
C47 AC47 CA47

石山寺の門前
村居　明尚　（小学校１年生）

きれいな川でプカプカ
岡本　彪佑　（小学校２年生）

すてきな石山えき
江口　結　（小学校２年生）

C32 AC32 CA32

夏の川
谷中　美結　（小学校１年生）

春の唐橋
足立　猛　（小学校１年生）

瀬田の唐橋
𠮷川　友梧　（小学校１年生）

C17 AC17 CA17

夏の近江神宮
出口　理恵　（小学校３年生）

びわこ大津館と魚
金澤　澄怜　（小学校３年生）

びわ湖ホール前の常夜灯
磯田　真帆　（小学校１年生）

C2 AC2 CA2

びわこにうつる花火大会
小川　史織　（小学校３年生）

びわこがめちゃくちゃきれい
諸岩　祐利　（小学校１年生）

大きなふね
森　結菜　（小学校３年生）



C47 AC47 CA47

ぼくがみたびわこ
井上　凌羽　（小学校１年生）

ビアンカ　かっこいいな
石井　颯祐　（小学校１年生）

琵琶湖と自然
嶋田　漣志　（小学校２年生）

C32 AC32 CA32

からはし
大平　華澄　（小学校４年生）

神社に続く道
森脇　なのは　（小学校５年生）

いえからみえるけしき
大石　理人　（小学校１年生）

C17 AC17 CA17

緑と雲の世界
松丸　奏太　（小学校６年生）

西教寺からの最高の景色
深尾　晃生　（小学校４年生）

からはし
岩崎　菜々美　（小学校４年生）

C2 AC2 CA2

公園とうみのこ
森　心音　（小学校５年生）

瀬田の唐橋
花房　佑紀　（小学校５年生）

「唐橋を制する者は天下を制す」
丸茂　遼佑　（小学校４年生）



C47 AC47 CA47

自然いっぱいの森
戸田　心　（小学校３年生）

あさひがきれいなびわこ
西井　梓乃　（小学校２年生）

せたのからはし
藤田　真衣　（小学校２年生）

C32 AC32 CA32

家から見た瀬田川
俣野　瑛斗　（小学校１年生）

自ぜんのびわ湖
足立　朋香　（小学校４年生）

滝のある川
西井　碧海　（小学校３年生）

C17 AC17 CA17

しがけんのくだものとびわこ
大岩　百香　（小学校２年生）

美しい琵琶湖
森田　想夏　（小学校６年生）

大石の川
森　和　（小学校６年生）

C2 AC2 CA2

神社から見える自然の風景
森脇　さくら　（小学校２年生）

大すきなふるさとの自然
森脇　すみれ　（小学校２年生）

夕やけ
大石　沙奈　（小学校５年生）



C47 AC47 CA47

やさしい川
松宮　采亜　（小学校１年生）

芝桜と琵琶湖
坪田　未夢　（小学校６年生）

豊かな自然とびわこ
髙間　しずく　（小学校６年生）

C32 AC32 CA32

街と琵琶湖の絵
村上　裕俐　（小学校２年生）

たのしみな　あさやけ
須佐見　小春　（小学校１年生）

「からはし」の絵
櫻井　遙人　（小学校３年生）

C17 AC17 CA17

瀬田の唐橋
井田　瑞希　（小学校５年生）

山を走る坂本ケーブル
牛込　莉彩子　（小学校５年生）

近江大橋と瀬田川
平田　大輔　（小学校５年生）

C2 AC2 CA2

すてきな唐橋
加藤　優来　（小学校４年生）

緑の中を走る坂本ケーブル
牛込　有亮　（小学校３年生）

夕日に染まる唐橋
佐々木　未羽　（小学校４年生）



C47 AC47 CA47

森にひそむ幻住庵
神原　圭汰　（小学校３年生）

「大津の自慢、みんなの唐橋」
竹村　優菜　（小学校３年生）

びわこのまわりのいろんなもの
吉田　馨乃　（小学校３年生）

C32 AC32 CA32

プリンスホテルの見える風けい
内藤　柚果　（小学校４年生）

御霊神社の鳥居
上田　莉子　（小学校４年生）

俵藤太が見ている景色
三井　理央　（小学校４年生）

C17 AC17 CA17

みんなの琵琶湖
奥田　承太朗　（小学校１年生）

上から見たびわこ
吉田　漣晟　（小学校１年生）

せ田のから橋
吉村　大智　（小学校４年生）

C2 AC2 CA2

いつも通る道
髙杉　一花　（小学校６年生）

唐橋が見える通路の風景
内藤　李実　（小学校６年生）

朝の唐橋
和田　拓真　（小学校２年生）



C47 AC47 CA47

ぼくの町のきれいな川、大戸川
平尾　達貴　（小学校２年生）

田上山の景色
村田　陽花　（小学校５年生）

びわ湖の中の大鳥居
井上　ひなの　（小学校５年生）

C32 AC32 CA32

田上のしぜん
辻　真莉亜　（小学校３年生）

大津の花火大会
藤井　愛結子　（小学校３年生）

びわこ
田村　寛菜　（小学校２年生）

C17 AC17 CA17

ござ走り
須佐見　大地　（小学校３年生）

びわ湖の夏の夜
豊辻　琴音　（小学校３年生）

夏がいっぱい自然
太田　恵生　（小学校３年生）

C2 AC2 CA2

南ごうあらいぜきの山と川
横井　友哉　（小学校３年生）

唐橋のろうそく
川口　倖　（小学校２年生）

瀬田川と唐橋
大橋　涼晴　（小学校１年生）



C47 AC47 CA47

つよくて　うつくしい　ひまわり
井上　成　（小学校１年生）

きれいなしぜんの田上山
平尾　和花　（小学校１年生）

さかもとのけしき
青松　虹生　（小学校１年生）

C32 AC32 CA32

瀬田川令和大橋
浅田　遥　（小学校５年生）

花火を見るねずみ
山本　心結　（小学校３年生）

瀬田の唐橋
上野　紗和　（小学校４年生）

C17 AC17 CA17

天神川の風景
平田　千絵莉　（小学校４年生）

かがやく木々と瀬田川とチョウ
長尾　梨子　（小学校６年生）

夏の南郷洗堰
廣瀬　由紀那　（小学校６年生）

C2 AC2 CA2

家から見るふうけい
青山　松史　（小学校５年生）

瀬田川令和大橋
田中　咲也子　（小学校４年生）

から橋のゆう日
中西　風斗　（小学校４年生）



C47 AC47 CA47

おかの上の町
卯田　愛莉　（小学校２年生）

びわ湖でキャンプ
三浦　結愛　（小学校２年生）

こうもりのいる町
北村　茉優　（小学校２年生）

C32 AC32 CA32

生きものが生きる美しい川
勝田　愛寿　（小学校２年生）

日よしさんの川
西　陽那果　（小学校２年生）

きれいなひまわり
髙澤　遥香　（小学校２年生）

C17 AC17 CA17

ぼくのすきなけしき
中川　結晟　（小学校１年生）

日吉大社
松實　珠理奈　（小学校１年生）

ぼくのまち　さかもと
守屋　壮琉　（小学校１年生）

C2 AC2 CA2

日吉大社の鳥居
土居　朔琉　（小学校１年生）

坂本のびわこ
前田　莉心　（小学校１年生）

びわことふね
下村　恵輔　（小学校１年生）



C47 AC47 CA47

白鬚神社
富川　椎菜　（小学校３年生）

わたしのまち
山﨑　有紗　（小学校３年生）

海
山本　雫月　（小学校３年生）

C32 AC32 CA32

日吉大社と緑
山本　飛燕　（小学校３年生）

うみのこ
大本　美羽　（小学校３年生）

自宅からの夜景
井上　英梨　（小学校３年生）

C17 AC17 CA17

いねとびわ湖
中里　奏月　（小学校２年生）

セミ
谷口　保美　（小学校２年生）

広い琵琶湖
下村　洋輔　（小学校３年生）

C2 AC2 CA2

一人じめのさいきょうじ
上田　朔　（小学校２年生）

うきみどうとびわこ
大澤　健博　（小学校２年生）

うきみどうのけしき
大澤　優希子　（小学校２年生）



C47 AC47 CA47

琵琶湖のすてきさ
清水　ねね　（小学校５年生）

ひまわり畑
山形　桃華　（小学校５年生）

夕日
谷口　晴香　（小学校５年生）

C32 AC32 CA32

花と緑の町作り
江口　梨心　（小学校５年生）

花と緑の町作り
河野　由奈　（小学校５年生）

日吉大社
髙阪　凛　（小学校５年生）

C17 AC17 CA17

緑の木々と青い空
松尾　大賀　（小学校４年生）

みどりがいっぱいの公園
浅井　萬葉子　（小学校５年生）

華やかな西教寺
上田　百華　（小学校５年生）

C2 AC2 CA2

みどりの花
浦野　花萌　（小学校４年生）

大津の公園
森重　宏仁　（小学校４年生）

美しい近江神宮楼門
川村　佳菜　（小学校４年生）


