
C47 AC47 CA47

琵琶湖
山本　瑞希　（小学校６年生）

大きな田と家
小島　凜也　（小学校６年生）

白鬚神社の鳥居
中西　彩晴　（小学校５年生）

C32 AC32 CA32

浮御堂
小坂　莉子（小学校６年生）

石積
柴田　祐樹　（小学校６年生）

琵琶湖の夕日
清水　こころ　（小学校６年生）

C17 AC17 CA17

近江大橋からの景色
川島　今日花　（小学校６年生）

近江神宮　外拝殿
川村　柚子　（小学校６年生）

夕暮れの浮御堂
大南　永愛　（小学校６年生）

C2 AC2 CA2

夏の日吉大社
吉永　朱里　（小学校５年生）

浮御堂
山本　侑弥　（小学校５年生）

山の上
山本　梛　（小学校６年生）



C47 AC47 CA47

浮御堂と琵琶湖
竹藤　雄星　（小学校４年生）

山
竹下　怜杏　（小学校２年生）

夏のあさがお
神田　心　（小学校２年生）

C32 AC32 CA32

坂本のケーブルカー
分部　桜雅（小学校４年生）

夏休みに見たびわ湖
木戸　晴久実　（小学校４年生）

夜のびわ湖
和佐野　環　（小学校４年生）

C17 AC17 CA17

なぎさ公園
上岡　蒼一朗　（小学校４年生）

びわこ
山根　匠人　（小学校１年生）

びわ湖であそぼう
鎌田　麻鈴　（小学校４年生）

C2 AC2 CA2

きれいなびわこ
佐藤　つきひ　（小学校１年生）

きれいな花火
福井　大翔　（小学校３年生）

石山寺
野間　心々音　（小学校５年生）



C47 AC47 CA47

横川中堂
小林　きとり　（小学校５年生）

ミシガン
分部　楓士　（小学校３年生）

日吉さん。
山下　美子　（小学校３年生）

C32 AC32 CA32

緑の馬蹄
西村　颯真（小学校５年生）

氏神さん
室野　正磨　（小学校５年生）

琵琶湖のほとり
池田　誉成　（小学校５年生）

C17 AC17 CA17

仰木、馬ていの田んぼ
西村　南菜子　（小学校２年生）

ビワコオオナマズのかぞく
片桐　杏奈　（小学校２年生）

ことしもびわこはきれいだな
和佐野　光　（小学校２年生）

C2 AC2 CA2

やさしいびわこ
木戸　彩晴　（小学校２年生）

菜の花畑
神吉　結愛　（小学校２年生）

あみをもってさかなを
つかんでいるところ

鎌田　海愛　（小学校２年生）



C47 AC47 CA47

水の中には生き物がいっぱい。
田中　遥香　（５歳児）

おいしいすいか
白須　菜々美　（５歳児）

かわいいさかなたち
田坪　功聖　（５歳児）

C32 AC32 CA32

大好き！琵琶湖
井ノ口　琥太郎（小学校１年生）

なかよしかえる
蓮　ひより　（５歳児）

幼稚園でじゃがいも
掘りをしたよ。

横田　拓士　（５歳児）

C17 AC17 CA17

京阪膳所本町駅踏切
池口　すゑ子　（６４歳）

夏の三井寺
西田　颯花　（小学校３年生）

ひともむしもみどりもたくさん
石川　美桜　（小学校１年生）

C2 AC2 CA2

夕方
小松　暁弥　（小学校３年生）

延暦寺へ出発
松原　実日子　（小学校１年生）

桜花爛熳
橋本　宗次　（７１歳）



C47 AC47 CA47

楽しく家族でバーベキュー
櫻間　大我　（小学校４年生）

唐崎の松
曽屋　和貴　（小学校４年生）

夏の日吉大社
大西　穂実　（小学校４年生）

C32 AC32 CA32

琵琶湖へ続く川の生き物
古川　結愛（小学校４年生）

おごと花火
奥村　咲空　（小学校２年生）

きれいなびわこ
森丘　莉心　（小学校２年生）

C17 AC17 CA17

三井寺の山門
伊藤　大智　（小学校６年生）

もうすぐいねかり
上田　智成　（小学校５年生）

サイクリングで見た浮御堂
森丘　悠慎　（小学校５年生）

C2 AC2 CA2

おたまじゃくしが
  かえるになったよ

山﨑　千尋　（５歳児）

じゃがいものなかでかくれんぼ
西並　夏希　（５歳児）

おおきなじゃがいも
吉岡　良　（５歳児）



C47 AC47 CA47

七本柳の山王鳥居
宗村　優那　（小学校３年生）

夏の日吉大社
大西　幸穂　（小学校６年生）

ひえいざんのケーブル
吉森　凪咲　（小学校１年生）

C32 AC32 CA32

白鬚神社
成瀬　愛子（小学校６年生）

夏の日吉大社
堀　碧衣　（小学校３年生）

そびえたつとりい
細川　誠輝　（小学校３年生）

C17 AC17 CA17

夏の大津
（日吉大社七本柳鳥居）

栗山　莉奈　（小学校３年生）

びわこのしあわせ
山下　璃乃　（小学校１年生）

家の窓から見た比叡山と田んぼ
堀川　美咲　（小学校６年生）

C2 AC2 CA2

坂本城跡
大西　晃生　（小学校４年生）

山王鳥居と滋賀の緑
吉本　歩実　（小学校４年生）

きりんがくる
橋本　優那　（小学校３年生）



C47 AC47 CA47

春と歴史の交点
辻　歩乃果　（中学校２年生）

夏の琵琶湖畔
森川　更紗　（中学校１年生）

夢の花火
田村　要　（中学校１年生）

C32 AC32 CA32

西教寺の門から見える
美しき琵琶湖

小林　亮太朗（中学校２年生）

出港
加藤　優季　（中学校２年生）

夏の日の長等神社
野嶋　晏和　（中学校２年生）

C17 AC17 CA17

時を重ねる唐橋
船越　久嗣　（中学校３年生）

湖上仏堂・浮御堂
川﨑　友徳　（中学校３年生）

夕日が広がる世界
吉野　由莉　（中学校２年生）

C2 AC2 CA2

ミシガンと春の琵琶湖の風景
稲垣　考騎　（４歳）

朝日を浴びる京阪電車
稲垣　充騎　（４歳）

琵琶湖疏水
中居　照代　（８７歳）



C47 AC47 CA47

びわこ大橋
中川　友里　（小学校２年生）

自然ゆたかなびわこ
本山　太智　（小学校３年生）

びわ湖大橋
重松　ゆいな　（小学校４年生）

C32 AC32 CA32

ショッピングセンターのある町
西村　渚（小学校１年生）

なつの日吉大社
山本　朱利　（小学校１年生）

おうみじんぐう
髙橋　穂乃実　（小学校２年生）

C17 AC17 CA17

～リフレクション～
籔内　もか　（中学校１年生）

水面に浮かぶ瀬田の唐橋
中西　美乃　（中学校１年生）

びわこにヨットが
  うかんでいるよ。

西村　こはる　（小学校１年生）

C2 AC2 CA2

六ツ矢崎浜の夕暮れ
鹿谷　優衣奈　（中学校１年生）

浮御堂と青
川﨑　玲央奈　（中学校１年生）

自宅から見る大津の街並み
岩﨑　瑛里菜　（中学校１年生）



C32

びわ湖の夏
坂田　芽衣奈（小学校３年生）

C17 AC17 CA17

白鬚神社
中尾　駿佑　（小学校５年生）

白ひげ神社と琵琶湖
山田　敬太　（小学校６年生）

琵琶湖テラスの絵
下房　日向乃　（小学校６年生）

C2 AC2 CA2

夕陽と白鬚神社の鳥居
山極　陽菜　（小学校４年生）

びわこ箱館山
吹原　友実　（小学校４年生）

大好きな大津市
森口　結芽　（小学校５年生）


