
特集　第51回「郷土を描く児童生徒美術展」

≪作品のみどころ≫ 

 指に絵の具をつけて描く楽しさがとても伝わってくる作品です。 
 パステル調の明るい色が楽しい気持ちを倍増させてくれていますね。 

【作者から】 
 この様に楽しい公園があったらいいなと思
いかきました。楽しさを表現する為に虹や花
畑に虫や動物をえがきました。 
 どろどろのえのぐはのりみたいでおもしろ
く、ティッシュでぼやかしたクレヨンはきれ
いでうれしくなりました。 
こんな公園で友達と遊びたいなと思いました。 

【保護者から】 
 にこにこしながら本当に楽しそうにこの絵
の説明をしてくれました。 
 画用紙いっぱいからその楽しさが伝わって
きました。 
 日頃から絵を描く事が好きで、その色彩の
きれいさに驚かされています。これからも楽
しみながら絵を描いてほしいです。 

埼玉県校外教育協会 
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第51回「郷土を描く児童生徒美術展」中央展覧会を終えて

入間地区
所沢市立和田小学校長 向井　茂樹

　平成２８年１１月２６日（土）から２７日（日）の

２日間にわたり、第５１回「郷土を描く児童生徒美術

展」中央展覧会が、坂戸市民総合運動公園内の小体育

室で開催されました。当日は、知事賞１２０点を含む

１，００９点の特選作品が展示されましたが、県内各

地から、２日間で３，５７７名の方に来場いただき、

子どもたちの絵をご覧いただくことができました。祖

父母、両親、兄弟姉妹など、ご家族そろって来場され

た方がほとんどで、会場案内の看板や展示されている

作品の前で、記念写真を撮られているご家庭が多く見

られました。はにかみながらも誇らしげな、入賞者本

人の表情を微笑ましく見せていただきました。

　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るもの

です。中央展の審査と運営は、美術教育連盟の５つの

ブロックが輪番で担当していますが、今年度は、西部

ブロックの入間地区が担当させていただきました。

　１０月２７日（木）に所沢市生涯学習推進センター

体育室で行われた中央審査会では、県内１０地区の地

区審査会で選出された１，００９点の特選作品の中か

ら知事賞１２０点を選出しました。

　各地区から選ばれた審査員が、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、知事賞の審査にあ

たりました。各地区から選び抜かれて集められた作品

ばかりですので、その中から知事賞を選出するために

複数の審査員が協議しながら時間をかけ、学年ごとに

知事賞を選んでいきました。審査と並行して、中央展

での展示のための準備として、全ての作品を台紙に貼

る作業も行われました。

　今年度は、１，００９点の作品が余裕をもって展示

でき、広い駐車スペースが確保できるということで、

坂戸市教育委員会のご厚意により、坂戸市民総合運動

公園内の小体育室を中央展の会場としてお借りするこ

とができました。体育用の施設ということで、作品を

展示するためのパネルを近隣の公民館等から借用する

必要はありましたが、高い天井も相まって、ゆとりの

ある展示ができたと思っています。中央展前日の１１

月２５日（金）には、午前中からパネルの運搬と設置

を行い、夕方までかけて作品の展示を終えることがで

きました。中央展当日は、２日間とも早朝から夕方ま

で、多くの方に途切れなくご来場いただき、会場担当

として嬉しく思いました。ご自身のお子さんの作品だ

けでなく、知事賞をはじめとした全ての作品を熱心に

ご覧になっている様子、一つ一つの作品について家族

で感想を語り合われている様子から、この中央展を開

催することの意義を確かめることができました。

　結びに、本中央展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、坂

戸市教育委員会、並びに、会場の準備から片付け、当

日の運営をしていただきました入間地区美術教育連盟

の先生方に、心から感謝を申し上げます。あああああ

ああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああ
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知事賞作品の紹介（小学校低学年）

　小学校１年生から３年生の作品を審査しましたが、どの作品からも、絵に表す活動に楽しく取り組
む子どもたちの姿勢を感じ取ることができ、嬉しく思いました。低学年では、体験したことや描画材
の新しい使い方などから発想を広げ、楽しい世界を創造している作品が多くあり、のびのびとした線
や思い切った色遣いなど、この年代でなくては描けない絵にたくさん出会えました。これは、子ども
自身の力とともに、活動を見守り、支援していただいた、先生方のお力にもよるものです。来年も、
その子らしさが溢れる、素敵な作品に出会えることを期待します。

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

「空とぶこうえん」 

東松山市立高坂小学校  ３年         さん 

≪作品のみどころ≫ 
 空をとぶ虫たちと一緒に楽しく遊べる公園への思いが込められた作品です。 
 ローマ字の模様も個性的でよいですね。 

【作者から】 
 わたしは世界に１つの乗り物を書きたいと
思い、みんなが考えられないことを書きまし
た。たくさんの色を使って、きれいになるよ
うに心がけました。 
 知事賞にえらばれたと聞き、家ぞくや知り
あいに伝えたら、みんなよろこんでくれまし
た。 

【保護者から】 
 学校が大好きな娘らしい作品だと思いま
した。ジャングルジムやすべり台、ブラン
コなど、校庭にある遊具が乗り物になった
ら楽しいと考えたそうです。習ったばかり
のアルファベットも入っています。先生や
お友達と有意義に過ごしているのだと感じ
ました。選んでいただいた先生方に感謝で
す。 

新井
あ ら い

 雪音
ゆ き ね
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  「かぶとむしと 
   かくれおにごっこ」 

 
  さいたま市立 
    慈恩寺小学校 
 
  １年 
             さん 

「ペンギンが空から 
   ふってきた」 

 

 鶴ヶ島市立 

      南小学校 

 

 ２年 

               さん 

【作者から】 
 大すきなカブトムシと、かくれおにごっ
こをしたり、せなかにのってとんでみたり
したいとおもって、大きなカブトムシをか
きました。 
 ちじしょうをもらえてとてもうれしいし、
びっくりしました。これからも、すきなえ
をたくさんかきたいです。 

【保護者から】 
 この絵を見た時、小さな頃から虫や植物
などの自然とたわむれるのが大好きで、そ
れらを見たまま感じたまま表現するのが好
きな息子らしいと思いました。 
 知事賞というとても光栄な賞をいただい
て、本人はとても自信がついたようで、こ
れからの作品もとても楽しみです。 

【作者から】 
 どうぶつ園で見たペンギンをかわいくかき
ました。くだものをかいたわけは、ふんいき
がもっとたのしくなるようにかきました。た
まごもかいたのは、かぞくがいるんだなとつ
たえるためです。 
 ちじしょうをもらってうれしかったので、
これからもいろいろな絵をかきたいです。 

【保護者から】 
 今回このような賞をいただいて、驚きとと
もに家族皆とても大喜びをしました。 
 絵を見て、人とペンギンの触れ合いの温か
さや夢を感じました。 
 これからも自信を持って色々な事にチャレ
ンジしてもらいたいです。 

【作者から】 
 見るのが大好きな魚を、きれいな色でた
くさん描きました。岩のごつごつ感が、ス
クラッチで表現できそうだと思って、やっ
てみたら、とても良い感じに出来て、うれ
しかったです。せん水かんくつに乗って、
ぼくが考えた海の中に行ってみたいです。 
 知事賞をありがとうございました。 

【保護者から】 
 この絵を初めて見た時、とてもわくわくし
ました。と、同時に、息子が楽しみながら描
いている姿が思い浮かびました。 
 息子は、小さい頃から、創意工夫をしなが
ら、図画工作を楽しんでいます。これからも、
のびのびと、自由な発想で図画工作を楽しん
で欲しいと思います。 

「せん水かんくつで海の中へ」 

羽生市立新郷第二小学校   ３年         さん 
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高学年の審査に携わって

知事賞作品の紹介（小学校高学年）

寄居町立寄居小学校長　勝山　寛美　　

　毎年楽しみにしている審査会ですが、今年も心引かれる素晴らしい作品と出会うことができました
全体としては子供らしく、のびのびとした線を用いて描いている作品が多く見られました。子供たち
が描きたいと思った場所に行き、その場で感じたことを素直に形や色で表現しており、自然とその作
品の世界に浸ることができました。
　今後は美術展の名にふさわしく『郷土』を意識した作品が、もっともっと増えると嬉しいです。

≪作品のみどころ≫ 
 昔の日本風のお城と未来の街並みが上下に配置され、対照的に表現されていて強い印象を受けます。 
 ペンの城と背景の絵の具の表現が美しいです。 

【作者から】 
 歴史が好きなので、昔の世界と現代の世界
が合わさったらおもしろいなと思い、この絵
を描きました。現実の城とは違い、色々な模
様を描き、城を絵の中で一番目立つようにし
ました。知事賞をいただき、とても嬉しいで
す。これからも色々な絵を描いていきたいと
思います。 

【保護者から】 
 歴史に興味があり、数々の城を見に行き、
家でもよく絵を描いていました。昔の城と近
代的な都会の風景を対照的に表現した所に息
子らしい感性を感じました。自分の好きな城
をテーマにしたこの作品で素晴らしい賞を頂
けた事を本人も家族も大変嬉しく思っていま
す。御指導下さった先生方に感謝申し上げま
す。ありがとうございました。 

「昔と現代のさかさまワールド」 
吉川市立中曽根小学校  ５年          さん 酒井

さ か い

 雄大
ゆうだい
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「正門から見た 
        学校」 

 

さいたま市立 

    太田小学校 

 

５年 

          さん 

「緑ゆたかな八幡神社」 
小川町立みどりが丘小学校  ６年         さん 

【作者から】 
 わたしは、セメント工場を大きく見せたか
ったので、工場全体を描きました。三原色を
中心に色をまぜ合わせ、たくさんの色を使い
ました。心をこめて、元気よく描くように心
がけました。 
 これからも、このような賞がとれるように
がんばりたいと思います。 

【保護者から】 
 学校から帰ってきて、「セメント工場の絵
が選ばれたんだよ」と嬉しそうに話してくれ
ました。展覧会にて作品を見て、全体の様子
や色の描き方もとても良く、感心しました。 
 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とても感謝致します。 
ありがとうございました。 

【作者から】 
 ぼくが通う太田小学校を、知らない人にも
知ってほしいと思い、正門から描きました。
表彰式では、みんなの前での写真撮影があり、
緊張しました。 
 美術展では、ぼくが描いた絵が飾られてい
て沢山の人に見てもらうことができました。
太田小を知ってもらえてよかったです。 

【保護者から】 
 美術展の日まで楽しみでした。本人は、飾
られていることが嬉しいけど、恥ずかしい様
で、自分の絵の前にいたのはほんの少しでし
た。絵の横に作者の言葉と作品のみどころが
書かれていて、子供が一生懸命よく観察し、
描くことを楽しんでいる作品だと感じること
ができました。 

【作者から】 
 この神社は、題名の通り緑豊かな神社です。
日が当たると、とてもきれいなので、絵に描
いてみたくなってこの場所を選びました。 
 知事賞受賞の手紙が来たときは、学校のク
ラスみんなで喜びました。僕も家族もとても
喜びました。 

【保護者から】 
 このような素晴らしい賞をいただきビック
リしています。 
 とても時間をかけて描いていたようです。
いろいろな色を使い、丁寧に描かれていると
思いました。ご指導くださった先生方には大
変感謝しています。ありがとうございました。 
 

「青空の下のセメント工場」 
熊谷市立籠原小学校  ４年         さん 堀野
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中学生の審査に携わって

知事賞作品の紹介（中学生）

さいたま市立太田小学校長　中川　昇次　　

　中学生になると、自己の存在をより意識するようになり、表現力の高まりに加え、自分なりの表現
の意図を明確にもてるようになります。そこで、写実的な部分と作者の意図したことが表現されてい
る部分のどちらも大切にして審査を行いました。
　審査会での作品には、感動した風景や日常の一場面を根気強く描き切ったものが多く見られました
絵のモチーフとしては、風景が多い中、人物や乗り物を中心とした郷土作品も見られ、目を引きまし
た。どの学年の作品も作者の思いが込められ、見事な表現が施され、大変見応えがありました。
　中学生のこの時期は、表現力とともに鑑賞力が高まることから、様々な表現のよさや美しさを味わ
えるようになります。これからも、自分の感じ方や考え方をもとに、主題を大切にした表現を追求し
て欲しいと思います。

【作者から】 
 七月にプール清掃があり、
体操着が濡れて冷たくなる
まで取り組んでいる有志の
人達のバッグもプール脇に
描きました。九月に入り美
しい夕焼けの記憶をもとに
何度も色を重ねました。季
節の変化の中で強い印象を
大切に描いた夕焼けの色は
私の心の色ともいえます。 

【保護者から】 
  美術部に入部し、いろい
ろな作品に取り組んだ成果
だと思います。以前から絵
を描くことは好きでしたが、
色彩で上手に表現できるよ
うになりました。この作品
は時間をかけて描いていま
すが、一瞬の夕日の色をよ
くとらえていて凄く素敵な
作品だと思います。 

 
「夕暮れまで」 

 

三郷市立彦成中学校 

１年          さん 

≪作品のみどころ≫ 
 夏の夕焼け空と夕陽に照らされた風景を感じたままにカラフルな色づかいと筆づかいで表現して
います。 

坂地
さ か じ

 冴佳
さ や か
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「振り向いた 
   その先は…」 
 

 鴻巣市立 

   川里中学校 

 

 ２年 

        さん 

「『市民にはなくてはならない場所』」 
鴻巣市立赤見台中学校  １年          さん 

【作者から】 
 この絵に描いた建物は私がよく利用する図
書館の絵です。建物の窓ガラスに映った景色
や植込みの植物の美しさを表現しました。光
や影の色を強調することで暑い夏の午後を描
き、とても思い出深い絵になりました。 
 この絵で知事賞を頂き、大変嬉しく思いま
す。ありがとうございました。 

【保護者から】 
 娘がよく通う図書館が、夏の光と影や緑の
美しさのおかげで、とても雰囲気のある風景
画になりました。太陽の光が、アスファルト
を照りつけ、乾いた草花がより一層鮮やかに
見えたのではないかと思います。木の葉の一
枚一枚を、繊細なタッチで描いたことが見事
だと思いました。 

【作者から】 
 この絵は、祖母の家に行く時に通る途中の風
景です。普段何気なく通っている踏切を渡った
時、ふと振り向いてみるとそこには迫力のある
線路が奥に延びていました。それはまるで未来
へ続く希望の道のように感じ、私もこの線路の
ように真っ直ぐ未来へ進んでいきたいという気
持ちを込めて、描きました。 

【保護者から】 
 このような素晴らしい賞を頂け、大変うれ
しく思います。構図、遠近感、線路の立体感
にこだわり、思うように描けないもどかしさ
と苦戦しながらも楽しんで描いていたように
思います。娘にとっても貴重な経験と自信と
なったことでしょう。ありがとうございまし
た。  

【作者から】 
 ３年間お世話になった部室に別れの挨拶を
するつもりで描きました。美術部で過ごした
３年間はとてもかけがえのないものでした。
私の大好きな日常のひとこまを切り取り、生
き生きと表現できてよかったです。 
 ３年連続で知事賞を頂けたこと、大変嬉し
く思います。 

【保護者から】 
 学校生活の中で一番思い出深い場所を題材
に選んだようです。細部まで妥協することな
く諦めずに描ききれたことは、この場所への
思いの強さをうかがい知れますし、本人の自
信にもつながったものと思います。 
 親から見ても三年間で一番の作品になった
と思います。本当にありがとうございました。 

「これでさよなら」 
三郷市立北中学校  ３年        さん 
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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

104 66,757 6,613 1,240 120 36 18,861 1,165 209 12

北足立南 132 75,445 14,695 1,334 99 58 31,653 3,436 307 45

北足立北 60 28,398 5,441 564 45 29 14,539 2,503 257 23

入間 159 49,363 14,593 1,460 167 44 3,309 1,160 117 29

比企 42 10,185 2,037 204 32 18 5,538 1,108 111 17

秩父 23 4,977 979 75 25 11 2,703 540 46 12

児玉 24 6,872 699 137 25 8 3,633 207 73 16

大里 55 18,993 3,799 476 44 29 10,060 2,012 251 23

北埼 49 12,368 717 248 34 19 6,909 237 134 19

埼葛 150 65,554 13,310 1,465 160 75 32,830 6,566 542 59

1 1 1 0 0 4 185 38 4 3

799 338,913 62,884 7,203 751 331 130,220 18,972 2,051 258

搬入
校数

搬入
点数

特選数

1,130 81,856 1,009

 ※　知事賞は特選数のうちの１２０点。   

搬入・入選・特選状況一覧表

北
部

東
部

私　立　校

合　　　計

地　　区

小　　　　　学　　　　校 中　　　　　学　　　　校

さいたま市

南
部

西
部

小・中学校
参加児童生徒数 入選数 入選・特選の総計

469,133 9,254 10,263

画集「郷土を描く埼玉子どもの絵」 第３５集刊行 
― 図工・美術指導教材に、学校図書館に、ぜひ１冊 ― 

  
 第５１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３５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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なるほど、こんな風に取り組み、この様に工夫して表したんだ 
－「郷土を描く子どもたちの絵」も「６月総会の委嘱校発表」も－ 

 

「埼玉の看板は、児童生徒です。」 

そこで、改めまして「みなさん、かんばんは！」 

 

この「郷土を描く児童生徒美術展」をはじめとする本協会の事業以外にも、各学校や市町

村において子どもたちが看板となれるような活躍の場をたくさん設定していただき、ありが

とうございます。 

当協会は、５６年の長きにわたり、県内の児童生徒の校外での生活が充実するように、各

学校と地域が連携し、特色ある活動を展開するなど、埼玉を愛する児童生徒の育成に力を注

いでまいりました。 

特に、本協会の看板事業「郷土を描く児童生徒美術展」につきまして、第５０回記念の昨

年度は、「知事賞」に加え「会長賞」を設け、展示についても中央展での展示の他「ブリラ

ンテ武蔵野」の御厚意をいただき、美術教育連盟と連携しながら期間を工夫し特別に展示す

るなど記念となる美術展となりました。今年も「ブリランテ武蔵野」の特別展につきまして

御配慮いただき、継続して行われました。皆様には是非画集も見ていただき、鑑賞の上、埼

玉の子どもたちの思いや底力を堪能していただければと思います。 
  
「もう一つの看板は、６月総会の委嘱校の発表です。」 

  
平成２９年度も、６月の総会当日に「委嘱校の発表」を計画しております。この発表は、

県や市町村の研究委嘱発表とは違い時間が短い反面、発表各学校の負担も最小限のなかで、
当日だけでも４校もの研究のエキスを吸収できるなど大変有意義な事業となっています。他
校の実践を自校に置き換えて考えれば視点が明確化され、例年「ちょっとしたアイディアで
大きく学校が変化するきっかけになった」との声が多く聞かれています。今後も積極的な参
加をお願いいたします。 

今年も県内すべての市町村長および公立小・中学校長に会員となっていただき、さらに、

私立小・中学校長のほとんども入会していただいております。今後も1,328名の会員の皆様

の御期待に添えるよう努力してまいりますので、御協力をお願い申し上げます。 

≪事務局から≫ 
 第５１回「郷土を描く児童生徒美術展」は、家族連れを中心に多くの方々に御来場いただき、
盛況のうちに終了することができました。来場された方々から感想をいただきましたので、そ
の一部を紹介します。 
 ○ ぼくの絵がてんじされてて、とてもうれしかったです。(０～９歳)  
 ○ 中学生のレベルの高さに感動しました。何だかなつかしくなるような風景と、きっと作 
  者の想いがこもっているからか涙が出てくるほどでした。(３０歳代) 
 ○ 児童・生徒の力作を拝見し、元気をもらいました。子供たちには、郷土を愛する心を育 
  んでもらいたいと思います。(５０歳代) 
 ○ この間までジイジにダッコされていた子供がすばらしい郷土の絵を描いてくれた事が非 
  常にうれしかった。(７０歳以上) 
 また、当協会では、他にも様々な事業を実施しております。これらの事業も更に皆様に親し
んでいただけるよう、充実した取組を積み重ねていきたいと考えていますので、今後とも御理
解、御協力のほどお願い申し上げます。 
 

≪会員の皆様へ≫ 会長 村上 博俊 
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