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小学校の部
入賞作品

ひと休み
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撮影地：長野県塩尻市

先生からのひとこと

反町 維吹
群馬県
高崎市立長野小学校 6 年生

赤い大きな傘の下で、数人の神官が談笑している姿をいい
タイミングで捉えています。
神官の動きに変化があり、大きな傘を中心にした情景描写
が見事です。

このたびは金賞にえらんでいただき、ありがとうござ
います。
この写真は、お父さんと、お兄ちゃんと一緒に、長野
県のお祭りに行った時の写真です。お祭りの人が休憩を
している姿を撮りました。このような賞がとれてとても
うれしいです。また、来年も応募したいのでがんばって
色々な写真を撮っていきたいと思います。

道のある風景 2018
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第 回 小学校の部

なすの川に行く道

31

撮影地：栃木県

先生からのひとこと

半分裸の子供は、何処へ遊びに行くのでしょう。両手に一
杯の遊び道具を持って楽しそうに見えます。

松山 光緒
埼玉県 草加市立高砂小学校 4 年生
この度は銀賞に選んでいただきありがとうございました。
この写真は、家族で那須の川へ遊びに行ったときに、川へつ
ながる小道を弟がどんどん一人で進んでしまい、それを追い
かけながらとったものです。みんな、早く川に入りたくてウ
キウキしていました。私は姉弟がたくさんいるので、これか
らもお母さんに負けないくらい家族の写真をたくさん撮った
り、また選ばれるように素敵な写真をとれるように頑張りた
いと思います。

夏休み！昔の日本にタイムスリップ

先生からのひとこと

大きなカーブミラーを画面の中心に入れた構図が見事で
す。空の白い雲を生かして画面構成をしているので、夏休み
のイメージが強く表現されています。

髙村 奏太
埼玉県 草加市立高砂小学校 4 年生
銀賞に選んでいただき、とてもうれしいです。ありがとう
ございます。
この写真は、夏休みに家族旅行で白川郷に行った時の 1
枚です。とても暑い中、散歩していると、お母さんの上にあ
るミラーにきれいな景色がうつっていたので写真を撮りまし
た。その日は、かやぶき屋根の宿に泊まり、お腹が真っ赤な
アカハライモリにも会えたので楽しかったです。また、道の
ある風景を探しに家族で旅行したいです！
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撮影地：岐阜県白川郷

第 回 小学校の部

朝の散歩

31

撮影地：茨城県水戸市

先生からのひとこと

朝の散歩でしょうか。人の直ぐ後ろをついて行く黒鳥の姿が可愛らしいです
ね。木の影を生かせています。

大嶋 琉弥
茨城県 茨城大学教育学部附属小学校 5 年生
この写真は、父と夏休みの朝に水戸市にある千波湖の周りを散歩したときに撮影し
ました。
千波湖には、白鳥や黒鳥など沢山の鳥が暮らしています。黒鳥がマラソンをしてい
る人と一緒に並んで歩いている様子がとてもかわいかったので、シャッターを押しま
した。千波湖は、人と生き物が上手に共存している素敵な場所だと思います。

うばわれる金沢駅
撮影地：石川県金沢市

先生からのひとこと

金沢駅をつかみ取ろうとしているアイデアが素晴らしい。
写真の機能を生かしていて見事です。

海老根 拓斗
茨城県 茨城大学教育学部附属小学校 5 年生
この度は、銅賞に選んで頂き、ありがとうございます。
この写真は、夏休みのはじめ、家族と一緒に金沢へ旅行した時に
撮影したものです。最初は、鼓門だけを撮影しようと思ったのです
が、それだけでは面白くないので、遠近法を使い金沢駅が巨人に奪
われるイメージを撮影してみました。
これからも、色々な方法を使って面白い写真を撮っていきたいと
思います。

シカさんぽ
撮影地：山形県山形市

先生からのひとこと

いかにもさむそうな冬の日、一頭の鹿が遠くを見つめてい
るようにみえます。雪国のちょっとした一コマですね。

寺内 弘志
茨城県 茨城大学教育学部附属小学校 6 年生
蔵王温泉にスキーに行った帰りのことでした。野生のシカが湯け
むりが出ているところでゆっくりとしていました。目の前に行って
も動こうとしません。雪がシカの体の上にどんどん積もってきまし
た。寒くなったのか静かに歩道を歩きだしました。この後道路を横
切り、山へ帰っていきました。シカが散歩をしているかのようでし
た。目の前の写真も撮りましたが、歩いている後ろ姿が少しさみし
く感じられたのでこの写真を選びました。待っている家族はいるの
かなぁ。

道のある風景 2018
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第 回 小学校の部

つり橋効果 お兄ちゃん手をはなさないで

31

撮影地：茨城県高萩市

先生からのひとこと

一本の長い吊り橋を画面の中心にして、橋の持つスケール感
を強調し、
遠近感を生かしています。三人のとらえ方も見事です。

成田 海葉音
埼玉県 草加市立高砂小学校 3 年生
この写真は、夏休みにいばらきへ行った時さつえいしたものです。
初めてのつり橋に、楽しさ半分こわさ半分の妹が、兄の手をしっ
かりにぎりしめているすがたが、とてもかわいかったです。
『道と道をつなぐ、つり橋も道だ！』と思って写真をとりました。
この後、わたしもゆれるつり橋をわたりました。ドキドキしました。

しゃぼんだま
撮影地：長野県上伊那郡飯島町

先生からのひとこと

子供達は誰に向かって手を振っているのかと思っていたら、
シャボン玉なのですね。なんとも可愛らしい光景です。

嶋田 優羽
神奈川県 相模原市立大野台中央小学校 3 年生
夏休みに祖父母の家に泊まりました。ここは遠方に住んでいる従
妹たちと会うことができるので、毎年楽しみにしている場所です。
この日は、みんな大好きなしゃぼんだまで遊びました。初めは苦戦
していましたが、すぐにたくさん飛ばすことができるようになりま
した。おじいちゃんは、「この家を建ててよかった」と笑っていま
した。また来年も一緒に遊ぼうね。
銅賞取って、どうしよう。

影と友達
撮影地：山梨県西八代郡市川三郷町

先生からのひとこと

影と友達というタイトルが面白いですね、四人の友達をシ
ルエットで表現しているのが新鮮です。

笠井 あずみ
山梨県 市川三郷町立六郷小学校

5 年生

小正月の行事で地域の子供クラブで獅子舞をした時の一枚です。
澄んだ空気に朝日が友達の背中から差し込み、ジャンプしたとこ
ろを撮りたかったのですがタイミング悪く跳ねる直前の様子になっ
てしまいました。
そのお陰で面白い影の写真を撮れて良かったです。
2 年生の時の銀賞には及びませんでしたが、昨年の努力賞を上回
る成績で良かったです。
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中学校の部
入賞作品

男の友情

撮影地：埼玉県

第 回 中学校の部
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先生からのひとこと

男の友情というタイ
トルが愉快です。しっ
かりと肩を組んでいる
二人の姿が印象的です。

峯 翔琉
埼玉県 さいたま市立
大成中学校 3 年生

この度は、金賞という素晴らしい賞に選んでいただきあ
りがとうございます。まさかこのような賞をいただけると
は思っていなかったのでびっくりしました。この写真は弟
と弟の一番の仲良しの友達を撮ったものです。二人が、
「オ
レ達ずっと友達だもんね」と言いながらがっちりと肩組み
して歩いている所を撮りました。二人の先に写っている道
がこれからも続く二人の友情を表しているように見えて、
ほほえましく思わずシャッターをきりました。金賞をいた
だけて本当に嬉しかったです。ありがとうございました。
道のある風景 2018
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都会の道

撮影地：東京都千代田区

第 回 中学校の部

31

先生からのひとこと

何か急な事件があったのでしょうか。
道を急いで封鎖している様子が画面か
ら伝わってきます。

髙栁 優都
茨城県 神栖市立
神栖第二中学校 3 年生

この度は、銀賞という素晴らしい賞を頂きありがとうございました。こ
のような賞を頂けるなんて思ってもいなかったので、とても嬉しいです。
この写真は、家族と東京へ行ったときに撮影した写真です。私は、いつ
も行く東京の道の様子と違った光景だったので思わずシャッターを切りま
した。これからも、写真をたくさん撮りたいと思いました。

梨収穫の帰り道

先生からのひとこと

収穫は良かったのでしょうか。車にのせ家路につく二人の
楽しそうなうしろ姿に満足感があふれています。

小菅 夏希
茨城県 下妻市立東部中学校 2 年生
祖父が育てた梨の収穫を手伝いました。収穫した梨を耕運
機に乗せて帰るときの様子です。祖父と妹が楽しく話をして
います。その後ろ姿がとても微笑ましくほのぼのとしている
ので、写したいなと思い撮りました。祖父とは別に暮らして
いますが、小学生の頃からずっと手伝ってきました。梨畑か
ら家までは約 500 メートルなので、耕運機の速さだと 5 分
くらいの道のりです。ここを耕運機に梨を乗せ、のんびりし
た速さで進みます。ガタガタという振動。まわりの景色を眺
めながら祖父と楽しく話をする道のり。祖父のおいしい梨を
これからも食べられたらいいなと思います。そして、大好き
な祖父が、いつまでもずっと元気でいたらいいなと思います。
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撮影地：茨城県八千代町

雷雲道
撮影地：茨城県常総市

先生からのひとこと

今年は天候不順で雷が多かったようですね。稲光が今にも
雷雨になるような空模様の感じをよく捉えています。

第 回 中学校の部

石塚 理真
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茨城県 常総市立石下西中学校 3 年生
この度は、このようなとても素晴らしい賞をいただき、ありがと
うございました。
この写真は、夏の夕暮れに帰宅する時、正面の空が 2 色に分かれ
ていて片方の黒い雲の中は雷が光っていました。
なかなか起こる事のないような自然現象に驚き、この写真を撮影
しました。
これからも素敵な写真を撮り続けたいと思います。

新年の光
撮影地：埼玉県さいたま市

先生からのひとこと

新年の朝。初日の出をまって撮影したのでしょうか。二人の
姿を包む朝の光が美しいですね。

秋山 智哉
埼玉県 さいたま市立桜木中学校 3 年生
このたびは銅賞に選んでいただき、まことにありがとうございま
した。中学生生活の思い出となる記念の 1 枚になりました。この写
真は、2018 年の元旦に父と一緒に初日の出を見に行った時に撮影
したものです。この日は天気にも恵まれ、大勢の人たちが新年の日
の出を待ちわびていました。親子 2 人がちょうど僕の目の前にいた
ので、新年の光が射し込んだ瞬間を狙ってシャッターにおさめてみ
ました。これからも写真撮影を楽しんでいきたいと思います。

行かないで
撮影地：千葉県松戸市

先生からのひとこと

道が凍っているところをみるとかなりの寒さなのでしょう。
雪を踏む音が聞こえてくるようです。犬が「行かないで」と
呼びかけているのは飼い主なのでしょうか。

伊藤 あみ
千葉県 松戸市立第五中学校 2 年生
このたびは銅賞をいただき、ありがとうございました。
まさか賞をいただけると思っていなかったので驚きましたが、そ
れ以上にとても嬉しいです。
この写真は、雪が降った時犬と一緒に兄を見送っていた時のもの
です。遠くに行ってしまう兄の後ろ姿に「行かないで」と言ってい
るように見えました。そんなさみしそうな犬の後ろ姿を見て、寒く
ても温かい気もちになり、写真におさめたくなりました。

道のある風景 2018
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2 年後の階段
撮影地：神奈川県横浜市

先生からのひとこと

この階段は、いったい何段あるのでしょうか、目もくらむ
ような凄い階段ですね。その階段を登った先には何が待って
いるのでしょう。

第 回 中学校の部

和田 夢叶

31

千葉県 松戸市立第五中学校 2 年生
この写真は高校生の兄が水泳で関東大会に出場した時の写真で
す。この長い階段を見た時、二年後に絶対にこの長い階段を登りた
い。自分にとって「二年後の階段」だと思い撮影しました。まさ
か銅賞を頂けると思っていなかったので驚きましたが、とても嬉し
かったです。素晴らしい賞をいただきありがとうございました。

夕焼のレインボーブリッジ
撮影地：東京都江東区

先生からのひとこと

遠くにレインボーブリッジが見えるので東京湾なのでしょ
う。夕方の少し暗くなりかけた時間に撮影しているので夕景
がきれいです。

岡田 要
千葉県 松戸市立金ケ作中学校 1 年生
夏休み最後の思い出に、お台場に行った時の写真です。夕焼けの
レインボーブリッジがとてもきれいだったので、撮影しました。レ
インボーブリッジの向こう側には、東京の風景も写し出されていま
す。今度は同じ場所で、夜の風景を撮ってみたいです。

あと少し！
撮影地：静岡県下田市

先生からのひとこと

急な坂道を登ってくる二人。向う側には青い海が広がって
います。山の間から見える海との構図が美しいですね。

田中 みなみ
千葉県 松戸市立金ケ作中学校 2 年生
この度はこのような賞を頂き、ありがとうございました。銅賞を
頂けるとは思っていなかったので、結果を知ったときはとても驚き
ました。この写真は、夏の家族旅行中に兄と弟が長い急坂を必死に
登っている姿を見て、「頑張れ、あと少し！」という思いで撮った
写真です。自分の中でもお気に入りの写真だったので、このような
結果を残せることができ嬉しいです。私は写真を撮ることが好きな
ので、これからもたくさんの写真を撮り、思い出を記録に残してし
ていきたいと思います。ありがとうございました。
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高等学校の部
入賞作品

跳べ !!

撮影地：長崎県佐世保市

第
回 高等学校の部

31

先生からのひとこと

跳べ！というタイト
ルが面白い。沢山のカ
ラフルな傘に向かって
ジャンプしている女性
の姿がいいですね。若
さがあふれています。

中野 未羽
東京都
共立女子高等学校 2 年生

このような素晴らしい賞をいただくことができ本当に嬉し
く思います。この写真は、修学旅行で長崎のハウステンボス
に行った時のものです。頭上に敷き詰められたカラフルな傘
が美しく魅力的で、その下で友人に、脚が私の納得のいく形
になるまで何回もジャンプしてもらいました。受賞が決まっ
た時、友人に真っ先に報告しました。二人はまるで自分のこ
とのように喜んでくれました。この作品は私一人では完成で
きなかったものです。これからも様々な人との関わり大切に、
写真を撮っていきたいです。本当にありがとうございました。
道のある風景 2018
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夏の日
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撮影地：埼玉県さいたま市

先生からのひとこと

いかにも夏らしい光景を見事に映像
化しています。二人の姿から夏そのも
のを感じます。

宇佐美 光琉
埼玉県 獨協埼玉高等学校 2 年生

右！左！よし！

この度は、数ある作品の中からこの作品を銀賞という栄誉ある作品に選んで
いただき、ありがとうございます。この作品は夏休みに埼玉にあるヒマワリ畑
へと出かけた際に撮ったものです。私が行った時には時期が遅く、ヒマワリは
あまり上手に撮影できませんでしたが、その時に白いワンピースを着た二人が
道を歩いているのを見てこんな枯れかけのヒマワリ畑で映える格好をしている
二人をカメラに捉えました。私は今回フォトコンテストに初めて参加しました。
そこでこのような賞をいただけてとても励みになります。この先も自分の写真
の精度を上げていけるように努力をしていきます。ありがとうございました。

撮影地：神奈川県鎌倉市

先生からのひとこと

踏切の所に立ち止まって、左右の安
全をたしかめている姿にリアリティが
あります。

西山 千里子
東京都 富士見高等学校 1 年生
10
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この度はこのような素晴らしい賞を頂き、ありがとうございます。この写真は、
校外学習で行った鎌倉で、踏み切りを渡ろうとしている友人を撮りました。道の
途中には電車が通ったりもする、そんな所を撮ってみました。踏み切りがあって
も安心せず、きちんと右と左を確認する友人の真面目さと、これから雨上がりの
鎌倉を探検するワクワク感を表現しました。この踏み切りの先には何があるのか、
そして、先を急いでいるにも関わらず、安全確認を怠らない友人の姿を伝えられ
たと思います。これからも、どんな一瞬を切り取っていけるか、楽しんでいこう
と思います。

特別な帰宅路
撮影地：東京都台東区

先生からのひとこと

かなり寒い夜なのでしょう。雪のつもった帰り道は、寒さ
が一層身にしみるので早く帰りたいでしょうね。

櫻井 真奈
東京都 都立工芸高等学校 3 年生

第

このたびはビックカメラ賞を受賞させていただきありがとうござ
いました。いつも使っている通学路がこの日は雪の影響で白く輝い
ていたのがとてもきれいだったので撮影しました。歩いている人々
も景色に見とれながらも雪がひどくならないうちに帰ろうとしてい
る様子が面白かったです。普段はあまり気にとめない道もいつもと
違うと特別なものになるのだという発見がありました。これからも
自分が面白いと思ったものを積極的に撮り続けていこうと思います。

回 高等学校の部
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紫陽花に惹かれて
撮影地：栃木県鹿沼市

先生からのひとこと

洒落たタイトルですね。両側に提灯が沢山飾られた道は紫
陽花が一斉に咲いたらさぞや美しいでしょう。時間によって
表情が大きく変わるのでしょうね。

相羽 もも華
栃木県 県立鹿沼商工高等学校 2 年生
この度は、銅賞に選んでいただきありがとうございます。まさか
こんなにすばらしい賞をいただけるなんて思っていなかったので驚
きました。この写真は栃木県鹿沼市にある磯山神社で撮影しました。
夫婦で歩いていたり、あじさいにカメラを向けていたりと、さまざ
まな様子を狙って撮りました。鳥居の先が白く明るいことで手前の
あじさいとの境界線が表現できたと思いました。これからも賞をい
ただけた喜びを胸に精一杯頑張っていこうと思います。本当にあり
がとうございました。

祭りの日の道
撮影地：埼玉県皆野町

先生からのひとこと

この独特の形をしたのはまといでしょうか。高く振り上げ
る様子が楽しそうです。その様子を高いアングルから撮影し
ているのが見事です。

加島 ゆみ
埼玉県 県立新座高等学校 3 年生
入賞通知頂きまして、ありがとうございました。
入賞作品「祭りの日の道」は、秩父地方皆野町立沢地区で、昔か
ら伝わっている、夏祭りの「立沢の虫送り」です。悪霊が悪疫を虫
に対して例え、災いがないようにと送り出す、古くから伝わる伝統
的夏祭り行事と言われています。行列が、3 地区を回り、坂道を下っ
て行く 3 本の梵天が、夏の風になびいて行く山村の 1 枚です。
こんな素敵な祭りが、いつまでも続くように、願っています。

道のある風景 2018
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夕刻の「Y」
撮影地：東京都中央区

先生からのひとこと

夕暮れの首都高速の上を走る一般道路をさらに上から撮り
「Y」と名付けたのが面白いですね。写真全体の青みがうまく
夕暮れの情景を出しています。

生田目 智輝
東京都 都立工芸高等学校 1 年生

第

僕は小さい頃から橋が好きだったので、橋の写真を応募したいと
思いました。道が主役になる橋というと、首都高速道路と橋のコラ
ボレーションが面白い「三吉橋」が思い浮かびました。この橋の魅
力である「Y」の形が綺麗に見える場所を探したり、いろんな時間
帯の写真を撮りに何度も通い、夕方日の暮れる時間帯でひたすら撮
り続けました。銅賞を頂き、とても嬉しいです。ありがとうござい
ました。

回 高等学校の部
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ママとお揃い
撮影地：千葉県茂原市

先生からのひとこと

派手な恰好をした親子ですね。最近はお揃いの恰好をした
人が多いようですが、この親子の姿は人目をひいたでしょう。
大いに楽しんでいるようですね。

光成 萌花
東京都 共立女子高等学校 1 年生
この度は銅賞を頂き、まことにありがとうございます。この写真
は、写真部の撮影会で訪れた茂原七夕祭り会場で撮りました。親子
が手を繋ぎながらお揃いの服を着て歩いていて、仲の良さを全身に
感じ慌ててシャッターを押しました。今回の受賞を励みにこれから
も精進いたします。本当にありがとうございました。

部活帰りの道で
撮影地：神奈川県鎌倉市

先生からのひとこと

思い切り練習をした子供が疲れた体をひきずって帰路につ
いている姿のようです。この格好だと野球の選手でしょうか。

山田 真緒
東京都 共立女子高等学校 2 年生
この度はこのような立派な賞を頂き、どうもありがとうございま
す。この写真は、写真部の活動で北鎌倉に行った時に撮影したもの
です。細い路地で板塀を撮影していたところ、野球の練習帰りの男
の子 3 人が歩いて来ました。横一列で歩いている様子が可愛らしく、
写真を撮らせてもらいました。
これからもたくさん写真を撮り続けたいと思います。本当にあり
がとうございました。

12
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審 査 委 員 の こ と ば
最近、日本では各地で災害が多発しています。日本ではありませんが、インドネシアの
西部で発生した津波で、死者が 300 人以上出る被害が発生して大きな問題となっていま
す。火山噴火が主因で地震を伴わなかったので現地の人も驚いたようです。
地球規模で見ると地震・津波災害や台風・ハリケーン・洪水など自然災害の増加は、大
変大きなテーマなのです。これらの災害は、普通に歩いたり走ったりして日常の生活に使
写真家

う「道」に差し障りがでるのです。

熊切 圭介

このコンクールは「道」がテーマですが、皆さんもその「道」が災害で使えなくなって
しまうことがあることに、ときには関心をもってみてはいかがでしょうか。
［公益社団法人日本写真家協会会長・全日本写真連盟理事・日本写真著作権協会理事］

学校に通う道、近くのコンビニに買いものに行く道、家族と休日に出かけるときに通る
道、ふだんなにげなく通りすぎてゆく道も少し気をつけて見ているといろいろなものを発
見することができますが、そのひとつに道路標識があります。道路を通行する車や自転車
などが安全に通行するためにあるものですが種類で大きく分けると「規制標識」
「指示標識」
「警戒標識」「案内標識」の四種類に分かれます。色の種類は赤、青、黄、緑の四種類、形
写真家

は丸、三角、四角などなどとても多くのものに分類されています。興味のある人は一度パ

木村 惠一

ソコンかスマホで道路標識一覧を見るとよいでしょう。あまりにもたくさんの種類がある
ことにびっくりすると思います。でも一つひとつ追って見ているとまるでクイズをとくよ
うな面白さも発見できると思います。私も若い頃変わった道路標識を見ると写真に撮って
スクラップしていたこともありましたが、歩道を歩いているだけでもこれは一体何を意味
するものか考えこんでしまうようなものにも時には出会います。先日もある街角近くで一
本のポールに青い標識が 8 個。すぐとなりのポールには赤い印のものが 6 個もついて並
んでる姿に出会いました。道路標識は歩行者にとっても道についていろいろなことを教え
てくれます。みなさんも機会をみて道路標識のある道の風景写真に挑戦すると興味深い写
真を撮ることができるかも知れません。ぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。
［公益社団法人日本写真家協会名誉会員・日本写真協会顧問］

「第 31 回道のある風景写真コンクール」に応募して頂いた小学生、中学生、高校生の
みなさん、大変ありがとうございました。
みなさんの作品からはシャッター押したときの周りの音やほのぼのとした雰囲気、また
笑い声や二人の会話が道を通して、今そこに居るかのように感じられました。
道は家の玄関を出たときから私たちの生活に無くてはならないものです。
国土交通省
関東地方整備局
道路部道路情報管理官

そんな空気と同じように普段接している道とともに、これからも写真の中に思い出に残
る一瞬を切り取って頂ければと思います。

伊與田 弘樹

たくさんの応募をしていただき有り難うございました。今年も、4,124 点、2,196 名
から応募を頂きました。小学生、中学生、高校生がとらえた「道」を舞台として人と自然
が醸し出すドラマ作品などがたくさんありました。
ある日、あるときを捉えた沢山の作品の中から、写真家の先生と入賞作品を選定させて
いただきました。入賞作品については、多くの方々に見ていただけますよう、道の駅等で
一般社団法人
関東地域づくり協会
専務理事

後藤 敏行

展示させていただきます。
来年も、
「道のある風景写真コンクール」に多くの皆さんに応募していただきますよう
お願いします。

道のある風景 2018
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学校賞
小学校の部

草加市立
高砂小学校

この度は学校賞を受賞することができ大変嬉し
く思います。本校は、草加市のほぼ中央に位置し、
900 人を超える大規模校です。
夏季休業中の課題として毎年取り組み、多くの
児童が参加しています。この賞を励みとし、また
次年度も参加いたします。

学校賞
中学校の部

常総市立
石下西中学校

この度は、学校賞という素晴らしい賞をいただ
きありがとうございます。
本校では、美術の授業で、「写真の撮り方」に
ついて学習します。また、写真の素材をもとに、
WORD を使ってポスターを作成したり、行事の
写真を昇降口のモニターに映し鑑賞する機会を設
けたりしています。
今回の受賞が、次への意欲や写真への興味につ
ながることと思います。

学
校

学校賞

賞

高等学校の部

東京都立
工芸高等学校

学校賞を受賞させて頂きましてありがとうございます。
本校は昨年創立 110 周年を迎え都立高校の中でも歴史
と伝統のある学校になっています。東京ドーム隣の水道橋
にあり、都立としては唯一の工芸・デザイン系を専門に学
ぶ工業高校です。生徒の 80％以上が女子生徒ですが、グ
ラフィックアーツ科の生徒はカメラを持ち歩くことが多
く、普段から様々な写真を撮影しています。学校が休みの
日には都会を離れいつもと違う風景に出合い、作品制作に
勤しむ生徒も多いです。これからも作品を応募させて頂き
ますので、宜しくお願い致します。
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ご協力いただきました学校一覧表
今年もご協力をいただきましてありがとうございます。
小学校の部
中学校の部
高等学校の部

茨城県

茨城大学教育学部附属小学校

神奈川県 相模原市立大野台中央小学校

埼玉県

草加市立高砂小学校

山梨県

市川三郷町立六郷小学校

千葉県

市川市立若宮小学校

茨城県

下妻市立東部中学校

東京都

江東区立深川第一中学校

茨城県

常総市立石下西中学校

東京都

世田谷区立駒留中学校

茨城県

水戸市立赤塚中学校

東京都

武蔵野市立第六中学校

茨城県

八千代町立八千代第一中学校

東京都

鷹南学園三鷹市立第五中学校

群馬県

伊勢崎市立第四中学校

東京都

女子美術大学付属中学校

群馬県

長野原町立東中学校

東京都

トキワ松学園中学校

埼玉県

鴻巣市立赤見台中学校

神奈川県 厚木市立睦合東中学校

埼玉県

さいたま市立大成中学校

神奈川県 川崎市立枡形中学校

埼玉県

獨協埼玉中学校

神奈川県 相模原市立鵜野森中学校

千葉県

松戸市立金ケ作中学校

神奈川県 相模原市立大野台中学校

千葉県

松戸市立第五中学校

神奈川県 相模原市立新町中学校

千葉県

松戸市立第三中学校

神奈川県 二宮町立二宮西中学校

茨城県

県立下妻第二高等学校

東京都

岩倉高等学校

栃木県

県立鹿沼商工高等学校

東京都

小野学園女子高等学校

群馬県

県立高崎女子高等学校

東京都

共立女子高等学校

群馬県

県立前橋工業高等学校

東京都

駒沢学園女子高等学校

埼玉県

県立深谷商業高等学校

東京都

女子美術大学付属高等学校

埼玉県

獨協埼玉高等学校

東京都

東京農業大学第一高等学校

埼玉県

本庄東高等学校

東京都

トキワ松学園高等学校

千葉県

県立柏南高等学校

東京都

富士見高等学校

千葉県

県立千城台高等学校

神奈川県 向上高等学校

千葉県

県立松戸南高等学校

神奈川県 平塚学園高等学校

千葉県

千葉黎明高等高校

神奈川県 県立相原高等学校

東京都

都立工芸高等学校

神奈川県 県立小田原高等学校

東京都

都立杉並工業高等学校

神奈川県 県立相模原青陵高等学校

東京都

都立橘高等学校

山梨県

駿台甲府高等学校

東京都

都立南平高等学校

長野県

松本第一高等学校

東京都

都立芦花高等学校

※順不同

道のある風景 2018

15

努力賞（小学校の部）

夏のぼうけん

せがのびーる！

川名 穂高
茨城県 茨城大学教育学部附属小学校 2 年生

園部 柚玲彩
茨城県 茨城大学教育学部附属小学校 2 年生

川へつづく道

森の入口へ

石島 茜里
茨城県 茨城大学教育学部附属小学校 4 年生

浮橋 樹
茨城県 茨城大学教育学部附属小学校 4 年生

努
力

夕ぐれのさんぽ道

一輪車特訓の道

賞
小学校の部
16

川名 真知

齋藤 悠一郎

茨城県 茨城大学教育学部附属小学校 4 年生

茨城県 茨城大学教育学部附属小学校 4 年生

道のある風景 2018

努力賞（小学校の部）

「ぼくの道！」
「きみの道？」

昔の人が作った道

池田 光樹
埼玉県 草加市立高砂小学校 4 年生

三瓶 直裕
埼玉県 草加市立高砂小学校 6 年生

キラキラトンネル

春の皇居

太田 みずき

岩村 輝樹

千葉県 松戸市立常盤平第二小学校 5 年生

神奈川県 相模原市立大野台中央小学校 3 年生

努
力
賞
小学校の部

道のある風景 2018
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努力賞（中学校の部）

ひまわりと青空と
家族

お散歩

河田 怜子
茨城県 下妻市立東部中学校 2 年生

野口 來愛
茨城県 常総市立石下西中学校 2 年生

福を運んで

光差し込む

反町 天駿

野添 夏海

群馬県 高崎市長野郷中学校 1 年生

群馬県 伊勢崎市立第四中学校 3 年生

努
力

蔵造りの町並み

賞
中学校の部

お散歩楽しいね

石榑 萌々香
埼玉県 さいたま市立大成中学校 3 年生

18
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小島 恵輔
埼玉県 さいたま市立大成中学校 3 年生

努力賞（中学校の部）

粋な道

これからプール !! ピース w

島谷 拓輝

竹野 将生

埼玉県 さいたま市立大成中学校 3 年生

埼玉県 さいたま市立大成中学校 3 年生

手のひらで転がす

青春の道

村木 拓幸
埼玉県 さいたま市立大成中学校 3 年生

吉田 梓乃
埼玉県 さいたま市立大成中学校 3 年生

努
力

雪げしき

師匠と弟子

賞

小林 達也

千葉県 松戸市立第五中学校 1 年生

千葉県 松戸市立第五中学校 1 年生

中学校の部

金子 唯月

道のある風景 2018

19

努力賞（中学校の部）

天海の森

犬の散歩？ NO ！ NO ！犬を散歩！

小松 麻耶

鴇田 陽奈子

千葉県 松戸市立第五中学校 1 年生

千葉県 松戸市立第五中学校 1 年生

反対世界

商店街

松村 優月

常木 佳太郎

千葉県 松戸市立第五中学校 1 年生

東京都 江東区立深川第一中学校 2 年生

努
力

親子

賞
中学校の部

流線

井田 明音
東京都 三鷹市立第五中学校 2 年生
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麻生 航大
東京都 三鷹市立第五中学校 3 年生

努力賞（中学校の部）

お先真っ白

華やかに踊る

萩原 拓海

越智 優心

神奈川県 川崎市立枡形中学校 3 年生

神奈川県 相模原市立相原中学校 3 年生

ずっといっしょに

山中湖へ続く道

田久保 海璃

関口 優汰

神奈川県 相模原市立鵜野森中学校 1 年生

神奈川県 二宮町立二宮西中学校 1 年生

努
力

善光寺平眺望

賞
中学校の部

続く道へ

野﨑 はな
神奈川県 二宮町立二宮西中学校 1 年生

祢津 晴之亮
山梨県 山梨大学教育学部附属中学校 1 年生
道のある風景 2018
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努力賞（高等学校の部）

青春の 1 ページ

あめあがり

髙梨 太智

青木 政宗

群馬県 県立前橋工業高等学校 1 年生

群馬県 県立前橋工業高等学校 2 年生

呼ぶ声

鼓道

飯塚 杏莉

望月 壮

埼玉県 県立深谷商業高等学校 2 年生

東京都 都立工芸高等学校 1 年生

努
力

鎌倉を行く

賞
高等学校の部

家族

小池 一輝
東京都 都立橘高等学校 3 年生
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飯島 彩恵
東京都 共立女子高等学校 1 年生

努力賞（高等学校の部）

家族で奈良井宿へ

川越大正浪漫通りにて

石橋 舞

小林 愛梨

東京都 共立女子高等学校 1 年生

東京都 共立女子高等学校 1 年生

一枚懸命

また明日！

牛田 葵

篠田 千尋

東京都 共立女子高等学校 2 年生

東京都 共立女子高等学校 2 年生

努
力
賞
高等学校の部

晩秋の色

空へ

室木 咲輝

渡邊 史香

東京都 共立女子高等学校 2 年生

東京都 共立女子高等学校 2 年生
道のある風景 2018
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努力賞（高等学校の部）

路地裏の浜降祭

都の浴衣

阿部 幸太郎
東京都 岩倉高等学校 2 年生

丹野 絢菜
神奈川県 平塚学園高等学校 2 年生

桜へ続く

緑

青栁 夢羽
山梨県 駿台甲府高等学校 1 年生

大澤 亜里紗
長野県 松本第一高等学校 2 年生

第32回コンクール応募について

道のある風景写真コンクール
〜テーマは道のある風景です〜
努
力

次回の【道のある風景写真コンクール】の応募については、下記のホームページに
て、2019年夏頃にお知らせいたします。

賞

（一社）関東地域づくり協会 ホームページ
http://www.kan-koueki.net/
高等学校の部
24

問い合せ先

道のある風景 2018

〒330-0843
埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-262-16 マルキュービル9階
（一社）関東地域づくり協会 業務企画部 道のある風景写真コンクール事務局
TEL 048-600-4192

審

審査開始

伊興田・木村・後藤・熊切各審査委員

査
会
二次審査
︵平成 年

30

月

10

日開催︶

24

三次審査

最終確認

展

九段第三合同庁舎（東京都千代田区）

示
会
道の駅「やちよ」
（千葉県八千代市）

︵平成 年度︶

29

道の駅「ごか」
（茨城県五霞町）
道のある風景 2018
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発行

一般社団法人 関東地域づくり協会 業務企画部
道のある風景写真コンクール事務局
☎ 048 − 600 − 4192
http://www.kan-koueki.net/

このパンフレットは、
再生紙を使用しております。

インキは、石油資源の保護や大気汚染や
作業環境に有効なベジタブルインキを使用しています。

見やすいユニバーサル
デザインフォントを
採用しています。
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