
【目的】【目的】

７月の「河川愛護月間」及び「森と湖に親しむ旬間」の一環として、小学生のみなさんが絵を描くことを通し、ダムや川に親し

みを感じていただき、その役割や必要性などに興味を持っていただくことを目的としています。

【概要】

ダムと川の絵コンテストは 群馬県内の各教育委員会 小学校のご協力により 小学生のみなさんから毎年数多くの作品をご応ダムと川の絵コンテストは、群馬県内の各教育委員会、小学校のご協力により、小学生のみなさんから毎年数多くの作品をご応

募いただき開催しております。本年度は、22校から２５６点の応募がありました。

入賞作品の選考は、群馬県総合教育センターにご協力をいただき、厳正なる審査により行われています。

（敬称略）（敬称略）

【1年生の部】

最優秀賞 優秀賞 優秀賞 優秀賞最優秀賞 優秀賞 優秀賞 優秀賞

富岡市立一ノ宮小学校 富岡市立一ノ宮小学校 富岡市立一ノ宮小学校 富岡市立一ノ宮小学校

石川　竜之真 吉田　恵菜 峰岸 咲 高橋琴音

かぞくでかわあそび かわであそんだよ みんなでみずあそび

【2年生の部】

みゆちゃんとゆなちゃんと
みずあそび

【2年生の部】

最優秀賞 優秀賞 優秀賞 優秀賞最優秀賞 優秀賞 優秀賞 優秀賞

渋川市立橘小学校 片品村立片品北小学校 甘楽町立福島小学校 富岡市立額部小学校

高橋朱里 小林　茉央 佐藤颯斗 小林　史侑颯

魚たちが沢山のぼる川 しぜんのきれいな川がすきです かぶら川 大塩湖の土手

【3年生の部】【3年生の部】

最優秀賞 優秀賞 優秀賞 優秀賞最優秀賞 優秀賞 優秀賞 優秀賞

昭和村立南小学校 安中市立西横野小学校 桐生市立梅田南小学校 桐生市立梅田南小学校

本部　ひなの 高橋　一颯 浅野 妃南 谷　希歩本部 高橋 颯 浅野 南 希歩

麻荢の滝 家のちかくからみえたダム 桐生川ダムまんえん橋から見たかたしな川



【4年生の部】【4年生の部】

最優秀賞 優秀賞 優秀賞 優秀賞

高崎市立寺尾小学校 片品村立片品北小学校 高崎市立八幡小学校 みどり市立笠懸小学校

平田 大地 萩原 寛大 荒木 万嘉 綿貫 栞平田　大地 萩原　寛大 荒木 万嘉 綿貫　栞

こけがかがやく四万川 薗原ダム かぶら川の青岩 力強い藤原ダム

【5年生の部】

最優秀賞 優秀賞 優秀賞 優秀賞

伊勢崎市立殖蓮小学校 邑楽町立中野東小学校 沼田市立沼田東小学校 みどり市立笠懸小学校

布施 龍賢 前田 朋亜 廣田 翔也 沖村 羅衣葉布施　龍賢 前田　朋亜 廣田 翔也 沖村　羅衣葉

奈良俣ダムの景色 矢場川 魚つりをしたよ 草木ダムから見た渡良瀬川

【6年生の部】

最優秀賞 優秀賞 優秀賞 優秀賞

高崎市立八幡小学校 伊勢崎市立殖蓮小学校 高崎市立寺尾小学校 富岡市立額部小学校高崎市立八幡小学校 伊勢崎市立殖蓮小学校 高崎市立寺尾小学校 富岡市立額部小学校

吉井　龍汰 佐藤　大翔 相原　和弥 高間　楓

大橋からみた川と機関車 藤原ダム 草木ダム 大塩ダム

【特　別　賞】

利根川ダム統合管理事務所長賞 高崎河川国道事務所長賞 沼田総合管理所長賞 下久保ダム管理所長賞

富岡市立額部小学校 富岡市立一ノ宮小学校 高崎市立寺尾小学校 藤岡市立鬼石北小学校

2年　森田　淳己 1年　倉田　大夢 5年　須藤　夕葵 4年　木下　奏

鮎川での魚つり かわとともだち 奈良俣ダム 下久保ダム

草木ダム管理所長賞 上毛新聞社賞

みどり市立笠懸小学校 伊勢崎市立殖蓮小学校

5年　橋本　拓実 6年　斉藤　健汰

草木ダム あいまたダム草木ダム あいまたダム



（敬称略）

安中市立

西横野小学校

3年　稲塚　桃 3年　小坂　幸太郎 3年　佐俣　洸太

うすい川 森と碓氷湖 坂本ダムうすい川 森と碓氷湖 坂本ダム

3年 瀧川 萌彩 4年 新井 悠斗 ５年 伊藤 史弥 5年 五十嵐 智紀3年　瀧川　萌彩 4年　新井　悠斗 ５年 伊藤 史弥 5年　五十嵐 智紀

久保井戸浄水場と妙義山 うすい川 坂本ダム 川ととび石

境東小学校

伊勢崎市立

境東小学校

5年　小坂　桃子 6年　高橋　遼太朗 1年　栗原　一太

夏の碓氷湖 夏の碓氷川 奈良俣ダム

伊勢崎市立伊勢崎市立

殖蓮小学校

1年 山城 英美 2年 膳 美乃莉 2年 長沼 芽娃李1年　山城　英美 2年 膳 美乃莉 2年　長沼　芽娃李

川 梅田のダム 魚も住めるキレイな水のダム

4年　高柳　昌樹 4年　斎藤　未喜 4年　永井　貴也 4年　河田　隼佑

ふじわらだむ 草木ダム かぶら川 榛名湖

4年 廬 大輝音 4年 関 蒼太朗 4年 遠藤 歩 4年 内川 泰次郎4年　廬　大輝音 4年　関　蒼太朗 4年 遠藤 歩 4年　内川　泰次郎

奥四万湖 黒部ダム かす川とはし 山中湖は自然がいっぱい

4年　小保方　優一 5年　堀川　仁 5年　荒井　駿甫 5年　山口　竜輝

山と湖 広瀬川 ならまたダム くさきダム山と湖 広瀬川 ならまたダム くさきダム



5年　中村　太洋 5年　金井　彪 5年　小野坂　峻 5年　新井　遼平

粕川 川で、バーベキュウ くさきダムのけしき 粕川

5年　高橋　杏里 6年　板垣　俊亮 6年 岩原 優人 6年　布施 海斗

粕川、せせらぎ公園にて 周りの家とかす川 榛名湖 夏の奈良俣ダム

6年　膳　隆丞 6年　田村　剛 6年　遠藤　翼 6年　比嘉　昌弘

草木ダム 下久保ダム 草木ダム はるなこ草木ダム 下久保ダム 草木ダム はるなこ

市 楽太田市立

木崎小学校

邑楽町立

中野東小学校木崎小学校 中野東小学校

2年 斎藤 玲奈 1年 青木 瑠美2年　斎藤　玲奈 1年　青木 瑠美

矢木沢ダム 湯釜（白根山火口湖）

1年　秋山　弥頼唯 2年　長井　美緖 2年　南城　静里香 2年　坂田　大翔

渡良瀬川 とね川 きれいな川 孫兵衛川渡良瀬川 とね川 きれいな川 孫兵衛川

3年 石鍋 晴人 3年 青木 萌 5年 中島 蓮 5年 波津 隆玖3年　石鍋　晴人 3年　青木　萌 5年 中島 蓮 5年　波津 隆玖

はるな湖 湯釜（白根山火口湖） 草木湖 まごべえ川

5年　海老原　良磨 6年　山崎　翔世 6年　神谷　将史

利根川 松田川ダム 多々良沼 夏利根川 松田川ダム 多々良沼の夏



甘楽町立

福島小学校福島小学校

1年　柴塚　健斗 1年　吉岡　智大 3年　横山　遥士

赤谷湖 神流川 草木ダムの絵

片品村立

片品北小学校

片品村立

2年 土屋 萌果 3年 田邊 妃那2年　土屋　萌果 3年 田邊 妃那

おじいちゃんちの近くのダム 大きな薗原ダム

桐生市立

梅 南小学校梅田南小学校

1年　小島　槙哉 2年　飯塚　香穂 3年　富宮　諒

山と梅田湖 梅田ダム 忍山川

3年 前原 良爽 3年 小島 柊哉 3年 川島 しょう 3年 川島 望3年　前原　良爽 3年　小島　柊哉 3年 川島 しょう 3年　川島 望

緑の多いダム 梅田のダムと橋と山 きりゅう川ダム 梅田ダム

4年　村岡　芽依 4年　前原　彩快 4年　佐藤　梨奈 5年　浅野　莉奈

くりゅう橋から見たふうけい しずかなダムの夕ぐれ わたらせ川 家の近くのダム

渋川市立渋川市立

刀川小学校

6年　大嶋　康晃 1年　田部井　珂維人 2年　荒井　嶺志

桐生川 しまがわダム 赤城大沼

4年　大畠　岳 4年　荒井皐我 4年　岩崎　凌也 5年　齊田　拓実

大沼 赤城大沼 赤城大沼 利根川



渋川市立

橘小学校橘小学校

３年　高梨　海斗 4年　盾　隼輔

だむと川 ダムと川

昭和村立

南小学校

昭和村立

3年 佐藤 美花 5年 諸田 健太朗 6年 廣田 鉄平3年　佐藤　美花 5年 諸田 健太朗 6年　廣田 鉄平

家族でかたしな川に行ったよ 綾戸ダムと景色 薄根川を見た光景

館林市立 高崎市立

第六小学校 寺尾小学校

5年　小川　穂高 1年　神埼　心葉

ならまたダム 下仁田の川ならまたダム 下仁 の川

２年　田村　悠人 3年　韮塚　葵梨 4年 阿久津 紫音 4年　山口 花

榛名湖 神流湖 夏の榛名湖

5年　小柏　海大 5年　小松　司 5年　後藤　希望 5年　品川　智香

ダムのすごさ 夏の榛名湖 霧積ダム 川の流れ

5年　小松　秀 5年　田村　啓人 5年　広木　奏 6年　神埼柚葉

四万川ダム ぼくらのがんぎょう川 藤原ダム 豊かな川と豊かな自然



高崎市立

八幡小学校八幡小学校

6年 鈴木 健介 6年 米田 圭太 1年 宮原 吏槻6年　鈴木　健介 6年　米田　圭太 1年　宮原 吏槻

山の恵みを大切に ふきわれの滝 ふじわらダム

1年　山口　鈴巧 1年　富田　一蕗 1年　木暮　亮太 1年　佐藤　結菜

妙義ダム 中之条ダム 大桁ダム 下久保ダム妙義ダム 中之条ダム 大桁ダム 下久保ダム

2年 加部 馬 2年 谷口 たかひと 2年 小峰 信 2年 中村 ほかぜ2年　加部　一馬 2年　谷口　たかひと 2年 小峰 信 2年　中村　ほかぜ

四万川ダム あいま川 からすがわ はるなこ

2年　松原　桃香 3年　齊藤　由芽 3年　外所　龍人 3年　田村　紗里

烏川 坂本ダム（うすい湖） はる名こ はる名こ烏川 坂本ダム（うすい湖） はる名こ はる名こ

3年 小倉 璃久 ３年 絹川 日奈子 3年 中曽根 もも 3年 金井 陽太3年　小倉　璃久 ３年　絹川　日奈子 3年 中曽根 もも 3年　金井 陽太

うすい川 緑いっぱいうすい川 はる名この絵 うすい川

3年　絹川　大輔 3年　長尾　龍騎 4年　関　大樹 4年　中村　あおし

うすい川 うすいことほほえみばし かぶら川 雨のはるなこ

4年 長坂 一輝 4年 相川 真穂 5年 ﾃﾞｨｽｶﾔ･ｼﾞｬﾚﾝﾛｽ 5年 市川 紗未4年　長坂　 輝 4年　相川　真穂 5年 ﾃ ｨｽｶﾔ ｼ ｬﾚﾝﾛｽ 5年　市川 紗未

鮎のつれるきれいな碓氷川 赤ぎ大ぬま 神水ダム 花火大会



5年　柿沼　愛瑠 5年　塚越　皓美 6年　冨加津　聖 6年　関　優香

榛名湖の花火 青い美瑛川 烏川と碓氷川の合流地点 かぶら川と富岡製糸榛名湖の花火 青い美瑛川 烏川と碓氷川の合流地点 かぶら川と富岡製糸

6年　江﨑　萌乃 6年　松原　優貴 6年 岩井 セナマリー 6年　金井 栄樹

私の町の烏川 町谷橋からみた烏川 鏑川 うすい川

藤岡市立

鬼石北小学校

6年　小暮　海芳 6年　保科　遼人 1年　伊藤　雛花

烏川 碓氷川の風景 万場の丸岩で川あそび烏川 碓氷川の風景 万場の丸岩で川あそび

市

一ノ宮小学校

富岡市立

ノ宮小学校

１年 宮沢 鴻太 1年 荒井 里穂 1年 廣瀬 咲良１年　宮沢　鴻太 1年 荒井 里穂 1年　廣瀬 咲良

みずとみどりのもりのえ みずとみどりのもりのえ かわとしぜん

1年　大小原　庵莉 1年　高橋　亨央 1年　横田　琥珀 1年　磯貝　和輝

みずとみどりのもりのえ みずとみどりのもりのえ いけにさかながおよいでるかわがきらきらしてるし みずとみどりのもりのえ みずとみどりのもりのえ いけにさかながおよいでるかわがきらきらしてるし
そこにさかながいる

1年　石井　瑛雄 1年　萩原　賢 1年　佐藤　千夏 1年　岩井　しほ

みずとみどりのもりのえ とりがにこにこもりのえ きがきれいかわでたのしそうに
およいでいるさかなたちおよいでいるさかなたち

1年 小柴 琉伊 1年 松田 ひより 1年 佐藤 那緒 1年 関 崇雅1年　小柴　琉伊 1年　松田　ひより 1年 佐藤 那緒 1年　関　崇雅

かぜではなとくさがゆれてるよ みずとかに みずとみどりのもりのえ とんぼとさかながみているよ



1年　相川　ここな 1年　今井　碧音 1年　神戸　美空 1年　飯塚　春日

みずとみどりのもりのえ さかながきれいにおよいでる みずとみどりのもりのえ おはながきれいみずとみどりのもりのえ さかながきれいにおよいでる みずとみどりのもりのえ おはながきれい

1年　小川　遙斗 1年　茂木　大和 1年 黒田 怜佑 1年　高波 遵

みずとみどりのもりのえ もりとみず もりのえ もりとともだち

1年　佐々木　泉 1年　入沢　凜 1年　上田　朋佳 1年　吉田　珠羽

ちょうちょのもり いけとともだち おともだちちょうちょうちゃんがきれいだよちょうちょのもり いけとともだち おともだちちょうちょうちゃんがきれいだよ

1年 石井 利樹 1年 田島 遥希 1年 桺原 椿 1年 小池 穂香1年　石井　利樹 1年　田島　遥希 1年 桺原 椿 1年　小池 穂香

しぜん しぜんのもり ちょうちょとき みずとともだち

1年　岩崎　朱莉 1年　栁澤　蓮 1年　堀口　寛人 1年　金井　美音

ちょうちょちゃん きとともだち もりっころ きとみずちょうちょちゃん きとともだち もりっころ きとみず

1年 石田 悠大 1年 大河原 幌太朗 1年 片桐 咲蘭 1年 新井 純花1年　石田　悠大 1年　大河原　幌太朗 1年 片桐 咲蘭 1年　新井 純花

もりとともだち さかなのえ もりとともだち きがいっぱい

1年　飯野　楓湖 1年　榎本　光記 1年　新井　愛実 1年　山田翔汰

もりのえ しぜんのもり おたまじゃくしをとったよ みんなでみずあそびもりのえ しぜんのもり おたまじゃくしをとったよ みんなでみずあそび



1年　茂木　里征 1年　今井　和加菜 1年　尾高　悠斗 1年　大竹　優芽

さかながとれたよ かぞくでたきあそび おたまじゃくしをとったよ みんなでいけあそび

1年　柄沢　蒼真 1年　福田　光優 1年 宮川 黎士 1年　茂木 乃愛
みんなとかわあそび きれいないしをみつけたよ かぞくとあそび みんなとみずあそびみんなとかわあそび きれいないしをみつけたよ かぞくとあそび みんなとみずあそび

1年　中村　優那 1年　佐俣　壱星 1年 吉田 海翔 1年　岩井 りの1年 中村 優那 1年 佐俣 壱星 1年 吉田 海翔 1年 岩井 りの
かわあそび かわあそび かぞくとあそんだよみゆちゃんといっせいくん

とゆうがくんであそんでいる

1年 小倉 遼真 1年 新井 大介 1年 栁澤 心和1年　小倉　遼真 1年　新井　大介 1年 栁澤 心和
ともだちとかわあそび かわであそんだよ まなみちゃんとかわあそび

富岡市立

額部小学校額部小学校

1年　神戸　駿 1年 矢野間 漣飛 1年　佐藤 心奏
大仁田ダム 立沢ダム 大塩ダム

2年　岡田　歩未 3年　高橋　眞花 3年 飯塚 龍志 3年　山田 一貴
大塩湖 大塩湖 道平川ダム 立沢ダム

3年　岩崎　未来 4年　深澤　亮 4年 原田 咲輝
わたらせ川 大塩湖 雨水でにごった川わたらせ川 大塩湖 雨水でにご た川

5年　矢野間 琴葉
立沢ダム立沢ダム

6年　深沢　美玖
雨の大塩湖雨の大塩湖



沼田市立沼田市立

池田小学校

5年　芝崎　理玖 5年 永井 里奈
発知川 北海道大沼と駒 岳の夕景発知川 北海道大沼と駒ヶ岳の夕景

沼田市立 沼田市立沼田市立

沼田東小学校

沼田市立

平川小学校

1年 桐澤 佳大 3年 井上 れいと1年　桐澤　佳大 3年　井上　れいと
かわでつり 川にはいっているえ

大間々北小学校

みどり市立

2年 藤田 廉 3年 鏑木 茜音 4年 木暮 優真2年　藤田　廉 3年 鏑木 茜音 4年　木暮 優真
黒部ダム ダムから見える橋 わたらせ川

みどり市立

笠懸小学校笠懸小学校

6年　酒井　巧 1年 久保 絵蓮 1年　田中 佑奈
青いダム おともだちとのかわあそび わたらせがわ

1年　竹内　陽那乃 2年　大澤　拓朗 2年 桃井 大和 3年　吉田 光希
川と魚 草木ダム 真夏のダム 草木ダム

3年　朝倉　菜々彩 3年　渡邉　佳奈 3年 今井 琉翔 4年　瀬谷 萌香
てんぐ山から見た川 川のえ 榛名湖 わたらせ川てんぐ山から見た川 川のえ 榛名湖 わたらせ川

5年　黒畑　敦喜 5年　谷田部 翼 5年 石川 竣也 5年　岩野 有香
利根川 きれいな川の絵 渡良瀬川 草木ダム利根川 きれいな川の絵 渡良瀬川 草木ダム



5年 石原 優大 6年 竹沢 明羽 6年 大澤 竜磨 6年 植木 辰乃介5年　石原　優大 6年　竹沢　明羽 6年 大澤 竜磨 6年　植木　辰乃介
梅田ダム 美しい川 梅田ダム 四万川ダム

主催 国土交通省 関東地方整備局　利根川ダム統合管理事務所
　　国土交通省 関東地方整備局　高崎河川国道事務所

協賛 独立法人 水資源機構
　　　沼田総合管理事務所・下久保ダム管理所・草木ダム管理所

後援 上毛新聞社


