
行田市立太田西小学校

6年 嶋村 美月 さん

田んぼと生き物

行田市立泉小学校 行田市立須加小学校

1年 井上 琴未 さん 1年 瀬古 龍之介 さん

おばあちゃんといっしょに田
んぼにさんぽ

じいじと田んぼ

大
塚
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
賞

全国入選

受 賞 作 品



行田市立泉小学校 行田市立北河原小学校

2年 大竹 心乃春 さん 3年 瀬尾 えりな さん

行田市立泉小学校 行田市立下忍小学校

4年 安部 葵 さん 5年 春山 紗帆香 さん

お米のしゅうかく
くろうでできていた！！  お
いしいお米

学校から見える田んぼ お米の花がさいたよ

全国入選 全国入選

全国入選

全国入選



行田市立下忍小学校 行田市立下忍小学校

1年 きむら たくと さん 1年 春山 真佐樹 さん

行田市立下忍小学校 行田市立埼玉小学校

1年 大塚 愛実 さん 1年 園木 芳美 さん

行田市立桜ケ丘小学校 行田市立桜ケ丘小学校

1年 栗原 敏弥 さん 1年 請内 香朋 さん

1年生

ザリガニとたんぼ 田んぼのいきもの

田んぼ いつもやさいをありがとう

やごうようちえんのちかくの
田んぼ

なつのたんぼ



行田市立桜ケ丘小学校 行田市立星宮小学校

1年 春日 咲良 さん 1年 番場 愛穂 さん

行田市立北小学校 行田市立東小学校

1年 漆原 秀容 さん 1年 星野 七泉 さん

行田市立東小学校 行田市立東小学校

1年 草野 心 さん 1年 飯野 大樹 さん

おいしいお米をありがとう 田んぼ

ぼくがうえてみたいたうえ みんなで田植え

古墳から眺めた景色 ぼくのすきなしぜん

優秀賞



行田市立東小学校 行田市立東小学校

1年 関和 聖那 さん 1年 坂口 大和 さん

行田市立東小学校

1年 福江 紗千加 さん

行田市立東小学校

1年 新井 咲恵 さん

行田市立東小学校 行田市立東小学校

1年 船崎 芽衣菜 さん 1年 土田 侑奈 さん

虫と田んぼ 蓮と夏の虫

青い空と田んぼ

ふるさとの田んぼ

みたかったなぁ 田んぼアー
ト

さきたまこふん

優秀賞



行田市立東小学校 行田市立泉小学校

1年 堀 嵩翔 さん 1年 中間 さくら さん

行田市立泉小学校 行田市立泉小学校

1年 西澤 咲來 さん 1年 廣世 理沙 さん

行田市立泉小学校 行田市立泉小学校

1年 稲村 藏之介 さん 1年 栗原 楓太 さん

古代蓮のタワーと田んぼ あひると楽しく！

たんぼとこふん 近所の田んぼの生き物観察

ぼくとじいちゃんととらく
たー

むしいっぱいのたんぼとぼく



行田市立太田西小学校 行田市立太田西小学校

1年 渡邉 立季 さん 1年 金谷 有珠 さん

行田市立太田西小学校 行田市立太田西小学校

1年 松本 悠輝 さん 1年 平塚 薫 さん

行田市立太田東小学校 行田市立中央小学校

1年 松岡 沙奈 さん 1年 渡部 千明 さん

古代蓮タワーと田んぼ かものふうふ

トマトとなすの水やり 田んぼの水

とんでけ！カブトムシ
みずじゃぶじゃぶきもちいい
な



行田市立南河原小学校 行田市立桜ケ丘小学校

2年 𠮷野 菜南 さん 2年 松尾 龍雲 さん

行田市立星宮小学校 行田市立北小学校

2年 木島 有琥 さん 2年 原口 栞奈 さん

行田市立北小学校 行田市立北小学校

2年 成田 優波 さん 2年 松岡 快星 さん

犬のおさんぽ わがやのおこめ

2年生

きれいな田んぼ 田んぼで虫取り

生きものいっぱい水田 トラクターでかったよ



行田市立北小学校 行田市立北河原小学校

2年 萎澤 帆乃佳 さん 2年 岡畑 優菜 さん

行田市立北河原小学校 行田市立北河原小学校

2年 小林 怜那 さん 2年 横田 福人 さん

行田市立北河原小学校 行田市立北河原小学校

2年 吉永 侑隼 さん 2年 森 美衣奈 さん

カントリーエレベーターと田
んぼ

きれいな川に大きい田んぼ

ふるさとの田んぼと水 ふるさとの田んぼ

家の近くの田んぼ
おばあちゃんのいえからのけ
しき



行田市立東小学校 行田市立東小学校

2年 黒澤 美有 さん 2年 新井 楓乃 さん

行田市立東小学校 行田市立東小学校

2年 五十嵐 にこ さん 2年 引田 柚月 さん

行田市立東小学校 行田市立東小学校

2年 石川 さより さん 2年 しみず ゆずき さん

私の通学路 ザリガニがいる田んぼ

風とたわむれるいね 夕日と田んぼ

田んぼアート2020 in 行田 ザリガニの田んぼみち



行田市立東小学校 行田市立東小学校

2年 内山 寧音 さん 2年 内田 野花 さん

行田市立泉小学校 行田市立泉小学校

2年 丸橋 絃 さん 2年 長谷川 十資郎 さん

行田市立泉小学校 行田市立泉小学校

2年 内田 直希 さん 2年 岡濱 徳都 さん

さきたま古墳とザリガニつり おいしいお米になぁれ

水と田んぼがたっくさんある 田んぼの町

ぼくのふるさと行田 古代蓮
の沼

田んぼと川のさかいめ



行田市立泉小学校 行田市立泉小学校

2年 横田 創介 さん 2年 薄田 愛永 さん

行田市立泉小学校 行田市立泉小学校

2年 松島 菫恋 さん 2年 木村 舞伽 さん

行田市立泉小学校 行田市立泉小学校

2年 遠藤 獅 さん 2年 星野 湖春 さん

田んぼのお米をいただきま
す！

たのしい田うえ

どうろと田んぼの町 おじいちゃんの畑

きれいなふるさとの田んぼ 弟と散歩

優秀賞



行田市立泉小学校 行田市立泉小学校

2年 小野 陽香 さん 2年 遊馬 嘉乃 さん

行田市立泉小学校 行田市立太田西小学校

2年 石郷岡 依炉波 さん 2年 黒澤 彩 さん

行田市立太田東小学校 行田市立太田東小学校

2年 稲葉 健太 さん 2年 齊藤 陽 さん

田んぼ 行田市の田んぼ

おたまじゃくしをつかまえ
た！

いつもとちがう おにぎりの
あじ

みんなの田んぼ
田んぼの中を走りぬけるパレ
オエクスプレス



行田市立太田東小学校 行田市立太田東小学校

2年 坂本 悠成 さん 2年 宮本 花凛 さん

行田市立中央小学校 行田市立中央小学校

2年 吉野 陽生路 さん 2年 伊藤 璃奈 さん

行田市立中央小学校 行田市立中央小学校

2年 脇田 雅 さん 2年 丸山 葵 さん

ザリガニのいかく 田んぼの水路でメダカとり

大きい田んぼ ゆたかな田んぼ

ふじ山と田んぼ 沢がにとったどー！



行田市立中央小学校 行田市立中央小学校

2年 大藤 宗士朗 さん 2年 池内 逞馬 さん

おこったザリガニ見つけた
よ！

おじいちゃんの田んぼ



行田市立須加小学校 行田市立須加小学校

3年 岡村 玲 さん 3年 島野 晏璃 さん

行田市立須加小学校 行田市立須加小学校

3年 須加 惟斗 さん 3年 関口 陽菜 さん

行田市立須加小学校 行田市立須加小学校

3年 長沢 友喜 さん 3年 永沼 煌輝 さん

らい電神社と田んぼ 田と水とカモの親子

3年生

ぼくのうちの田んぼ 田んぼ

ぼくたちの田んぼ かぶと虫の夏

優秀賞



行田市立須加小学校 行田市立須加小学校

3年 永沼 颯良 さん 3年 羽鳥 龍平 さん

行田市立須加小学校 行田市立須加小学校

3年 飯塚 慶多 さん 3年 飯塚 嵩斗 さん

行田市立須加小学校 行田市立須加小学校

3年 石井 蒼空 さん 3年 田口 煌賀 さん

楽しいな田植え機 荒川で川遊び

ぼくとおにぎり 橋から見た電ぱとう

ぼくのいねをみらいへつなぐ おいしいお米



行田市立下忍小学校 行田市立埼玉小学校

3年 正田 夢歩 さん 3年 園木 煌正 さん

行田市立星宮小学校

行田市立桜ケ丘小学校 3年 長谷川 聖夏 さん

3年 飯塚 日南乃 さん

行田市立星宮小学校 行田市立星宮小学校

3年 田口 心晴 さん 3年 松本 蕗子 さん

新るい田んぼ かぶと虫とトマト

世界一の田んぼアート

田植え

わすれられない！なか間た
ち！！

通学路の田んぼ



行田市立北小学校

3年 穴澤 優希 さん

行田市立北小学校

3年 大木 優太 さん

行田市立北河原小学校

3年 青木 陽 さん

行田市立北河原小学校

3年 髙澤 里緒 さん

行田市立北河原小学校 行田市立北河原小学校

3年 春田 蓮耶 さん 3年 吉田 壮 さん

大切な田んぼ

ぼくのひまわりとしぜん

おじいさんの田んぼと鯉のい
る池

パパの養魚場をお手伝い

夕日と田んぼ たうえ



行田市立北河原小学校 行田市立東小学校

3年 森田 嘉穏 さん 3年 若杉 優桜 さん

行田市立泉小学校

3年 吉田 紗奈 さん 行田市立泉小学校

3年 山口 紗優 さん

行田市立泉小学校 行田市立泉小学校

3年 渡辺 翔大 さん 3年 吉村 冬胡 さん

バケツ田んぼ ちちぶの田んぼ

おばあちゃん家の風景

水と田んぼのゆたかな行田市

生き物とため池
おたまじゃくしがいるきれい
な田んぼ



行田市立泉小学校 行田市立泉小学校

3年 西澤 莉咲 さん 3年 遊馬 暖乃 さん

行田市立泉小学校 行田市立太田西小学校

3年 田中 さくら さん 3年 田中 美羽 さん

行田市立太田西小学校 行田市立太田西小学校

3年 松本 惟愛 さん 3年 渡辺 咲希 さん

じまんの田んぼ 行田市の田んぼ

青い空と青い水 集合場所

夏の田んぼ きれいなハス



行田市立太田西小学校 行田市立中央小学校

3年 小菅 心絆 さん 3年 菅原 美莉 さん

行田市立中央小学校 行田市立中央小学校

3年 吉岡 茉凛 さん 3年 櫛引 咲蓮奈 さん

行田市立中央小学校

3年 中野 希彪 さん

田んぼ
自然がいっぱい！気持ちいい
な！

みんなからまもられているき
ずなの田んぼ

大すきな田んぼアート

ぼくの好きな時間



行田市立須加小学校 行田市立須加小学校

4年 永沼 諒大 さん 4年 新島 千尋 さん

行田市立南河原小学校

4年 海老原 蒼空 さん

行田市立南河原小学校

4年 根岸 幾千花 さん

行田市立桜ケ丘小学校 行田市立星宮小学校

4年 栗原 麻実 さん 4年 番場 結愛 さん

さんぽコースのけしき みんなで田植え

4年生

家の近くの用水路と田んぼ 古代蓮公園(行田市)の四季

山びこ村

ぼくの家のまわりの田んぼ

優秀賞



行田市立北小学校 行田市立北小学校

4年 羽山 陽向 さん 4年 中村 隼土 さん

行田市立北小学校 行田市立北河原小学校

4年 中村 修土 さん 4年 中村 南海 さん

行田市立北河原小学校 行田市立東小学校

4年 横田 学人 さん 4年 臼倉 詩織 さん

水路と田んぼ 家から見える田んぼ

家のまわりの田んぼ わたしの好きないねかり

田んぼとかかし 夏空の下の田んぼ



行田市立泉小学校 行田市立泉小学校

4年 岡 碧海 さん 4年 鈴木 洸翔 さん

行田市立泉小学校

行田市立泉小学校 4年 横田 希実 さん

4年 木村 航誠 さん

行田市立泉小学校 行田市立泉小学校

4年 岸田 おと さん 4年 薄田 琉姫 さん

田んぼのある風景 ザリガニを釣った田んぼ

仲良く泳ぐメダカとザリガニ

田んぼのめぐみをいただきま
す！

耕している田んぼ 楽しい田うえ



行田市立太田西小学校 行田市立太田西小学校

4年 小橋 結 さん 4年 斉藤 妃香 さん

行田市立太田西小学校 行田市立太田西小学校

4年 尾澤 遥果 さん 4年 橋本 悠希 さん

行田市立太田西小学校

4年 半田 羽蘭 さん

虹の水田 人間と田んぼ

田植え ゆたかな水の流れ

こふんと田んぼ



行田市立下忍小学校 行田市立埼玉小学校

5年 長谷川 琳央 さん 5年 諸貫 陽葵 さん

行田市立桜ケ丘小学校

5年 森村 昊星 さん

行田市立南小学校

5年 池田 柚菜 さん

行田市立桜ケ丘小学校 行田市立北小学校

5年 富永 美愛 さん 5年 奥寺 健悟 さん

８月になるばあちゃんちのい
ちご

田んぼと古代はすタワー

5年生

えさを食べてきた鳥たち 夕方の風景

楽しかったザリガニつり

ぼくも手伝った田んぼ



行田市立北小学校 行田市立東小学校

5年 萎澤 実和佳 さん 5年 髙澤 吾有 さん

行田市立東小学校 行田市立東小学校

5年 中村 莉央 さん 5年 相良 紗有希 さん

行田市立東小学校 行田市立東小学校

5年 久米 あかり さん 5年 瀬下 陽彩稀 さん

緑に囲まれたカントリーエレ
ベーター

ぼくたちの田んぼ

米が色づく時 福島の田んぼ

お米っておいしい！ 田んぼと私

優秀賞



行田市立泉小学校

行田市立泉小学校 5年 丸橋 湊 さん

5年 横塚 心温 さん

行田市立泉小学校 行田市立泉小学校

5年 西澤 咲希 さん 5年 岡濱 紗衣 さん

行田市立泉小学校 行田市立太田西小学校

5年 髙橋 優頼 さん 5年 竹村 莉沙 さん

豊かな田んぼと私

田んぼと水

田んぼと小学校 田んぼと川

みんなの田んぼ しらさぎと田んぼ



行田市立太田西小学校 行田市立太田西小学校

5年 増田 悠人 さん 5年 松本 和樹 さん

行田市立太田西小学校 行田市立太田東小学校

5年 鎌田 真奈帆 さん 5年 松岡 凌生 さん

行田市立中央小学校

5年 脇田 華 さん

田植えと古代蓮 祖父の田んぼから見える風景

みどりがいっぱいな田んぼ 夏の田んぼ

思い出の花火



行田市立桜ケ丘小学校 行田市立北小学校

6年 塚田 心那 さん 6年 春山 心桜 さん

行田市立北小学校

6年 矢口 侑武 さん

行田市立北小学校

6年 浜田 大和 さん

行田市立北小学校 行田市立北小学校

6年 長谷川 宗正 さん 6年 夏目 來桃 さん

田と守られてる水 とんぼと田んぼ

6年生

さびた水門 行田の田んぼ

鉄剣マラソンの景色と思い出

田んぼの中の生物

優秀賞



行田市立北小学校 行田市立北小学校

6年 加納 奈々恵 さん 6年 横山 あおば さん

行田市立北小学校

6年 大谷 咲花 さん 行田市立北小学校

6年 齊藤 優海 さん

行田市立北小学校 行田市立北小学校

6年 島田 侑樹 さん 6年 羽山 優月 さん

きれいな空と田んぼ 山の景色と田んぼ

風にゆれる稲穂

夕日のさしこむ星川

田んぼの中の身近な生き物 未来にもあったらいいな



行田市立北小学校 行田市立北小学校

6年 福島 唯衣奈 さん 6年 渡辺 巧道 さん

行田市立北小学校

行田市立北小学校 6年 向井田 千樹 さん

6年 ラナウィーラ 亜珠璃 さん

行田市立東小学校 行田市立泉小学校

6年 柿沼 希望 さん 6年 生沢 麻鈴 さん

カントリーエレベーター 家の前の田んぼ

毎日の手入れ

ずっと変わらず見られる季節
の移り変わり

広く、大切にされている田ん
ぼ

なえからいねへ



行田市立太田西小学校

6年 渡邉 旺輝 さん

行田市立泉小学校

6年 石川 真衣 さん

行田市立太田西小学校 行田市立太田東小学校

6年 小菅 心優 さん 6年 齊藤 七海 さん

元気な田んぼ

水辺のサギ

まどから見た田んぼの風景 田んぼの中を走るMAX


