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小学校の部
入賞作品

早くつながれ

先生からのひとこと
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ぼくのまちの道

撮影地：神奈川県横浜市

遠近感を利用した、いわゆるトリック写真なのですが、未開通の高架部分を選
んだことと、貨物トラックのミニチュアを使ったアイデアがとてもよく、面白い
作品が撮影できました。

甲本 泰彪
神奈川県 横浜国立大学教育学部
附属鎌倉小学校 3 年生

この度は、金賞にえらんでいただき、ありがとうござ
いました。この写真は、ぼくの住む町に作っている高速
道路の栄インターチェンジ・ジャンクションのところで
す。写真をとった理由は、夏休みに橋脚に道がかかった
のを見て、一番にお気に入りのミニカーを走らせてみた
かったからです。まだ道はつながっていないけれど、こ
こから横浜や湘南につながると思うとワクワクしていま
す。早くつながれ ぼくのまちの道 !!

道のある風景 2019
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かさの道を歩く

撮影地：埼玉県飯能市
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先生からのひとこと

頭上を覆いつくし宙に浮いているように配置された
色とりどりの傘、奥行き感を感じさせる縦位置の構図
で見事にまとめています。画面内に人物を入れたこと
により規模の大きさも分かり、よかったと思います。

園部 柚玲彩
茨城県 茨城大学教育学部附属小学校 3 年生
今回は、銀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、道の上にまた、かさの道があって、
面白いなと思ってとりました。赤からむらさき、むら
さきから黄色にと、どんどん色々な色に変わっていく
かさの道がとてもきれいでした。そのかさの道を見上
げながら歩いている家族の様子を写真に残す事ができ
ました。

散歩道

先生からのひとこと

主役よりも満開となった桜の木の方が画面内に占め
る割合が大きいのですが、主役を小さく右下に配置し
た構図がとても効果的で、「散歩道」を行く飼い主と
犬との日常が感じられる心温まる作品となりました。

鈴木 真智香
茨城県 茨城大学教育学部附属小学校 5 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。この写真は春休みに武蔵野市にある祖父母の
家に遊びに行ったときに撮りました。写真の散歩道は
小さいときから歩いている思い出の道で、毎年きれい
な桜を見ることができます。大好きな散歩道の桜を写
真に残しておきたいと思って撮りました。まさかこの
ようなすばらしい賞をいただけると思っていなかった
ので、とてもうれしかったです。また来年の春休みも
この道を散歩するのが楽しみです。
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撮影地：東京都武蔵野市

第第 回 小学校の部

ちょう灯行列
撮影地：茨城県水戸市
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先生からのひとこと

2019 年にリニューアルしたという「水戸黄門まつり」で撮
影された作品ですが、高張提灯行列の一糸乱れず整列した姿
が壮観で、奥行きも感じられ、撮影ポジションを低くしたこ
とで提灯の高さも強調されています。

川名 真知
茨城県 茨城大学教育学部附属小学校 5 年生
この度は、銅賞に選んでいただき、ありがとうございます。
この写真は、夏休みの夜、家族と水戸黄門祭りのちょう灯行
列に参加したときにとったものです。大小様々な形のちょ
う灯や面白い衣装を着ている人たちでにぎわっていたので
シャッターを切りました。毎年開催されるこのお祭りに来年
もまた家族と行きたいです。これからも思い出に残る瞬間を
写真におさめたいと思います。

積丹ブルーへの道のり
撮影地：北海道積丹町

先生からのひとこと

積丹ブルーで知られる神威岬突端への道のりは狭くて険しい遊歩道を片道
30 分歩かなければ到達できないとのことですから、岬へと延々と続く観光客
の姿を自らの体験を込めたタイトルで見事に表現しています。

関 蒼生
神奈川県 相模原市立大野台中央小学校 5 年生
この写真は家族で北海道に行ったときに撮った写真です。この岬の先までは、
近いように見えましたが、歩くととても大変でした。だけど、緑と海の青さが
とてもきれいで、感動したので写真を撮りました。この写真で銅賞をとること
ができて、うれしかったです。また、来年も挑戦したいと思います。

ある田舎町の小道で
撮影地：イタリアリグーリア州

先生からのひとこと

イタリアの片田舎で撮影された作品ですが、建物の水平垂直にも配慮し、ラ
ンタンのような街灯の配置や遠景の青い海も効果的で、石造りの建物や石畳が
美しく描写されています。

郷田 純一郎
神奈川県 横浜国立大学教育学部附属鎌倉小学校 1 年生
詩人たちの入江と呼ばれるイタリアはリグーリア州ラ・スペッツィア県にあ
るポルトベッネレ。世界遺産の起点でもある小さな港町での夏休みの一コマで
す。地中海を見下ろす丘の上の散歩は、海に迫り出した崖の上の教会が目的地。
急な坂道も今では子供のほうが得意で、日陰の小道を吹き抜ける風は、日焼け
した小さなカメラマンにも心地よい涼しさをもたらしてくれました。名誉ある
コンクールで賞を戴き、家族一同、感謝の気持ちで一杯です。本当にありがと
うございました。
道のある風景 2019
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たたずむ電話ボックス
撮影地：神奈川県横浜市
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先生からのひとこと

携帯電話の普及で姿を消しつつある電話ボックス、生まれた時から携帯電話
が存在した世代にとってはすでに過去の遺物なのでしょう。寂しげな場所でモ
ノクロームの表現としたことも効果的でした。

須田 涼楓
神奈川県 横浜国立大学教育学部附属鎌倉小学校 5 年生
このたびは銅賞に選んで下さりありがとうございます。とてもうれしいです。
この写真は、家の近くにある電話ボックスをとったものです。最近、スマホが
普及してあまり公衆電話を見かけなくなりました。そこで、道にたたずんでい
るような電話ボックスをとりました。僕はスマホを持っていないから、この公
衆電話をたまに使います。とても便利だし、災害の時にも役立つので、これか
らもなくならないでほしいです。

くまざさの道
撮影地：長野県山ノ内町
先生からのひとこと

自らの身長よりも高く生い茂った不気味なクマザサを切り
開いた山道を行く兄弟。おそろいのストライプのシャツを着
て、不安げに兄にもたれかかる弟の姿が微笑ましく、背景の
白樺林の配置もよかったですね。

菅野 那帆
神奈川県 横浜国立大学教育学部附属鎌倉小学校 6 年生
今回、私の作品を銅賞に選んでいただき、ありがとうございます。
この作品は、長野県に旅行に行った時に撮ったものです。志賀高原
にある池の周りに、この笹の道があったので、撮ってみました。作品
に映っているのは、私の二人の弟です。後方の白い木は白樺で、笹
の和風な雰囲気の中に、洋風な雰囲気の白樺が入っているのがポイ
ントです。私は、この道を見て、とても好きになりました。この道が
ある森の中に、何か特別なものがあるような神秘的な感じがしたから
です。またこのような機会があれば、写真を撮っていきたいです。

山頂を目指す
撮影地：北海道上富良野町
先生からのひとこと

火山性ガスが噴き出る活火山である十勝岳ですが、残雪を
見ながら山頂へと進む登山者の後ろ姿が印象的で、真っ赤な
ヤッケの色合いが目に沁みます。パノラマ画面で北海道の雄
大な自然がまとめられています。

坂本 秀悟
神奈川県 横浜国立大学教育学部附属鎌倉小学校 6 年生
この写真は、夏休みに家族旅行で北海道の十勝岳へ登った
時の 1 枚です。暑い中、長い急な坂に苦しみ、クマのうなり
声にドキドキしながら登り続けて、登山道の先にやっと十勝
岳山頂が見えたのが嬉しくて、前を歩いている妹の写真を撮
りました。この日は山頂まで登って下山するまでに 10 時間
もかかりましたが、最後まで家族みんなで頑張って天候に恵
まれて、とても良い思い出になりました。
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中学校の部
入賞作品
第第 回 中学校の部

光の交差点

撮影地：長崎県長崎市
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先生からのひとこと

撮影時間が絶妙で、濡れた路面に反射するヘッドライトの温かみのある色合い
と暮れ行く空との対比も美しく記録され、路面電車の軌道が造形的にまとまって
います。「光の交差点」のタイトル通りの作品になっています。

中嶋 深容
千葉県 松戸市立
第五中学校 1 年生

この度は、このような素晴らしい賞を頂くことができ、とてもうれし
く思います。この写真は、家族で長崎旅行に行ったときに撮りました。
電車好きの弟が路面電車を見ている間、私は歩道橋の上で待っていたの
ですが、ふと見てみると路面電車と車が交差し、雨上がりの路面に映っ
た街の光が車や電車の光と交わる幻想的な光景が広がっていて、思わず
シャッターを切りました。また街中にはりめぐらされた路面電車の電線
もまた不思議な情景で、とても思い出に残る一枚になりました。これか
らもいろいろな街のいろいろな「道」に注目して、思い出に残る写真を
撮っていきたいと思います。
道のある風景 2019
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塀の向こうに何かある

撮影地：山梨県北杜市

第第 回 中学校の部
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先生からのひとこと

確かに塀の向こうには満開の桜
があるのですが、それだけでこん
なに人だかりができ、塀の上から
中をのぞいているとは思えず、中
には「何があるの？」と興味をそ
そられる作品になっています。

加藤 広太
神奈川県 相模原市立
共和中学校 1 年生

この度は銀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。この写真は、旅行先で撮影したもの
です。この塀の向こうには花畑と桜のあるきれいな風景が広がっていました。写真を撮った後、塀から少し離れたら
この景色が見えて、おもしろいと思ったので撮りました。これからもいろいろな写真を撮っていきたいです。

少年時代

先生からのひとこと

虫捕りに夢中になりすぎたのでしょうか？日没間際
に家路を急ぐ捕虫網を持つ少年。夕焼け色と緑との対
比も絶妙な露出で美しく記録されており、ノスタル
ジーの世界へと引き込まれそうです。

原田 淳平
神奈川県 開成町立文命中学校 2 年生
これは今年の夏休みの思い出の一コマです。虫取り
に行く弟に付き添っていった帰り道、虫あみと虫かご
を抱えて歩く弟の姿と夕焼けがとてもきれいだったの
で撮りました。田んぼ横のまっすぐ伸びる小道を足早
に帰る弟のシルエットがとても印象深かったです。今
回応募してこのような素敵な賞をいただき忘れること
のできない、良い思い出ができました。ありがとうご
ざいます。これからもたくさん写真を撮っていきたい
です。
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撮影地：神奈川県足柄上郡大井町

村祭りの日
撮影地：群馬県高山村

第第 回 中学校の部

先生からのひとこと
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山深い村で開催される伝統のお祭りなのでしょうか、山車
を引く人々の白狐の化粧・扮装がとてもユーモラスで、伝統
を重んじながらも祭りを楽しんでいる村人の姿が素直にとら
えられています。

反町 天駿
群馬県 高崎市立長野郷中学校 2 年生
このたびは銅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、家族と一緒に、お祭りに行った時の写真で
す。お祭りの人が山車を一生懸命引っ張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。

獅子舞の口の中
撮影地：埼玉県秩父市

先生からのひとこと

サイクリングで訪れた際に撮影したのでしょう、ユニークな獅子舞を模し
たトンネルにまるで飲み込まれているかのようなアイデアと撮影方法がよく、
徐々に暗くなるトンネルが獅子舞の食道のようにも見えます。

渡部 宏哉
埼玉県 さいたま市立大成中学校 3 年生
この度は「道のある風景写真コンクール」で銅賞をいただきありがとうござ
いました。秩父にこのようなトンネルがあると知り、行ってみました。実際に
行ってみると、思っていたよりも大きく、飲み込まれそうな感じに思わずシャッ
ターを切らずにはいられませんでした。トンネルの入り口の半円をいかして口
を描くというのは、凄い発想だと思いました。この受賞を機に、今後も自分の
心が動いたものを写真に撮る事を続けていこうと思います。

冬は雪を溶かし、夏は道を冷やす消雪パイプ
撮影地：新潟県三条市

先生からのひとこと

雪を溶かすための「消雪パイプ」は新潟県発と言われていますが、まさか夏
場に道路を冷やすために使われているとは驚きですね！濡れた路面に映る真っ
青な空と白い雲が印象的で、夏の日差しを感じさせます。

岡田 悠花
千葉県 松戸市立第五中学校 1 年生
この度は銅賞をいただき、ありがとうございました。このような賞を頂ける
とは思ってもいなかったので、驚きとともにとても嬉しかったです。お盆に父
方の実家に帰省しました。場所は新潟県三条市です。三条市は冬になると一面
雪で覆われます。この雪を溶かすために道路に埋め込まれたパイプから地下水
を散布します。冬は除雪対策のための消雪パイプですが、夏は暑さを軽減する
ため打ち水の効果があります。見ているだけで、涼しく感じます。
道のある風景 2019
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天気の子
撮影地：長野県茅野市
先生からのひとこと

第第 回 中学校の部

夏らしい真っ青な空と天気が崩れそうな怪しげな雲のはざ
まを狙い、空の割合を多くした大胆な構図がとてもよく、画
面中央に小さく入れた人物とまっすぐに伸びる道路とが大自
然の現象を引き立てています。

32

武居 莉玖
千葉県 松戸市立第五中学校 1 年生
この度は、第 32 回道のある風景コンクールで、銅賞に選ん
でいただきありがとうございます。今回の写真は、祖母の家に
行く途中に八ヶ岳を背景に、一本道で撮った写真です。雨雲と
青空がちょうど半分に分かれていて、「これは珍しい」と思い
写真に収めました。題名は、今夏に天気の子という映画がヒッ
トし僕も見ていたので、ちょうど天気と一本道がマッチした写
真だったのでこの題名にしました。この賞をきっかけにして、
これからもいろいろな風景の写真を撮って行きたいです。

あの先は ･･･ ？
撮影地：島根県松江市
先生からのひとこと

鳥取県と島根県との県境に架かる江島大橋は CM ですっかり有名になりま
したが、望遠レンズを上手に使って遠近感を圧縮したことにより、道路が壁の
ように立ちはだかっているように見え、迫力ある画面となっています。

東山 茅陽
神奈川県 川崎市立枡形中学校 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。これは、島根県
と鳥取県の県境にある、通称「ベタ踏み坂」と呼ばれる江島大橋の坂の部分を
撮影したものです。この坂を前に、そびえたつその大きな坂に私は驚きました。
そして最初に思ったことは「先が見えないこの橋の、あの先は？」と疑問に感
じたので、そのまま写真の題にしました。私の通っている学校も坂の上にあり、
その上には青空が広がる学校です。ですが、この「ベタ踏み坂」は私が毎日通っ
ている枡形の坂とはくらべものにならないスケールで、私は「道」のすごさを
この眼で感じることができました。同時に二つの県を結ぶ大切な橋だというこ
とを実感しました。

僕もゴールしたよ。
撮影地：神奈川県川崎市

先生からのひとこと

市民マラソンのゴールラインなのでしょうか？笑顔でカメラに微笑みかける
幼児の服装と背景の「FINISH」の垂れ幕との色合いが一体感を演出しており、
記念写真の枠をはみ出た微笑ましさを感じさせる作品となりました。

山下 まりあ
神奈川県 二宮町立二宮西中学校 1 年生
父が出場するトライアスロン大会で一緒に応援に行った いとこの写真です。
やっと歩き始めた足でフラフラしながらも堂々とゴールした姿は、かっこ良く
見えました。スタート前なので他の選手もいなく、まるで 1 位でゴールした
選手にも見えます。このような素晴らしい賞をいただき、とても大切な一枚と
なりました。これからも歳の離れた いとこの成長を撮り続けたいと思います。
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高等学校の部
入賞作品

飛んでいけ！

撮影地：群馬県前橋市
第第 回 高等学校の部

32

先生からのひとこと

青い空に放たれた上空へと向かう紙ヒコーキが、不確実性の時代と言われる現
在において、明るい未来を暗示しているかのような作品になっていると思います。
左右の桜が完全なシルエットにならなかった露出も絶妙です。

宮前 壮志
群馬県 群馬県立
前橋工業高等学校 3 年生

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、桜を撮影したときに部員の思いつ
きで撮影した写真です。桜舞い散る春風の中、恋心を躍
らせる二人を表現しました。写真部生活最後にこのよう
な賞を頂けたことをうれしく思います。これからも写真
を続けたいと思います。

道のある風景 2019
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瞳の奥に ･･･

撮影地：長野県白馬村

先生からのひとこと

第第 回 高等学校の部

32

ミラーレンズ仕様の 70 年代ぽ
い「トンボ眼鏡」型のサングラス
をかけた女性、ノスタルジーを感
じさせると同時に現代的でもあ
り、さらに直線道路と手に持った
白い花をレンズに映すというアイ
デアとが見事にマッチしています。

佐藤 玲菜
東京都
共立女子高等学校 1 年生

この度はこのような名誉ある賞をいただき、どうもありがとうございます。この写真は、写真部の合宿で長野県白
馬村の青鬼集落に行った時、
「道」をテーマに撮りました。友人にミラーグラスを掛けてもらい、道と花を構図に入
れました。自分なりに工夫して撮った写真に素晴らしい賞を頂き、とても嬉しいです。本当にありがとうございました。

私たちの時代

撮影地：東京都港区

先生からのひとこと

東京タワー名物のスケルトン床
を対角線上に配置し、シルエッ
トとなった足の入れ方が絶妙で、
まっすぐに伸びる道路の配置もよ
く、特徴的な赤い鉄骨の入り具合
も説明過多にならない割合になっ
ています。

小田 璃乃
東京都
富士見高等学校 2 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す。この写真は友人と東京タワーの展望台に上った
時に、スカイウォークウィンドウから見えた道路を撮影したものです。いつも何気なく歩いている道路が、視点を変
えると大きく様子が変わるのが面白いと思い撮影しました。皆で輪になって足を揃えて撮影することで、不安と葛藤
の中で過ごす高校生の今、友達と力を合わせて一歩を踏み出す様子を表現しました。「令和」という新しい時代を、
力を合わせて私たちで創り上げていきたいです。
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ちょっと休憩
撮影地：栃木県栃木市

先生からのひとこと

第第 回 高等学校の部

強烈な日差しこそないものの、女性の服装からも十分に夏であることがわか
り、穏やかな夏の昼下がりを連想させます。愛犬と飼い主だけにピントを合わ
せ、背景から浮き上がっているように記録された点もよかったですね。

32

篠崎 桃花
栃木県 栃木県立鹿沼商工高等学校 1 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。この写真は祖母と
愛犬と散歩に出かけた際に撮影したものです。夏の日中のアスファルトはとて
も熱く、愛犬は歩けないので夕方に散歩に行きました。夏の緑の青々しさと夏
の夕方の涼しげな様子、夏ならではの祖母の姿がいくつかの写真の中で私のお
気に入りです。これからも素敵な写真を撮れるよう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。

虹のかかる坂道
撮影地：群馬県渋川市

先生からのひとこと

陰影がとても印象的に捉えられていて、遠景の虹だけでなく、濡れた路面や
画面左側の緑、さらに光り輝く坂下の住宅街もバランスよく配置されていて、
ドラマチックな画面構成となっています。

佐藤 弓月
群馬県 群馬県立前橋工業高等学校 1 年生
このたびは銅賞という光栄な賞を頂き、誠にありがとうございます。この写
真は慣れ親しんだ場所で撮った写真です。雨が降っていて憂鬱な気分になって
いた時に後ろを見たら、虹がかかっていました。私は思わずレンズを向け、小
さな幸せを慣れ親しんだ場所で一枚に収めました。また、来年も応募したいの
で頑張って色々な写真を撮っていきたいと思います。

時の流れ
撮影地：東京都渋谷区

先生からのひとこと

主役を静止させ、横断歩道を渡る周辺の通行人を適度にブ
レさせるという絶妙なシャッター速度が秀逸で、雑踏の中に
ありながらも静かな「時の流れ」を圧縮し、モノクロームの
世界で見事に表現しています。

青木 政宗
群馬県 群馬県立前橋工業高等学校 3 年生
このたびは銅賞にえらんでいただき、ありがとうございま
す。この写真は東京に撮影に行った時の写真です。この写真
が撮れるまで何回も撮影しなおしました。モデルをしてくだ
さった先輩や撮影に協力してくれた部員に感謝したいです。
高校写真部最後の思い出にこのような賞を頂きとても良い思
い出になりました。ありがとうございました。
道のある風景 2019
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春うらら
撮影地：千葉県市原市
先生からのひとこと

第第 回 高等学校の部

農婦とおぼしき人物が押しているのはシルバーカーの一
種？それとも農作物を運ぶ台車？桜の花とともに日本の原風
景ともいえるような農道で撮影された作品ですが、過疎化・
高齢化社会をも考えさせられる 1 枚に感じられます。

32

大川 未来
東京都 共立女子高等学校 2 年生
この度はこのような素晴らしい賞を頂き、どうもありがと
うございます。この写真は、写真部の撮影会で小湊鉄道の上
総川間駅を訪れた時に撮影したものです。駅で列車を待って
いる間、その前をたまたま通りかかった地元のおばあさんを
満開の桜と一緒に撮りました。この度賞をいただいたことを
励みに、これからも様々な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。

春の一歩
撮影地：山梨県北杜市

先生からのひとこと

柔らかな影の中に真新しいスニーカーを履いた自分の左足と散った桜の花び
らを配置し、春の日差しの中、新たなスタートに込めた撮影者の意気込みが強
く感じられる作品となっています。

原 佳子
山梨県 駿台甲府高等学校 2 年生
この写真は今年の春に卒業した中学校に行って撮影した写真です。この桜に
は思い出があり、高校に入学する前、母と姉と 3 人で中学校の桜を見に行っ
た時のことです。中学生から高校生になるという大人への一歩と春から高校へ
入学するという志を強く持ったことを思い出してこの写真を撮影しました。今
回この写真で受賞することが出来たことを大変うれしく思っています。この写
真のようにこれからも一歩ずつ成長していけるように日々頑張りたいと思いま
す。本当にありがとうございました。

硝子に閉じこめて
撮影地：東京都杉並区

先生からのひとこと

桜並木が美しい道路のある風景を手に持ったガラス球に封
じ込めたアイデアが面白く、ガラス球を画面の中央に配置し、
望遠レンズを使用し背景をぼかしたことも効果的でした。

岸野 竜也
東京都 東京都立杉並工業高等学校 2 年生
入賞できてうれしいです。写真は、春休みに学校の写真部
の活動で善福寺公園に写真撮影に行きました。桜の季節でき
れいに咲いていました。善福寺公園の横の道で撮影した写真
です。ガラス玉を使うと面白い写真が撮れると思い、持って
行きました。他の部員にガラス玉を持ってもらい、ガラス玉
を通しての風景を撮影しました。逆さまの世界が写り面白い
と思いました。
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審 査 委 員 の こ と ば

写真家

木村 惠一

写真家

加藤 雅昭

令和元年 10 月に上陸した台風 19 号は記録的な大雨と強風で関東・東北地方にとても
大きな被害をもたらし、多くの河川の堤防を決壊し広い範囲の家屋や農地が浸水、冠水の
被害を被りました。災害にあわれた皆さんには心よりお見舞いを申し上げます。
台風よって道路も大きな被害を受けました。崖くずれによる損害や橋梁などの流出によ
る通行止めなど多くの道路の通行がさまたげられました。普段なにげなく歩いたり車に乗
せてもらい往来する道路も通行できなくなると学校にも行けず買い物にも出かけられなく
なります。家屋の復興はボランティアの皆さんの手を借りながらもまだ長い時間がかかり
ますが、道路は全国から支援を受けるなどして幸いにも多くがいち早く開通したようです。
毎日歩く道です。時には道の持つ大切さなどを考え、また次回の「道のある風景」に説得
力のある優れた写真が応募されることを期待しております。
［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］

近年、急速なスマートフォンの普及やネット環境の整備によって、誰もが気軽に写真
だけでなく動画まで撮影し SNS にアップできるようになり、臨場感のある動画や写真が
ニュース映像としても利用されることが増えました。今回のコンクールでも縦位置の写真
が多かったことから、スマートフォンや携帯電話で撮影された写真の応募が増加したと推
測されますが、良い表情や瞬間が捉えられているのに縦横の違いで入賞を逃した「惜しい
作品」が少なからずありました。カメラやスマートフォンの持ちやすさだけで写真の縦・
横を決めるのではなく、被写体の状況をよく観察し、撮影意図に応じて縦と横とを撮り分
けることが入賞や上位入賞への近道となります。
［公益社団法人日本写真家協会 前理事・一般社団法人日本写真著作権協会 前理事 JPCA
NEWS 編集委員］

国土交通省
関東地方整備局
道路部道路情報管理官

伊與田 弘樹

一般社団法人
関東地域づくり協会
専務理事

後藤 敏行

「第 32 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、沢山の応募大変ありがとうございました。
私は今回で審査委員 2 回目となりみなさんの写真を見るのを楽しみにしていました。
応募された一枚一枚の写真をみて、みなさんの写真に対するその時々のいろいろな思い
やその場の空気が伝わってきました。
さらに作品のタイトルを見て、みなさんが何を撮るかしっかり意識して写真に表現され
ていることに感心しました。
今回、惜しくも入選されなかったみなさんも来年に向けて身近な「道をテーマ」に、ま
た毎日の生活においても撮りたい写真をいっぱい撮って思い出をいっぱい残してくださ
い。

たくさんの応募、有り難うございました。今年も、4,434 点、2,225 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。
「道」は、コミュニケーション空間であるとともに、人や物の移動する空間、電気・電話・
ガス・上下水道等の埋設空間でもあります。
ある日、あるときを捉えた道のある風景、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けますよう
お願いします。

道のある風景 2019
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学校賞
小学校の部

横浜国立大学教育学部附属
鎌倉小学校

この度は、学校賞という素晴らしい賞をいただき、
大変嬉しく思います。本校は、鶴岡八幡宮に隣接し、
子ども達は歴史ある街並みを
見ながら登校しています。本コ
ンクールには、夏季休業中の課
学 校

題として多くの子が取り組み
ました。

賞

学校賞
中学校の部

松戸市立
第五中学校

今回、学校賞をいただけましたことを大変嬉しく
思います。本校は、創立 70 周年を迎える伝統ある
学校です。「挨拶」「清掃」「歌声」の三本柱を掲げ、
勉強・部活動・行事に全力
で取り組み、活気あふれる
学校生活を送っています。
来年度もぜひ、出品させて
いただきたいと思います。

学校賞
高等学校の部

共立女子
高等学校

第 26 回、第 29 回に続き学校賞を
頂き、まことにありがとうございま
す。写真部は部員数 75 名で、様々
な撮影テーマを設け活動していま
す。
「道のある風景」は初心者にも撮
り易く、毎年主要なテーマにしています。学校賞
の他、銀賞、銅賞も頂戴し、大きな励みになりま
した。これからも、風物の瞬間の美しさをとらえ
られるよう、生徒共々励んでいきたいと思います。
本当にありがとうございました。
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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

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

中学校の部
高等学校の部

神奈川県 横浜国立大学教育学部附属鎌倉小学校

山梨県

市川三郷町立六郷小学校

茨城県

下妻市立東部中学校

東京都

北区立十条富士見中学校

茨城県

常総市立石下西中学校

東京都

鷹南学園三鷹市立第五中学校

茨城県

水戸市立赤塚中学校

東京都

多摩市立多摩永山中学校

茨城県

八千代町立八千代第一中学校

東京都

瀧野川女子学園中学校

群馬県

伊勢崎市立第四中学校

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

千葉県

柏市立中原中学校

神奈川県 相模原市立鵜野森中学校

千葉県

佐倉市立井野中学校

神奈川県 相模原市立大野台中学校

千葉県

松戸市立金ケ作中学校

神奈川県 相模原市立上溝南中学校

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

東京都

江東区立深川第一中学校

山梨県

甲斐市立敷島中学校

東京都

世田谷区立駒留中学校

山梨県

山梨英和中学校

茨城県

茨城県立下妻第二高等学校

東京都

東京都立橘高等学校

茨城県

茨城県立土浦第一高等学校

東京都

東京都立富士森高等学校

栃木県

栃木県立今市工業高等学校

東京都

東京都立芦花高等学校

栃木県

栃木県立鹿沼商工高等学校

東京都

岩倉高等学校

栃木県

栃木県立栃木工業高等学校

東京都

小野学園女子高等学校

群馬県

群馬県立前橋工業高等学校

東京都

共立女子高等学校

埼玉県

埼玉県立深谷商業高等学校

東京都

京華商業高等学校

千葉県

千葉県立柏中央高等学校

東京都

実践女子学園高等学校

千葉県

千葉県立柏南高等学校

東京都

潤徳女子高等学校

千葉県

千葉県立千城台高等学校

神奈川県 向上高等学校

千葉県

千葉県立千葉商業高等学校

神奈川県 湘南工科大学附属高等学校

東京都

富士見中学高等学校

神奈川県 平塚学園高等学校

東京都

東京都立工芸高等学校

山梨県

東京都

東京都立杉並工業高等学校

駿台甲府高等学校（普通）
※順不同

道のある風景 2019
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努力賞（小学校の部）

朝の
おばけやしき

夏の大内宿

押野 優駕

鴨志田 未来

茨城県
茨城大学教育学部
附属小学校
6 年生

茨城県
茨城大学教育学部
附属小学校
6 年生

努
力
賞

秋の散歩道

小学校の部

太田 みずき

千葉県
松戸市立
常盤平第二小学校
6 年生

レインボーブリッジをくぐる

秋岡 龍之介
東京都 中央区立佃島小学校 6 年生

トトロに
会えるかな !?

垂 奏斗

東京駅へゴー !!

岩村 輝樹
神奈川県 相模原市立大野台中央小学校 4 年生
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神奈川県
相模原市立
大野台中央小学校
5 年生

ぼくの通学路

虹のかけ橋

藤巻 鈴之介

笠井 煌実

神奈川県 横浜国立大学教育学部附属鎌倉小学校 6 年生

山梨県 市川三郷町立六郷小学校 3 年生

努力賞（中学校の部）
努
力
賞
小学校の部・中学校の部

おばあちゃんのとおる道

ぼくらの散歩道

宮下 拓朗

飯村 遙斗

茨城県 水戸市立赤塚中学校 1 年生

茨城県 水戸市立赤塚中学校 2 年生

田園と道

西塚 陸希

茨城県
常総市立
石下西中学校
1 年生

馬の散歩

増田 結菜
茨城県 常総市立石下西中学校 1 年生

道のある風景 2019
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努力賞（中学校の部）

夏のおわり

野口 來愛

茨城県
常総市立
石下西中学校
3 年生

夕ぐれの富士山

木済 愛俐
茨城県 下妻市立東部中学校 2 年生

努
力
賞

未知

中学校の部

遠藤 霞

茨城県
八千代町立
八千代第一中学校
3 年生

気をつけて帰ろう

小関 湖子
埼玉県 さいたま市立大成中学校 3 年生
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この指とまれ

丘に続く道

菊池 奏

岸川 敏己

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

お兄ちゃん待って！

土を見る 2 人

田ノ上 遼河

山下 璃子

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

努
力
賞

ミニカー

中学校の部

中村 咲哉

千葉県
松戸市立
第五中学校
2 年生

トリケラトプスとフラミンゴ

村松 優
千葉県 松戸市立金ヶ作中学校 1 年生

長距離散歩

横断

山田 結葉

泉 一颯

東京都 瀧野川女子学園中学校 2 年生

東京都 北区立十条富士見中学校 3 年生

道のある風景 2019
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努力賞（中学校の部）

はやく
のぼろう

井田 明音

東京都
三鷹市立
第五中学校
3 年生

とんぼの道

清水 瑶
神奈川県 厚木市立睦合東中学校 3 年生

努
力
賞

電車道

中学校の部

駒澤 桃逢

神奈川県
二宮町立
二宮西中学校
1 年生

中国の獅子舞

鈴木 琴巳
神奈川県 二宮町立二宮西中学校 3 年生

『たくさんの
思い出を
ありがとう。』

城取 姫歌

静かな朝の京都小道

武市 かなで
神奈川県 二宮町立二宮西中学校 3 年生
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山梨県
甲斐市立
敷島中学校
1 年生

笑顔咲く

祢津 晴之亮

山梨県
山梨大学教育学部
附属中学校
2 年生

進行中

真子 はづき
長野県 伊那市立伊那中学校 1 年生

努力賞（高等学校の部）
努
力
賞
中学校の部・高等学校の部

こっちだよ

時

黒川 未羽

亀山 流奈

茨城県 茨城県立下妻第二高等学校 3 年生

千葉県 千葉県立柏中央高等学校 2 年生

奈良井宿を
歩む

左 心

存在感

坂井 一葉

東京都
共立女子高等学校
1 年生

東京都 東京都立橘高等学校 1 年生

道のある風景 2019
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努力賞（高等学校の部）

スラムダンク憧れ道

春光

李 銘渓

岡田 佳澄

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 2 年生

努
力
賞

「楽しみだね」

高等学校の部

菅野 姫歌

東京都
共立女子高等学校
2 年生

No.1 撮影ロード

斉藤 花澄
東京都 共立女子高等学校 2 年生
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生徒観音

伝法院通りで
お仕事中

佐藤 真白

千木良 利奈

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

ここを通りたければ我を撮れ !!

二人で鴨川

箸方 有咲

須田 ひかる

東京都 共立女子高等学校 2 年生

神奈川県 平塚学園高等学校 2 年生

努
力

上出 彩斗

金井 想

神奈川県
向上高等学校
1 年生

神奈川県
向上高等学校
3 年生

東京ゲートブリッジ

morning walk.

雨宮 尚輝

玉木 愛菜花

山梨県 駿台甲府高等学校 3 年生

山梨県 駿台甲府高等学校 3 年生
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高等学校の部

一休み

賞

トンネルの
向こうは
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努力賞（高等学校の部）

雨あがり

おはらい

藤本 来さき

三井 大地

山梨県 駿台甲府高等学校 3 年生

山梨県 駿台甲府高等学校 3 年生

努
力
賞
高等学校の部

第33回コンクールについて

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〜
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、2020年初夏頃にお知らせいたします。

（一社）関東地域づくり協会

公益事業ホームページ

http://www.kan-koueki.net/
お問い合せ先
〒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
道のある風景写真コンクール事務局
TEL
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048-600-4192

審

審査が始まりました

細かく審査をしています

査
会
1次審査通過作品 まだ一部です

2次審査中 審査委員も真剣です

︵令和元年 月

10

日開催︶

31

最終選考中 熱が入ります

受賞作品の前で今回の審査委員の皆様です

展
示
会

道の駅 しもつま（茨城県下妻市）
2019年2月20日〜27日

道の駅 ごか（茨城県五霞町）
2019年3月13日〜20日

道の駅 やちよ（千葉県八千代市）
2019年3月25日〜4月1日

︵平成 年度︶
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九段第三合同庁舎（東京都千代田区）2019年1月30日〜2月7日

道のある風景 2019
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発行

一般社団法人 関東地域づくり協会
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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