小学校４年生）

C17 AC17 CA17

浮御堂
永原　芯　（小学校４年生）

琵琶湖のアユとビワマス
関谷　大翔　（小学校１年生）

裏のお寺と比良山
草野　時矢　（小学校１年生）

C32 AC32 CA32

大好きな琵琶湖と
　ビワコオオナマズ

長谷川　哲孜　（小学校１年生）

車から見た琵琶湖
杉本　莉瑚　（小学校１年生）

びわこでたのしくあそんだよ。
岡田　仁菜　（小学校１年生）

C47 AC47 CA47

私の琵琶湖
中川　華　（小学校１年生）

びわ湖とにじ
中野　裕斗　（小学校４年生）

ひまわり畑
永井　日向　（小学校４年生）



C2 AC2 CA2

いつもすぐ側にある風景
原田　海都　（小学校４年生）

比良の山々とびわ湖
伊吹　友翔　（小学校１年生）

やまとびわこ
藤野　雅　（小学校１年生）

C17 AC17 CA17

きらきらびわこ
清水　希美　（小学校１年生）

和邇川の風景
伊藤　穂高　（小学校３年生）

花火に願いを込めて
木村　美月　（小学校３年生）

C32 AC32 CA32

西教寺宗祖大師殿唐門の景色
岩本　真愛　（小学校３年生）

なつのびわこの景色
永田　理矩　（小学校２年生）

広い湖
島津　新　（小学校２年生）

C47 AC47 CA47

たのしいさんぽ仲間
粟谷　蒼介　（小学校２年生）

家の２階から見える景色
駒井　紗奈　（小学校６年生）

夕暮れと琵琶湖大橋
星野　ゆり　（小学校６年生）



C2 AC2 CA2

来年はここで花火を
見れたらいいね。

三田村　花　（小学校５年生）

木元神社
松田　優人　（小学校５年生）

びわ湖バレイから見た、
山、びわ湖、空！！

小島　凜太朗　（小学校３年生）

C17 AC17 CA17

お盆の風景と比良山
草野　響己　（小学校３年生）

びわこのけしき
松山　結輝　（小学校３年生）

かっこいいかぶとむしと
くわがたむし

杉本　結斗　（５歳児）

C32 AC32 CA32

かっこいいかぶとむしと
くわがたむし

中原　直希　（５歳児）

かぶとむしのかぞく
髙原　愛子　（５歳児）

かっこいい　くわがたむし
藤田　愛依　（５歳児）

C47 AC47 CA47

かっこいい　かぶとむし
岡本　ひなた　（５歳児）

かっこいいかぶとむしと
くわがたむし

戸井　明花　（５歳児）

かっこいい　かぶとむし
喜多　美佳　（５歳児）



C2 AC2 CA2

かっこいい　かぶとむし
丸岡　和空　（５歳児）

ざりがにのかぞく
白井　陽華里　（５歳児）

ざりがにのかぞく
杉本　樹一　（５歳児）

C17 AC17 CA17

ざりがにのかぞく
住永　柊　（５歳児）

かっこいいかぶとむしと
くわがたむし

井上　絆　（５歳児）

かっこいい　かぶとむし
宗田　瑠奈　（５歳児）

C32 AC32 CA32

桜と三井寺
田代　楓薫　（小学校６年生）

びわこに大きな鳥
磯野　みなみ　（小学校２年生）

瀬田の唐橋
大西　澪央　（小学校６年生）

C47 AC47 CA47

三井寺の門
河合　佳月　（小学校６年生）

にじいろかたつむり
髙島　結衣　（小学校１年生）

大津の自然
北村　凛花　（小学校５年生）



C2 AC2 CA2

和邇川のアオハダトンボ
今野　結翔　（小学校２年生）

青空
馬　殿翔　（小学校４年生）

虹色風鈴
岡田　琉愛　（小学校２年生）

C17 AC17 CA17

花火を見る琵琶湖の魚たち
蜂谷　泉月　（小学校２年生）

わたしと三井寺の門
河合　遥　（小学校２年生）

うみ
鈴木　勘太　（小学校３年生）

C32 AC32 CA32

夏の自然
古武　拓真　（小学校４年生）

びわこでさかなとり
安井　純音　（小学校１年生）

びわこでおよいだよ
宮本　悠幹　（小学校１年生）

C47 AC47 CA47

琵琶湖と大津プリンスホテル
清水　海斗　（小学校１年生）

びわことはな
ながお　ももか（小学校１年生)

あらいぜき
荒井　想生　（小学校１年生）



C2 AC2 CA2

びわこのえ
有末　依加　（小学校１年生）

みずうみのゆうひ
中西　咲絵　（小学校１年生）

和田神社の風鈴まつり
尾張　美空　（小学校１年生）

C17 AC17 CA17

ひらのじんしゃ
若山　実生　（小学校１年生）

琵琶湖で魚つり
北　大次郎　（小学校１年生）

わたしがすんでるまち
服部　純　（小学校１年生）

C32 AC32 CA32

びわことプリンスホテル
越智　かんな　（小学校１年生）

琵琶湖
松山　佳穂　（小学校１年生）

石だたみの　きれいな　びわこ
益成　優里　（小学校２年生）

C47 AC47 CA47

サワガニみつけたよ！
西川　楓太　（小学校２年生）

ミシガン
もり　たつき　（小学校２年生）

びわこの日じょう
みしま ゆうせい（小学校２年生)



C2 AC2 CA2

夏の近江大橋と琵琶湖
寺嶋　俊人　（小学校２年生）

びわ湖と夕やけ
植木　梨湖　（小学校２年生）

きれいなびわこ
小松　生　（小学校２年生）

C17 AC17 CA17

びわこと花火
手じま　ここ海（小学校２年生）

ひわこの夕日
能美　晴（小学校２年生）

ぼくの大すきなけ色
あらほり たかおみ（小学校３年生)

C32 AC32 CA32

朝のおさんぽ
田中　彩葵　（小学校３年生）

かがやく琵琶湖
野中　彩加　（小学校３年生）

プリンスホテルと、
びわこと、朝日。

小下　杏　（小学校３年生）

C47 AC47 CA47

大津プリンスとびわこ
後藤　まひろ　（小学校３年生）

びわ湖にうかぶりっぱな
『ミシガン』

大埜　える　（小学校３年生）

近江大橋の朝
佐藤　美桜　（小学校３年生）



C2 AC2 CA2

夜空に広がるびわこ花火
大野　葵生　（小学校３年生）

お山
長谷　彩愛　（小学校３年生）

びわこのうつくしい風けい
関　空希　（小学校３年生）

C17 AC17 CA17

びわこと山
岡本　穂月　（小学校３年生）

びわこと夕焼け
北村　愛莉　（小学校３年生）

自ぜんと大宮川
草薙　希泉　（小学校４年生）

C32 AC32 CA32

琵琶湖　ドローからの写し絵
堀　諒介　（小学校４年生）

夏の日吉大社
薬師　蓮　（小学校４年生）

仲間がいっぱい琵琶湖
藤𠩤　美波　（小学校４年生）

C47 AC47 CA47

琵琶湖と夕日
小松　楽　（小学校４年生）

日吉大社
木本　悠香　（小学校４年生）

こもれび
池口　聡人　（小学校４年生）



C2 AC2 CA2

初めてえがいた教会
松村　來音　（小学校５年生）

弟と友達が
びわ湖をながめている。

池谷　すずな　（小学校５年生）

わたしたちのびわこ
足立　花実　（小学校５年生）

C17 AC17 CA17

こんなところに　カブト虫
川嶋　伶児　（小学校５年生）

羊雲と緑
杉浦　蒼唯　（小学校５年生）

西武大津のある街並
川村　健人　（小学校５年生）

C32 AC32 CA32

静かな丘
安藤　花音　（小学校５年生）

びわこ
木下　朋香　（小学校５年生）

琵琶湖にうつる噴水と月
山田　晏寿花　（小学校５年生）

C47 AC47 CA47

日牟禮八幡宮
白井　亨明　（小学校６年生）

おうみ大はしとびわ湖
北村　康介　（小学校６年生）

夕暮れの光
中井　歌穂　（小学校６年生）



C2 AC2 CA2

美しい唐橋と自然
瀬町　穂香　（小学校６年生）

私が思う滋賀の美しい　
文化・景色

小森　千晴　（小学校６年生）

小さい頃からずっと見ていた風景
稲葉　沙保　（小学校６年生）

C17 AC17 CA17

青い海と青い空
内田　小鉄　（小学校６年生）

夕暮れにそまる近江大橋
田中　夏帆　（小学校６年生）

お気に入りのひわこのふうけい
松田　華穂　（小学校３年生）

C32 AC32 CA32

そらとびわこ
吉川　珠央　（小学校１年生）

琵琶湖のうみのこ
鍋嶋　春希　（小学校２年生）

高しまちぢみの
にじのカーテンからみえたびわこ
三宅　胡実　（小学校３年生）

C47 AC47 CA47

びわこがみえるおか。
三宅　華　（小学校１年生）

びわこのふんすいとミシガン
川本　芽以　（小学校１年生）

母なる琵琶湖
奥村　紘暢　（小学校５年生）


