
　　第３２回紙とあそぼう作品展 審査結果

賞名 タイトル 学校名

1 大賞
月見ｹ浜（入野）からてんでんこ ～自
分たちの命は自分たちで守る！！～

黒潮町立入野小学校　全校126名

2 吉井源太賞 平和の尊さを感じて 土佐清水市立足摺岬小学校　4～6年生

3 土佐和紙賞 みんなのＨＡＮＡ 高知県立高知若草養護学校　子鹿園分校　中・高等部

4 高知県知事賞 山田のかかし応援団 高知県立山田養護学校　小学部

5 高知県知事賞 青春の光 香美市立香北中学校　美術部　ｸﾞﾙｰﾌﾟC

6 高知県知事賞 昇華 土佐高校　3年　三好　志溫

7 高知県教育長賞

共同製作”土佐山の山と川，四方竹と
あゆ，ゆずと水　大好き　わたしたち
のふるさと　土佐山 -ぼくら　土佐山
宣伝隊-”

高知市立義務教育学校 土佐山学舎１～６年生

8 高知県教育長賞 飛翔 香美市立香北中学校　美術部　ｸﾞﾙｰﾌﾟB

9 高知県教育長賞 わたしのお母さんは花屋さん 黒潮町立田ノ口小学校　4年　金子　陽菜

10 いの町長賞
こいのぼりと泳ごう　～ぼくらの夢の
せて～

いの町立伊野小学校　2年生

11 いの町長賞 ２人の日傘の女 香南市立野市中学校 美術部　1年生

12 いの町長賞 太陽の力で走るオーストラリア 高知市立第六小学校　2年　濱田　和樹

13 いの町教育長賞 ぼくたちの町　さかわ 佐川町立佐川小学校なかよし学級　1・5・6年生

14 いの町教育長賞 避難タワー 黒潮町立佐賀中学校　美術部　3年生

15 いの町教育長賞 山の思い出 いの町立伊野南小学校　3年　山根　玄瀧

16
いの町紙の博物館長
賞

泳げ！！みんなのこいのぼり いの町立川内小学校3・4年生

17
いの町紙の博物館長
賞

あじさい　～わたしたちの花～ 高知県立高知若草養護学校中学部　Ｃクラス

18
いの町紙の博物館長
賞

きょうりゅう 高知市立泉野小学校　2年　池上　碧人

19
高知県製紙工業会理
事長賞

おいしい野菜ができたよ！！ 高知県立高知若草養護学校国立高知病院分校Bグループ

20
高知県製紙工業会理
事長賞

僕たちの安らぎ 香美市立香北中学校　美術部　ｸﾞﾙｰﾌﾟA

21
高知県製紙工業会理
事長賞

特別てんねん記念物　おながどり 黒潮町立田ノ口小学校　5年　福留　吏一
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22 伊野製紙工業会長賞
ぼくたち ふぞくの はる なつ あき ふ
ゆ

高知大学教育学部附属特別支援学校　小学部

23 伊野製紙工業会長賞 からあげと共にあれ 土佐塾中学校　美術部

24 伊野製紙工業会長賞 八角の星の花火 高知市立泉野小学校　4年　池上　柚乃

25
高知県手すき和紙協
同組合理事長賞

鯨のジャンプ 黒潮町立入野小学校　4年生

26
高知県手すき和紙協
同組合理事長賞

カルタを作ってあそんだよ！ 横浜解放子ども会　低学年部会　1～3年生

27
高知県手すき和紙協
同組合理事長賞

羊のはなちゃんとあそぼう！ 土佐清水市立足摺岬小学校　1～4年生

28 幕末維新博賞 つながれ明日へ　ぼくらの志
高知県立高知若草養護学校
　国立高知病院分校　Ｃ・Ｄグループ

29 審査委員長奨励賞 はなも　むしも　だいすき いの町立吾北小学校1年生

30 審査委員長奨励賞
「泳げ!!　ぼくらの鯉のぼり」緋鯉
（あか）

芸術学園幼稚園　ばらぐみAチーム　年長児

31 審査委員長奨励賞 「私たちのシンボル」 浜松解放子ども会　１～３年生

32 審査委員長奨励賞 ぼくらの時代だ！ＧoGo、ミニヨンク！ 黒潮町立田ノ口小学校　2・3年生

33 審査委員長奨励賞
未来に向かって・・・・・・　～なか
まと共に・・・・・・～

黒潮町立入野小学校1～3年生

34 審査委員長奨励賞 森の人 黒潮町立入野小学校　4年　都築　秀仁

35 審査委員長奨励賞 Ｔシャツアート展の思い出 高知市立横内小学校　5年　渡辺　はな

36 審査委員長奨励賞 仮面　月夜の狐 須崎市立須崎中学校　2年　長井　愛

37 審査委員長奨励賞 心の中の面　Ｎｏ．10 日高村佐川町学校組合立加茂中学校　3年　正岡　夢都
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1 入選 モーくんの町 高知県立盲学校 幼小学部

2 入選 小さなお百姓さん 認定こども園　あとむ幼稚園 年長組

3 入選 花咲か爺さん 認定こども園　ひまわり幼稚園　年長組

4 入選 みんなのヤーサイ 宿毛市立平田小学校　4年生

5 入選
“だるまがゆく”－土佐の海は広い
なぁー－

高知県立高知若草養護学校
　土佐希望の家分校　小学部

6 入選
「泳げ!! ぼくらの鯉のぼり」 緋鯉
（ﾋﾟﾝｸ）

芸術学園幼稚園　ゆりぐみAチーム　年長児

7 入選
「泳げ!! ぼくらの鯉のぼり」真鯉
（むらさき）

芸術学園幼稚園　ゆりぐみBチーム　年長児

8 入選 広い海の中に！ 高知県立高知若草養護学校　小学部3・4組

9 入選 花火ドーン！ 高知県立高知若草養護学校　小学部1・2組

10 入選 コロちゃんと大運動会 高知県立高知ろう学校　小学部

11 入選 ようこそ　日本へ 高知県立山田養護学校　田野分校　小学部　B組

12 入選 アマゾン川のピラルク 黒潮町立田ノ口小学校　4年生

13 入選 親子　～象の水遊び～ 黒潮町立入野小学校　4年生

14 入選 岬の子　足小　5年生トリオ 土佐清水市立足摺岬小学校　5年生

15 入選 残そう！さかわの文化遺産 佐川町立佐川中学校　美術部

16 入選 桜の木 黒潮町立佐賀中学校　美術部　2年生

17 入選 高知県の特産物 高知市立青柳中学校 美術部
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18 入選 ワンニャン　ライフ 高知市立横浜中学校　美術部

19 入選 仁淀の秋・・・コスモス
高知県立高知若草養護学校
仁淀川町立仁淀中学校

20 入選 力強い青とやさしい赤の鯉のぼり 高知県立日高養護学校　中学部　1・2年　美術部

21 入選 大切な思い出 高知県立日高養護学校　中学部　3年　美術部

22 入選
海だ！青春だ！だるま夕日だ！！涙あ
ふれる24のひとみ

高知県立中村特別支援学校　中学2年生

23 入選 南極ペンギン小物入れ 高知県立高知江の口養護学校　4年　山沖　弥佳

24 入選 トリケラトプスとティラノサウルス 黒潮町立入野小学校　4年　敷地　奏人

25 入選 ワンガンゲツの野望 高知市立介良潮見台小学校　4年　矢田　千聡

26 入選 こおる大瀧の滝 いの町立伊野南小学校　5年　山根　晨鳳

27 入選 私の理想のお家 高知市立介良潮見台小学校　6年　矢田　万里奈

28 入選 高知に海賊船が来たと 高知市立朝倉小学校　4年　町田　拓海

29 入選
手づくりうちわ 宇宙って すばらし
い

黒潮町立田ノ口小学校　4年　川村　米音

30 入選 手づくりうちわ　厳島神社の初夏 黒潮町立田ノ口小学校　6年　田邊　こころ

31 入選 仮面　ミケねこ 須崎市立須崎中学校　2年　徳久　さや

32 入選 心の中の面　Ｎｏ．7
日高村佐川町学校組合立加茂中学校
　3年　小田　賢冴

33 入選 心の中の面　Ｎｏ．13
日高村佐川町学校組合立加茂中学校
　3年　山中　美結

34 入選 桜 須崎市立朝ケ丘中学校　2年　笹岡　清太

1 感謝状 土佐清水市立足摺岬小学校

2 感謝状 高知県立高知若草養護学校　子鹿園分校

3 感謝状 土佐高校　3年　三好　志溫


