
第35回紙とあそぼう作品展受賞一覧

賞名 タイトル 学校名

1 大賞 海とともに生きる　～暮らしを支えた素もぐり漁～ 横浜解放子ども会

2 吉井源太賞 怒れる芽吹きの神 土佐塾中学校　美術部

3 土佐和紙賞 黒潮のらっきょう、宇宙一！ 黒潮町立南郷小学校　4年生

4 高知県知事賞 こぶしの里も和紙の里　～みんなで皮はぎ～ 黒潮町立拳ノ川小学校　1～6年生

5 高知県知事賞 我が町の特産品 黒潮町立佐賀中学校　美術部

6 高知県知事賞 土佐の海は最高 黒潮町立拳ノ川小学校　6年　宮﨑　唯羽

7 高知県教育長賞 みんなで協力　笑顔いっぱい運動会！！ いの町立川内小学校　１・2年生

8 高知県教育長賞 彩りの雨
高知県立高知若草特別支援学校

子鹿園分校　中高等学部

9 高知県教育長賞 「ゆにこーん　の　プリプリ　ぷりんちゃん」 はぎさこ　あんな（5歳）

10 いの町長賞
共同制作「お遍路さんへのエール‐手紙や花でのおもてなし

‐」
高知市立五台山小学校　1、2、4、5、6年生

11 いの町長賞 にじいろのどうぶつたち 高知県立日高特別支援学校　中学部　1・2年生

12 いの町長賞 おじさんは消防士 黒潮町立拳ノ川小学校　5年　豊田　悠斗

13 いの町教育長賞 だいすき！ごほく小学校 いの町立吾北小学校　1～3年生

14 いの町教育長賞 ドカーンときれいな打ち上げ花火 佐川町立佐川小学校　1･3･6年生

15 いの町教育長賞 ＵＭＩ・ＬＡＮＤ 高知市立一ツ橋小学校2年（造形教室）　田嶋　優作

16 いの町紙の博物館長賞 仁淀川にすむ生き物たち いの町立伊野小学校　2年生

17 いの町紙の博物館長賞 一寸法師と鬼 認定こども園ひまわり　年長組

18 いの町紙の博物館長賞 一輪車は楽しいな 黒潮町立拳ノ川小学校　6年　藤本　銀慈

19 高知県製紙工業会理事長賞 朝倉小学校のシンボル‐くすの木‐
高知市立朝倉小学校　あさくら学級1・3組

20 高知県製紙工業会理事長賞 雨と初恋 高知市立横浜中学校　美術部

21 高知県製紙工業会理事長賞 アパトザウルス 高知市立泉野小学校　6年　池上　碧人

22 伊野製紙工業会長賞
わくわくぼくらのプラネット　～こんな宇宙に行きたいなあ

～
高知県立高知若草特別支援学校　小学部3組

23 伊野製紙工業会長賞 晴耕雨読 佐川町立佐川中学校　美術部

24 伊野製紙工業会長賞 五輪の聖地 高知大学教育学部附属小学校6年（造形教室）　森　乙乃

25
高知県手すき和紙協同組合
理事長賞 泳げ！切り絵のこいのぼり いの町立伊野南小学校　5年生

26
高知県手すき和紙協同組合
理事長賞 ジャングル動物の仲間たちの大集合 高知県立日高特別支援学校　中学部　3年生

27
高知県手すき和紙協同組合
理事長賞 大きな　青い海で・・・・ 黒潮町立拳ノ川小学校　4年　今西　遥斗

28 審査委員長奨励賞 黒潮に生きる仲間たち 高知県立高知ろう学校　小学部

29 審査委員長奨励賞 「ばすにのってゴー！ゴー！」 高知県立高知若草特別支援学校　小学部1組

30 審査委員長奨励賞 給食、大すき！ 高知大学教育学部附属特別支援学校　小学部

31 審査委員長奨励賞 日直だ～れだ！ 黒潮町立拳ノ川小学校　1・2年生

32 審査委員長奨励賞
たのしいね。うれしいね。かなしいね。～顔って心が伝わる

ね～
高知県立高知江の口特別支援学校
国立高知病院分校　小学部Bクラス

33 審査委員長奨励賞 青空の下でトマトができたよ！ 認定こども園　桜井幼稚園　年長つき組

34 審査委員長奨励賞 『なかまに入れてー』 高知県立盲学校 幼小学部

35 審査委員長奨励賞 笑顔、夢、感動あふれる盲学校！！
高知県立盲学校　中学部3年生・高等部2年生

36 審査委員長奨励賞 草原で走る小動物たち 高知市立秦小学校4年（造形教室）　門田　涼子

37 審査委員長奨励賞 つれた！　大物ホワイトフィッシュ！！ 高知市立五台山小学校6年（造形教室）　久保　壮正

1 入選 夢に向かってはばたけ、いのっこ！ いの町立伊野小学校いのっこ体験教室

2 入選 元気！！こいのぼり 芸術学園幼稚園　ゆり組A

3 入選 ゆりぐみ にじいろ こいのぼり 芸術学園幼稚園　ゆり組B

4 入選 がんばれ！みんなのこいのぼり 芸術学園幼稚園　ばら組A
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5 入選 げんきいっぱい！こいのぼり 芸術学園幼稚園　ばら組B

6 入選 タコでご多幸を♡
高知県立高知若草特別支援学校

土佐希望の家分校　小学部3・4・6年生

7 入選 私たちの希望 浜松解放子ども会　低学年

8 入選 アジサイのかさ 黒潮町立拳ノ川小学校　3・4年生

9 入選
ぼくたち・わたしたちのかけがえのないうみ　～海は生命の

源であり、世界を繋ぐ～
桜井幼稚園　年長ほし組

10 入選 希望華火 南国市立岡豊小学校　希望ヶ丘分校　4・6年生

11 入選 国際交流　～モンゴル編～　馬 認定こども園あとむ　年長組・年中組

12 入選 国際交流　～モンゴル編～　牛 認定こども園あとむ　年長組・年中組

13 入選 国際交流　～モンゴル編～　モンゴルの人 認定こども園あとむ　年長組・年中組

14 入選 森と魚たちのせせらぎ 高知県立高知若草特別支援学校　中学部Cクラス

15 入選 弘岡に咲く大輪のアジサイ 高知県立高知若草特別支援学校　中学部1年生

16 入選 花のモビール 高知県立日高特別支援学校　高等部2年生

17 入選 むんっ！！転ばんぞ！！
高知県立高知若草特別支援学校
土佐希望の家分校　中・高A

18 入選 仁淀ブルーの魚たち 高知県立日高特別支援学校　高等部１年生

19 入選 金ちゃん 高知県立山田特別支援学校　中学部　3年生

20 入選 奥田川と豊かな自然 いの町立伊野南小学校　5年　石田　心春

21 入選 土佐ジロー いの町立伊野南小学校　5年　泉　棟馬

22 入選 高知の豊かな果物 いの町立伊野南小学校　5年　岡林　那優

23 入選 いのいっぱい いの町立伊野南小学校　5年　門脇　凛太

24 入選 自然果物（土佐おとめマンゴー） いの町立伊野南小学校　5年　川上　紗彩

25 入選 仁淀川の手長エビ いの町立伊野南小学校　5年　近澤　希洋

26 入選 梨と豊かな自然 いの町立伊野南小学校　5年　野々村　直人

27 入選 いのの自然と行事 いの町立伊野南小学校　5年　柳瀬　司

28 入選 ベニオグラコウホネ いの町立伊野南小学校　5年　山﨑　結月

29 入選 ゆず いの町立伊野南小学校　5年　吉本　奏

30 入選 私の夢は　看護師さん 黒潮町立拳ノ川小学校　6年　森　稟花

31 入選 明るい花火 いの町立吾北小学校　5年　田中　碧

32 入選 川にいる生き物 いの町立吾北小学校　4年　川村　琥珀

33 入選 サンゴしょう いの町立吾北小学校　4年　別役　奈那

34 入選 TOKYO　2020 高知市立一宮中学校　2年　池上　柚乃

35 入選 密着！　クマちゃんの25時間 高知小学校1年（造形教室）　梅林　真衣

36 入選 小さな画家　はるちゃん 高知市立春野東小学校2年（造形教室）　片山　遥陽

37 入選 清流の水を飲むソラ 高知市立一宮小学校2年（造形教室）　高橋　佑季

38 入選 昔のＵＭＩ・ＬＡＮＤ 高知市立一橋小学校2年（造形教室）　鈴村　昌也

39 入選 平和なサバンナ 高知市立横内小学校4年（造形教室）　山本　陸人

40 入選 ちょっとだけあこがれる生活 高知市立一宮東小学校5年（造形教室）　大原　綾華

1 感謝状 (第1回から連続35回) いの町立伊野小学校

2 感謝状 (第11回から連続25回) いの町立川内小学校

3 感謝状 (第26回から連続10回) いの町立吾北小学校

4 感謝状 (第１6回から連続20回) 認定こどもひまわり

5 感謝状 (第21回から連続15回) 高知県立高知ろう学校

6 感謝状 (第31回から連続5回) 高知県立高知若草特別支援学校
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7 感謝状 (第31回から連続5回) 高知県立山田特別支援学校

8 感謝状 (第26回から連続10回) 高知県立日高特別支援学校

9 感謝状 (第31回から連続5回) 高知市立横浜中学校


