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～「郷土愛をはぐくむ」埼玉県校外教育協会～

特集 第５２回「郷土を描く児童生徒美術展」

【作者から】
ぼくは、大好きなクワガタに乗って、ぼ

くたちの住んでいる川越を見てみたいと思
って、この絵をかきました。社会で習った
ところやまだ知らない場所へ行ってクワガ
タや友達と遊んだり、ぼくだけのひみつの
場所を見つけたりワクワクした気持ちで飛
んでいます。

【保護者から】
お話を聞いた時は、とても驚き、家族み

んなで喜びました。絵を描くことも虫も大
好きなので、楽しみながら描いている様子
が伝わってきます。色使いがきれいで子供
の成長も感じることができました。これか
らものびのびと大好きな絵を描いてほしい
と思いました。
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「クワガタ虫でレッツゴー」
もり い かず ま

川越市立南古谷小学校 ３年 森井 一真 さん

≪作品のみどころ≫
クワガタ虫に乗って飛んでいる様子を、空の高いところから見下ろしてかいています。クワガタ虫の色
も明るくすてきです。
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第５２回「郷土を描く児童生徒美術展」中央展覧会を終えて
北 埼 玉 地 区
行田市立北小学校長 森 田 豊

平成２９年１１月２５日（土）、２６日（日）の２日間、
第５２回「郷土を描く児童生徒美術展」中央展覧会
が、行田市総合体育館（行田グリーンアリーナ）
内のメインアリーナで開催され、知事賞１２０点を
含む１，００７点の特選作品が展示されました。
当日の会場は、作品が展示された児童・生徒と
その家族に加え、群馬県や栃木県など遠方からお
越しいただいた祖父母や親戚の方々、友だちの作
品を見に来たという地元地区の児童・生徒などで
大変な賑わいとなり、２日間の来場者数は３，８７１
名を記録しました。
本美術展は、県内全小中学校の図画工作・美術
科主任の先生方を中心に組織している、美術教育
の研究組織である埼玉県美術教育連盟が、埼玉県
校外教育協会と共催して作品審査と中央展の運営
を行っています。
中央展の審査と運営は、美術教育連盟の５つの
ブロック（１０地区）が輪番で担当しており、今年
度は、東部ブロックの北埼玉地区が担当しました。
本展覧会に先立ち、県内１０地区で行われた地区
審査会では、展示された１，００７点の特選作品の他
に約１０，０００点の入選作品が選出されました。
１０月１８日（水）に行田市総合体育館で行われた
中央審査会では、各地区から選ばれた複数の審査
員による審査が行われ、小学校低学年（１～３年
生）、小学校高学年（４～６年生）、中学校（１～
３年生）の３グループに分かれて慎重に協議し、
各地区から選りすぐられた作品の中から、知事賞

作品１２０点を選出しました。
今年度の会場は、行田市教育委員会のご厚意に
より、行田市総合体育館（行田グリーンアリーナ）
をお借りすることができました。１，０００点を超え
る作品を展示しても十分なスペースがあり、訪れ
た方々は、広々とした会場にBGMが流れる中、
ゆったりと鑑賞していただけたのではないかと思
います。また、同施設は行田市総合公園内にあり、
４００台を越える駐車スペースを有していることか
ら、ピーク時にもゆとりをもって駐車していただ
くことができ、車でご来場いただいた方々にたい
へん好評でした。
また、ご来場いただいた方々には、アンケート
をご記入いただきましたが、多くの方が子どもた
ちの作品を熱心に鑑賞し、様々なメッセージを残
してくださいました。とりわけ、子どもたちの豊
かな感性を賞賛する言葉や、「郷土を描く」こと
の意義を評価する言葉が綴られたアンケートは、
開催担当地区としてはもちろんのこと、本美術展
に関わってきた１人として、たいへん嬉しく思い
ました。
結びに、本展覧会を開催するにあたり、多大な
るご支援とご協力をいただきました埼玉県教育委
員会、行田市教育委員会、並びに、会場の準備・
片付け、当日の運営にご協力いただきました北埼
玉地区美術教育連盟の先生方に、心から感謝を申
し上げます。

【 展覧会当日の様子① 】 【 展覧会当日の様子② 】
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知事賞作品の紹介（小学校低学年）

小学校低学年の審査に携わって 所沢市立和田小学校長 向井 茂樹

小学校低学年では、好きな動物や育てた植物、建設機械などと自分の関わりをもとに、発想を大
きく広げて楽しく表している作品が目立ちました。勢いのある線で、表したいものをぐいぐいと描
いている作品や自分の表したい様子を丁寧に描いている作品が多く、表現している時の楽しそうな
作者の姿が想像できました。また、クレヨンや絵の具、ペンなどの描画材を自分なりに工夫しなが
ら使っている姿も、美しい線や色から感じ取れました。
来年も、一人一人のよさと思いが溢れる、素敵な作品に出会えることを期待しています。

【作者から】
西武園の花火の思い出が、

かきたかったから花火を大
きくかいてみました。絵の
下の方は、遊園地西えきを
イメージしました。かいて
いる時は、しょうをとるな
んて思ってもいませんでし
たが、今日、しょうじょうを
だいひょうでうけとるやく
になってびっくりしました。

【保護者から】
受賞の知らせを聞いた時

は、えっ全員受賞？と思い
ました。家では電車の絵や
建物の見取図などばかりで、
他のものを描くのをあまり
見たことがなかったので、
こんな絵を描くのかと初め
て知りました。堂々とした
花火！大輪の花のようでし
た。

「せいぶえんの花火」

所沢市立明峰小学校
ふじ た ゆう き

２年 藤田 優希 さん

≪作品のみどころ≫
夏の夜空の青と花火の黄が美しい作品です。花火を見る人や遊園地の乗り物、駅や電車を描
くことで、楽しかった夏の思い出が表せました。
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【作者から】
タイヤの迫力を伝えることを意識して描

きました。周りの景色をきれいに描いて見
る人にわかりやすくしました。友だちと一
緒にトラクターで楽しく遊んでいる姿を想
像して描いていたら、自分の心も楽しい気
持ちになりました。知事賞をお兄ちゃんも
もらっているので、自分ももらえて嬉しか
ったです。

【保護者から】
この絵を見た瞬間、息子が受けたトラク

ターの迫力そのものが伝わってきました。
景色がとてもきれいで今にも走り出しそう
なトラクター。絵の世界へと入り込みたい
気持ちにさせられました。今回、このよう
な賞をいただいて本人はとても自信がつき、
これからがさらに楽しみになりました。

【作者から】
ぼくは、ドロドロねん土をたのしくまぜ

ていたらカニに見えてきました。カニのは
さみを力づよくぬりました。おやこであそ
んでいます。ちじしょうをもらえてうれし
かったです。これからも、たのしみながら
えをかいたりつくったりしたいです。

【保護者から】
今回この様な素晴らしい賞を頂き驚いた

のと、家族みんなで大喜びしました。
小さい頃から色塗りや工作が好きで、初

めて作品を見た時、迫力と色使いが息子ら
しい作品だなと感じました。今後も自由な
発想でのびのびと図画工作を楽しんで欲し
いと思います。本当にありがとうございま
した。

「ぼくのカニは、つよいんだ！！」
ながおか や ま と

鴻巣市立馬室小学校 １年 長岡 大翔 さん

「ほらあなの
大ぼうけん」

さいたま市立
宮前小学校

２年
おおたき ち ひろ

大瀧 千廣 さん

「夢をのせて走れ！パワフルトラクター」
あら い ある と

寄居町立折原小学校 ３年 新井 空都 さん

【作者から】
くふうしたところは、ひもをロープがわ

りにしたところです。ほらあなの中をかい
ているうちに、もっと楽しくなりました。
ほらあなの中はくらいので、カラーペンで
かきました。きけんせいぶつもかきました。
しょうじょうをもらえて、とてもうれしか
ったです。

【保護者から】
先生から受賞のご連絡をいただき、家族

皆で大喜びし、お祝いをしました。ほらあ
なの薄暗く怖いところ、でも明かりの中で
楽しんでいる様子、恐竜の絵など細かく描
かれておりいろいろ思い描きながらこの作
品に取り組んでいたのだろうなと感心しま
した。これからものびのびと創作を楽しん
でほしいです。
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知事賞作品の紹介（小学校高学年）

高学年の審査に携わって 寄居町立寄居小学校長 勝山 寛美

今年も審査員として審査に携わり、心温まる素晴らしい児童作品と出会うことができました。色
使いが多様であり、淡くぬったり濃くぬったりと作者の思いが込められ、表したいことが絵にしっ
かりと表れていました。また、表現方法が多様で、教師の思いと児童の思いにずれがなく、大変楽
しく気持ちよく描いている作品が多かったのもよかったです。
今後の参考として、風景画については、視点の選び方がポイントだと思います。『郷土埼玉』を

意識した作品がもっもっと増えることを期待しています。

【作者から】
わたしは、あいの町羽生の未来がどうな

っているのかを想像して描きました。あい
の町らしく、あい色や青、むらさき色など
を使いました。ビルはすべて青系でまとめ
ました。そして、百年後を見ている自分の
服も、青系の色にしました。トンネルもだ
んだん茶色から青にかわっていくように工
夫しました。

【保護者から】
本人も驚きの様子で受賞の報告を受けま

した。鮮やかな藍色の町の様子を見て、い
ろいろな夢があふれた美しい作品に感心し
ました。このような素晴らしい賞を頂けて、
本人の自信に繋がったと思います。何より
も素敵な思い出のひとつになりました。ご
指導くださった先生方に感謝致します。

「１００年後の藍の町」
かじ たに いろ は

羽生市立新郷第二小学校 ５年 梶谷 彩華 さん

≪作品のみどころ≫
この絵の中にたくさんの物語がつまっています。稲穂のトンネルをくぐると１００年後の世界
が広がっている夢のある作品です。藍の色も美しく筆使いも工夫されています。見る人の心を
目をひきつける作品です。
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【作者から】
ぼくはこの絵をかくときに、未来のヘチ

マがこんな風になっていたらいいな…。と
考えながらかきました。この絵の工夫した
ところは、ヘチマの色を３色でぬったとこ
ろです。
自分の目標とする１つが知事賞だったの

で、とてもうれしかったです。

【保護者から】
知事賞受賞の連絡をいただき、家族で喜

びました。
絵からも学校生活を楽しく過ごせている

様子が伺え、子の成長と共に嬉しく思いま
した。
このような環境に感謝し、日々努力をし

ていって欲しいです。

【作者から】
毎朝教室に入る時に今日がどんな一日に

なるのかいつも楽しみにしていました。
小学校生活最後の年で自分では予想もし

ていなかったいい賞がもらえたので、とて
もうれしかったです。

「ヘチマハウス」

秩父市立
原谷小学校

４年
なかうね り と

中畦 吏都 さん

「色彩がいいタイルの青柳小」
あお き けい じ

神川町立青柳小学校 ５年 青木 慧史 さん

「毎朝見える思い出の場所」
ほり の はるか

本庄市立北泉小学校 ６年 堀野 遥 さん

【保護者から】
大好きな６年１組の様子が良く伝わる絵

だと思います。
先生方が下さった多くの励ましが、描き

上げる力になり、最後まで丁寧に仕上げる
事ができました。

【作者から】
青柳小の玄関にしきつめられているタイ

ルの色彩が伝わるように描きました。絵の
具に水をたくさんふくませてぬったので、
この絵を見た人が優しい気持ちになって、
青柳小に来たくなってくれたらいいなと思
います。校舎の絵を描くのは難しかったけ
れど、心をこめたので受賞できてうれしか
ったです。

【保護者から】
本人も家族も美術展に行く日を楽しみに

していました。息子の独特な感性で描いた
校舎。淡い暖色系でぬくもりのある、幻想
的な印象の作品に感動しました。とても素
敵でした。このような素晴らしい賞をいた
だき、ご指導くださった先生方に大変感謝
致します。ありがとうございました。
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知事賞作品の紹介（中学生）

中学生の審査に携わって 行田市立北小学校長 森田 豊

近年の審査会では、写真をもとに、時間をかけて細部まで描き込んだ作品が多く見られていまし
たが、今年は写真の再現だけにとらわれず、構図や表現方法、色彩を工夫した見応えのある作品を
多く見ることができました。自分の住む場所を離れ、広く県内に描く対象を求めた作品や、身近な
何気ない風景の中に美しさやおもしろさを発見した作品など、描く対象も広がっており、審査員の
目を楽しませてくれました。
これからも、中学生らしい感性を働かせ、対象から感じ取ったことを豊かに表現した作品が増え

ることに期待しています。

【作者から】
宮代町の象徴の１つである東武動物公園

の裏は豊かな田園地帯が広がり、フェンス
の向こうにはカステラ電車がひっそりと佇
んでいます。動物公園の敷地内ですが、町
民でも知る人は少なく心落ち着く景色に感
動しました。散歩して出会える宮代の魅力
を、もっとたくさんの人に知ってもらいた
いです。

【保護者から】
何を描くかから始まり、町内中を歩きま

わる事丸１日。ようやく決まった題材を今
度は、習い事の合間に描かなくてはならず、
５日間で描き上げました。妥協を許さず、
納得いくまで描きたいのに時間がない…。
まさに努力と涙の結晶です。

「森に還るカステラ電車」
さ とう こ な

宮代町立百間中学校 ２年 佐藤 小凪 さん

≪作品のみどころ≫
木漏れ日の中に、そっと置かれたカステラ電車。朽ちていく電車が自然に還る姿として哀愁
を漂わせています。見事な水彩表現で描かれました。
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【作者から】
長宮神社のご神木に続く道の風景です。

暖かな木漏れ日、それを受けて、木の葉の
すき間から漏れ出る光、瑞々しい草木。こ
こで感じたことを表現し、人に伝えられた
らいいなという思いから、この絵を描きま
した。このような賞を頂き、とても嬉しく
感じています。

【保護者から】
行田の絵画展に行った際に、娘は、「作

品がたくさんの人の目に触れ、感想を言っ
てもらえる事が嬉しかった。」と言っていま
した。昔から自然の風景を好んで描いてい
たので、努力が実ったというような思いが
娘の中にあるように思います。ありがとう
ございました。

【作者から】
この絵の場所は、今はもうやっていない

文房具店ですが、味のある見た目に魅かれ
て描きました。絵を描いていて難しかった
ところは、自動販売機の１つ１つのジュー
スの模様を本物のように描くことです。知
事賞をいただいたことで自信がつきました
し、大変嬉しく思います。

【保護者から】
このような素晴らしい賞を頂き、家族と

共に大変驚きましたが、一同大喜びでした。
本人が一番難しかったと言っているジュー
スの模様は、まさに本物のようで写真を見
ているようでした。この知事賞をきっかけ
に、これからも楽しみながら絵を描いてい
ってほしいです。

「いつも通り」
あら い ひ か る

行田市立忍中学校 １年 新井 唯晃 さん

「五月雨」
まつばら たまき

朝霞市立朝霞第二中学校 ２年 松原 環 さん

「光の小道」
ながさわ とも か

ふじみ野市立花の木中学校 ３年 長澤 朋華 さん

【作者から】
これは、友達が住んでいる川越に遊びに

行ったときの風景です。雨が降っていたの
で、建物や町を歩く人々が、道のタイルに
映って、とてもきれいでした。絵を描くと
きに工夫したところは、透明感を出すため
に、絵の具にたくさんの水を含ませて着色
したところです。

【保護者から】
友達と訪れた川越の風景を、その日のこ

とを思い出しながら描いていたようです。
細部の表現を納得するまで描き続けていま
した。その作品が、このような素晴らしい
賞を頂けて、本人の自信やこれからの目標
に繋がったと思います。本当にありがとう
ございました。
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搬入・入選・特選状況一覧表

地 区

小 学 校 中 学 校

搬 入
校 数

参 加
児童数

搬 入
点 数 入選数 特選数 搬 入

校 数
参 加
生徒数

搬 入
点 数 入選数 特選数

さ い た ま 市 １０４ ６８，０９５ ６，６７９ １，２５５ １２０ ４０ １８，２８８ １，０４９ ２１８ １２

南

部

北 足 立 南 １３２ ７５，８４５ １４，８７４ １，３６０ ９６ ６１ ３３，４２７ ３，９４２ ３６２ ４８

北 足 立 北 ６０ ２６，７０５ ５，３４１ ５４１ ４９ ３０ １１，３３０ ２，２６６ ２２７ １９

西

部

入 間 １６０ ４９，６７２ １４，７１９ １，４７２ １５７ ５４ ５，０１２ １，４１０ １４１ ２９

比 企 ４２ １０，２３４ ２，０４７ ２０５ ３２ １８ ５，００６ １，００１ １００ １７

北

部

秩 父 ２３ ４，８１３ ９６３ ７３ ２５ １２ ２，６６４ ５３３ ４１ １２

児 玉 ２５ ６，８１１ ６９９ １３５ ２５ ８ ３，４８９ １７２ ７１ １６

大 里 ５５ １８，７８１ ３，７５６ ４７４ ４４ ２９ ９，６８０ １，９３６ ２４０ ２３

東

部

北 埼 ４９ １２，１３１ ５１７ ２４３ ４１ １９ ６，３９４ ２５０ １２８ ２２

埼 葛 １５０ ６５，４４０ １３，５５５ １，４６３ １５９ ７５ ３２，１９２ ５，９８７ ５４７ ６０

私 立 校 ０ ０ ０ ０ ０ ４ １７６ ２９ ２ １

合 計 ８００ ３３８，５２７ ６３，１５０ ７，２２１ ７４８ ３５０ １２７，６５８ １８，５７５ ２，０７７ ２５９

小中学校
搬 入 校 数 参加児童生徒数 搬 入 点 数 入 選 数 特 選 数 入選・特選の総計

１，１５０ ４６６，１８５ ８１，７２５ ９，２９８ １，００７ １０，３０５

※ 知事賞は特選数のうちの１２０点。

画集「郷土を描く埼玉子どもの絵」 第３６集刊行
― 図工・美術指導教材に、学校図書館に、ぜひ１冊 ―

第５２回「郷土を描く児童生徒美術展」の知事賞を受賞した１２０点の作品を掲載した画集「郷土を
描く埼玉子どもの絵」第３６集が刊行されました。今回も子供たちの個性が光る素晴らしい作品が揃
いました。
掲載作品には審査委員の「作品のみどころ」を付け、また、専門家による鑑賞案内「子どもの絵
について」や特選を受賞した全員の氏名・学校名も掲載されています。
ぜひ、御家庭や教育現場に１冊いかがでしょうか。
お申込みは、指定教科書販売店、又は埼玉新聞販売店、埼玉新聞社出版担当（TEL０４８－７９５－

９９３６）までお願いします。
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≪会員の皆様へ≫ 会長 村上 博俊

アンダースタンド・・「しなびた大根」が色彩を放つとき

「皆さん、かんばんは！」学校教育・校外教育の看板は、会員の皆さんです！！
埼玉の教育の看板は、児童生徒です。次の世代を担うのですから。
この校外教育協会の会員の皆様は、県内の市町村長及び公私立の小中学校長とい

う極めて教育の発展に重要な役目を持つ方々であります。お力を借りて、子供たち
の未来を創っていきたいと存じます。

さて、表題の言葉、「アンダースタンド」の語源が「下に」「立つ」とは、考え
させられます。子供が看板になるように、主役が子供たちになるようなアンダース
タンドの推進。それが校外教育協会の精神です。

「郷土を描く美術展」は埼玉県校外教育協会の看板事業の一つです。
子供たちの絵には、家庭でのふれあいや学校での先生や友とのふれあいも感じら

れ重要な情報が隠されています。どの作品にも深い意味を見出せます。たかが美術
展、されど美術展。この作品や本人の理解は子供たちをアンダースタンドする日頃
の指導から始まっています。
「しなびた大根」のように見えた絵が実は「田舎に行ったとき、おばあちゃんが

私のために早朝、雪の畑から採ってきてくれたことに感動して描いた新鮮な大根」
だと分かったとき、新たな色彩を放って輝いた絵となってきます。
埼玉を愛する児童生徒の育成のための「アンダースタンド」をお願いします。

≪（一社）埼玉県校外教育協会について ≫

昭和３５年に社団法人として設立され、埼玉県内の児童・生徒の校外での生活の充実を
図る活動の助成及び郷土を愛する運動の促進を図ることに関する事業を行い、児童・生
徒の健全な育成に寄与することを目的として活動しています。
平成２５年４月１日に社団法人から一般社団法人へ移行し、会員は県内の公立小学校長

８１１、公立中学校長４１３、市立特別支援学校長４、私立小学校長５、私立中学校長２９、埼
玉大学教育学部附属校（小・中・特）の学校長３、市町村長６３の合計１，３２８名であり、
事務局は埼玉県教育局家庭地域連携課に置かれています。
郷土を愛する子供たちの育成に、今後とも会員（県内各市町村長・各学校長）の皆様
の御理解・御協力をお願い致します。

≪事務局から≫
平成２９年度も協会運営に当たり多くのご協力をいただき、ありがとうございました。
当協会の主な事業には、郷土を描く児童生徒美術展のほかに研究委嘱や調査研究委員
会があり、毎年６月に開催される総会・研究発表会は１年間の成果発表の場となります。
是非足をお運びいただき、今後の教育活動にご活用いただければと存じます。
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