
 

令和 4 年度愛鳥週間用ポスター原画コンクール 受賞者コメント 

 入  選  
 

 

 

  

北海道 千歳市立向陽台小学校 4年 

髙田 唯乃愛さんの作品 

 

 私は鳥の中で 1番シマエナガが好きなので

シマエナガのポスターを描きました。これか

らももっとシマエナガについていろいろ調

べていきたいです。 

 

 

 

 

 

青森県 八戸工業大学第二高等学校 2年 

吉田 風花さんの作品 

 

 受賞することができてとても嬉しいです。  

 これからの作品づくりにも励んでいきた

いです。 

 

岩手県 北上市立南小学校 5年 

髙橋 一花さんの作品 

 

 アオバトのきれいな羽の色が出るように

気をつけて描きました。これからは陰影も

表現できるようになりたいです。今年もこ

のような賞をとれて、とてもうれしいです。 
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 入  選  
 

 

 

  

秋田県 横手市立横手南中学校 3年 

細井 美伶さんの作品 

茨城県 水戸市立緑岡中学校 2年 

大須賀 慶伍さんの作品 

 

 大自然の中で、我が子を守りながら必死に

生きるライチョウを表現しました。 

 ライチョウは絶滅の危機にあります。この

ポスターを見てライチョウの事や、環境問題

に関心を持っていただけたら嬉しいです。 

福島県 須賀川市立第一中学校 3年 

菅原 有真さんの作品 

 

 メジロたちが、春の暖かい陽気の中、梅の

香りに誘われて、元気に飛び回る様子を表現

しました。鳥の生命感が表現できるよう細か

い毛並みや色遣いを工夫して描きました。ま

た、鳥たちが、自由に飛び回れるような自然

環境をこれからも、私たちで守っていきたい

という思いを込めて描きました。 



 

令和 4 年度愛鳥週間用ポスター原画コンクール 受賞者コメント 

 入  選  
 

 

 

  

千葉県 船橋市立船橋高等学校 3年 

府木 茉里亜さんの作品 

 

 入選できたことを光栄に思います。 

ミサゴの力強さが伝われば幸いです。 

埼玉県 川越市立南古谷中学校 2年 

根岸 明莉さんの作品 

 

 カワセミを選んだのは、飛んでいる様子が

好きだからです。色鮮やかな鳥のスピード感

がわかるように、背景は少しぼかして描きま

した。 

 今回の入賞はとても嬉しいです。 

東京都 板橋区立高島第一中学校 2年 

川島 祥吾さんの作品 

 

 色鮮やかできれいなルリビタキを描きま

した。 

 木の枝がリアルに描けたと思います。賞を

もらえて良かったです。 
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福井県 福井大学教育学部附属 

義務教育学校 9年 

坂口 明日香さんの作品 

 

 普段身近にいるスズメですが、よく観察す

るとパーツの位置が複雑でした。また他の鳥

の特徴について知る機会になりました。 

 今後も観察して得たことを大切にして描

きたいです。 

新潟県 新潟市立上山中学校 3年 
植木 陽菜さんの作品 

 
 この度は、入選という光栄な賞をいただ
き、大変嬉しく思います。今回、私はヒナを
描きたいと思い、コチドリの親子を描きまし
た。ヒナのフワフワとした毛並みを表現する
ために何度も重ね塗りをしたので、そこを見
ていただけると嬉しいです。 

石川県 石川県立工業高等学校 2年 

太田 愛沙さんの作品 
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岐阜県 岐阜市立長良中学校 3年 

小川 美玖さんの作品 
山梨県 山梨市立笛川小学校 6年 

平井 玲羽さんの作品 

 

 学校の帰りに見たツバメのひなのえさを

ほしがって鳴いている姿に強い生命力を感

じました。その様子が胸に焼きついていたの

で、今回それが表現できるように心をこめて

描きました。 

 

 静岡県 静岡県立伊東高等学校城ヶ崎分校 3年 

倉沢 玲奈さんの作品 

 

 質感の出し方を細部までこだわり、時間を

かけて描いた作品だったので受賞すること

ができて嬉しかったです。最後まで諦めずに

丁寧な作品作りをすること心がけて、今後の

活動にも活かしていきたいと思います。 
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京都府 京田辺市立桃園小学校 6年 

石黒 絆花さんの作品 

 

ふだんよく見るスズメ。数が少ない鳥だけ

大切にしていくのではなく、なじみがある鳥

も大切にしていかないとダメなのでスズメ

をかいた。 

今後、数も少ない鳥もだが、よく見る鳥も

大切にしていきたい。 

滋賀県 大津市立志賀中学校 3年 

長田  碧さんの作品 

 暖かくなると「ケーン ケーン」と鳴いて

家の周りによく現れるキジを描きました。僕

にとってキジは思い入れが強い鳥です。 

 三重県 四日市市立河原田小学校 3年 

鎌田 航太朗さんの作品 

 

 カワセミをテーマにしました。カワセミは

光の当たり方によって青色の羽に見えたり

エメラルドグリーンのような羽の色に見え

たりしてとてもきれいです。でも写真でしか

見たことがないので実際に目で見てみたい

です。 
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兵庫県 小林聖心女子学院小学校 4年 

時田 弥子さんの作品 

 

 私の作品を選んでいただきうれしいです。

ありがとうございます。 

 本物の鳥の羽の感じを出すようにさまざ

まな色を作るのをがんばりました。 

和歌山県 橋本市立隅田中学校 3年 

岩井 具隆さんの作品 

 

 今回は、中学校生活の全てをぶつけた作品

です。でも、入選するとは思っていませんで

した。なので、入選したと聞いてとても驚き

ました。 

 僕には夢があるのでその夢に向かって努

力していきます。 

奈良県 奈良市立平城西小学校 2年 

橋本 真花さんの作品 

 

 入せんできてとても嬉しいです。 

 八色鳥は、日光がさえぎられたところにす

んでいるので、はっぱをたくさんかきまし

た。 

 八色鳥の数がへっているそうですが、ぜつ

めつしないでほしいです。 
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山口県 田布施町立田布施中学校 3年 

林 友樹菜さんの作品 

 

私がメジロを描こうと思ったきっかけは、緑色の

毛が美しく、輝いていると思ったからです。感動を

絵にそのまま表すために、同じ毛の緑でも光に当た

って白っぽくなっているところや、影で濃くなって

いるところの差をつけ、毛の美しさや立体感を出し

ました。 

このポスターを見て、鳥の美しさを知り、守りた

いと思う人が 1人でも増えてくれると嬉しいです。  

島根県 島根県立益田高等学校 1年 
松田  青さんの作品 

 
美しい棚田の景色の中でモズがいる所に

はとてもさわやかな風が吹いているのだろ
うなと想像しながら描きました。 

愛媛県 愛媛県立今治工業高等学校 3年 

赤堀 七菜さんの作品 

 

 今までで一番試行錯誤しながら描いた作

品であり、今までで一番満足できる作品だっ

たので、評価していただきとても嬉しく思い

ます。 

 今回のことで、自信がついたので、より良

い作品を目指して一層努力します。 
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高知県 土佐中学校 3年 

髙橋 和紗さんの作品 

 

 オオワシの力強い目に心惹かれたので、そ

の生きる力強さを表現しようと思いました。

特に目とくちばしの色を工夫し、影を意識し

て描いています。 

 オオワシがこれからも日本で冬を越して

くれるようにと描いたので入選を嬉しく思

います。 

福岡県 学校法人都築学園 

福岡第一高等学校 1年 

川畑  葵さんの作品 

佐賀県 佐賀大学教育学部附属小学校 6年 

橋野 愛依さんの作品 

 

 時間をかけて完成させた絵なので、入選し

てうれしかったです。これからも受賞できる

ように頑張りたいです。 
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長崎県 長崎市立琴海中学校 2年 

志田 ひなたさんの作品 

 

 さまざまな風景や鳥を描くのに苦戦しま

した。細かい部分までこだわり、自然と鳥の

共存性を示めされるように頑張りました。 

 今後は、技術的な部分をもっとみがき、絵

を描いていきたいです。 

 

宮崎県 宮崎市立田野中学校 3年 

太田 美海さんの作品 

 

 この作品は、春の愛鳥週間の頃に咲くハナ

ミズキを背景に元気に遊ぶ雀をモチーフと

して仕上げました。 

 やや明るめにぼかして描いているのは、春

という季節の暖かさや明るさ、穏やかさを表

しています。 

熊本県 熊本市立長嶺中学校 2年 

秋吉 姫依さんの作品 

 

 私は、このポスターを見た人に、鳥に興味

を持ち、大切にしてほしいという思いでこの

ポスターを描きました。今後は様々な鳥を自

分の作品の中で描いていきたいし、もっと鳥

に関して関心を持っていきたいです。 
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鹿児島県 鹿児島県立垂水高等学校 2年 

吉村 香美さんの作品 

 

 鳥のさえずりと共に自然の音を感じられ

るような作品になるよう心がけました。 

 描いていて楽しかったのでまた機会があ

れば描きたいです。 

  

 


