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建設現場を描いた図画コンクール
作　品　集

　本会では、建設業への理解とイメージアップを図ることを目的に、県内の小中学

生を対象に建設現場を描いた図画作品の募集を昭和63年から実施しており、お陰様

で34回目を迎えることが出来ました。

　今年度も多くの作品のご応募をいただき、審査の結果、見事入選された作品55点

を作品集にまとめました。

　このコンクールを通して、建設現場で働く人々の姿や建設機械等に関心を示すこ

とにより、建設業の魅力や社会的使命、役割などを理解し、将来「地域の守り手」

として建設業に入職することを期待しております。

　ご応募いただきました小・中学生の皆様をはじめ、作品応募にご協力いただきま

した各学校関係の皆様、及び各教育委員会の皆様、その他ご協力をいただいたすべ

ての皆様方に心から感謝申し上げます。

一般社団法人 茨城県建設業協会　
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　　入選作品数
部　　門 最優秀賞 優秀賞 優良賞 佳　作

小学3年生の部 1点 2点 3点 5点

小学 4年生の部 1点 2点 3点 5点

小学 5年生の部 1点 2点 3点 5点

小学 6年生の部 1点 2点 3点 5点

中 学 生 の 部 1点 2点 3点 5点

　　協力学校名
  小学校　41校 285点	

水戸市立内原小学校
水戸市立常磐小学校
水戸市立吉沢小学校
水戸市立国田義務教育学校
小美玉市立堅倉小学校
小美玉市立竹原小学校
小美玉市立納場小学校
大洗町立大洗小学校
大洗町立南小学校
笠間市立みなみ学園義務教育学校
常陸太田市立幸久小学校
常陸太田市立水府小学校
常陸太田市立里美小学校
常陸太田市立世矢小学校

常陸太田市立誉田小学校
常陸大宮市立大宮小学校
常陸大宮市立大宮北小学校
常陸大宮市立美和小学校
大子町立上小川小学校
大子町立だいご小学校
鹿嶋市立大同西小学校
鹿嶋市立中野東小学校
鹿嶋市立鉢形小学校
神栖市立横瀬小学校
神栖市立須田小学校
神栖市立波崎西小学校
神栖市立波崎小学校
つくば市立東小学校

光輝学園つくば市立松代小学校
筑西市立大田小学校
筑西市立村田小学校
筑西市立河間小学校
筑西市立竹島小学校
桜川市立樺穂小学校
下妻市立豊加美小学校
坂東市立岩井第一小学校
坂東市立七郷小学校
古河市立中央小学校
古河市立仁連小学校
五霞町立五霞西小学校
五霞町立五霞東小学校

  中学校　15校 71点	

水戸市立赤塚中学校
小美玉市立小川北中学校
小美玉市立小川南中学校
小美玉市立美野里中学校
大洗町立第一中学校

大洗町立南中学校
笠間市立笠間中学校
笠間市立みなみ学園義務教育学校
常陸太田市立世矢中学校
常陸太田市立峰山中学校

大子町立大子西中学校
神栖市立神栖第一中学校
神栖市立波崎第三中学校
筑西市立関城中学校
境町立境第一中学校

　　審査講評
　本年も各地からたくさんの応募がありました。コロナ禍で大きく減少するのではないかと思いましたが昨年よりも増加したのは予　本年も各地からたくさんの応募がありました。コロナ禍で大きく減少するのではないかと思いましたが昨年よりも増加したのは予
想できませんでした。児童、生徒の皆さんの努力に感心いたしました。「自分の思い」をしっかりと描くということはなかなか大変想できませんでした。児童、生徒の皆さんの努力に感心いたしました。「自分の思い」をしっかりと描くということはなかなか大変
なことなので、学年が進むにつれて得意な人とそうでない人との差が大きくなる傾向が見られるようになります。なことなので、学年が進むにつれて得意な人とそうでない人との差が大きくなる傾向が見られるようになります。
　審査員としては応募してくれた全員の皆さんに描く楽しみを味わってもらいたいと思ってはいるのですが、図画コンクールという　審査員としては応募してくれた全員の皆さんに描く楽しみを味わってもらいたいと思ってはいるのですが、図画コンクールという
ことで出品された作品の表面にあらわれた努力の跡のみで作品を選ばなければならない心苦しさを感じる時があります。絵は自分のことで出品された作品の表面にあらわれた努力の跡のみで作品を選ばなければならない心苦しさを感じる時があります。絵は自分の
描きたいように描くものであり他の人にわかるように描くということは考えなくてもいいのです。描きたいように描くものであり他の人にわかるように描くということは考えなくてもいいのです。
　しかし、まわりの人は「これは何を描いたのだろう。」という目で見るのでそれに答えようとする思いが強くなってしまいがちで　しかし、まわりの人は「これは何を描いたのだろう。」という目で見るのでそれに答えようとする思いが強くなってしまいがちで
す。あくまでも「自分の思い」のみを描くことを第一に作業に取り組んで欲しいと思います。文字を書く時は他の人にわかるというす。あくまでも「自分の思い」のみを描くことを第一に作業に取り組んで欲しいと思います。文字を書く時は他の人にわかるという
ことが最も大切になりますが絵はそこが異なるのです。ことが最も大切になりますが絵はそこが異なるのです。
　工事の現場は、建設工事、土木工事等様々な種類があり、またその規模の大小や地域の事情等による違いが見られます。更に作業　工事の現場は、建設工事、土木工事等様々な種類があり、またその規模の大小や地域の事情等による違いが見られます。更に作業
をしている人の動き、様々な作業に応じた車輌やら資材等、変化に富んだ興味をそそる対象がたくさん見られます。そして、ホームをしている人の動き、様々な作業に応じた車輌やら資材等、変化に富んだ興味をそそる対象がたくさん見られます。そして、ホーム
センター等でもクレヨン、鉛筆、絵具、その他のたくさんの画材が並んでいます。その中から「自分の思い」に適したものを選んでセンター等でもクレヨン、鉛筆、絵具、その他のたくさんの画材が並んでいます。その中から「自分の思い」に適したものを選んで
描く楽しみを経験してみてください。描く楽しみを経験してみてください。 元中学校長　常　井　洋　一　元中学校長　常　井　洋　一　
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優秀賞
２　作　品２　作　品２　作　品２　作　品

小学３年生の部小学３年生の部

坂東市立七郷小学校　　出口　結菜

筑西市立大田小学校　　茂呂　晟聡

筑西市立河間小学校　　柴　基

３



３　作　品３　作　品３　作　品３　作　品
優良賞

５　作　品５　作　品５　作　品５　作　品
佳作

笠間市立みなみ学園義務教育学校　　三村　優月 鹿嶋市立大同西小学校　　藤﨑　未織 五霞町立五霞東小学校　　久松　穂高

鹿嶋市立中野東小学校　　齊藤　祐基 常陸太田市立水府小学校　　砂押　知樹

神栖市立波崎西小学校　　山口　あかり

鹿嶋市立中野東小学校　　平野　琉生

大子町立だいご小学校　　下重　光生
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優秀賞
２　作　品２　作　品２　作　品２　作　品

小学４年生の部小学４年生の部

水戸市立吉沢小学校　　鯉渕　統

筑西市立大田小学校　　茂呂　悠真

水戸市立吉沢小学校　　横倉　透真
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３　作　品３　作　品３　作　品３　作　品
優良賞

５　作　品５　作　品５　作　品５　作　品
佳作

筑西市立村田小学校　　松岡　奏南汰

大洗町立大洗小学校　　久保田　樹

常陸太田市立幸久小学校　　青山　歩莉

鹿嶋市立大同西小学校　　戸村　友翔

五霞町立五霞東小学校　　小澤　瑛豊

鹿嶋市立大同西小学校　　寺島　杏

小美玉市立納場小学校　　佐川　紗良 大洗町立南小学校　　宮田　琉羽奈
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優秀賞
２　作　品２　作　品２　作　品２　作　品

小学５年生の部小学５年生の部

水戸市立吉沢小学校　　長谷川　志哉

小美玉市立堅倉小学校　　京川　拓也

筑西市立大田小学校　　福田　紗那
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３　作　品３　作　品３　作　品３　作　品
優良賞

５　作　品５　作　品５　作　品５　作　品
佳作

光輝学園つくば市立松代小学校　　小沼　侑樹

五霞町立五霞東小学校　　小澤　蒼

古河市立中央小学校　　大高　千怜

水戸市立吉沢小学校　　境　菜々香 水戸市立吉沢小学校　　武藤　未桜 筑西市立大田小学校　　入口　凜音

下妻市立豊加美小学校　　森　悠真 下妻市立豊加美小学校　　青柳　温人
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優秀賞
２　作　品２　作　品２　作　品２　作　品

小学６年生の部小学６年生の部

つくば市立東小学校　　重永　陽翔

筑西市立大田小学校　　植木　涼平

水戸市立常磐小学校　　君島　凛
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３　作　品３　作　品３　作　品３　作　品
優良賞

５　作　品５　作　品５　作　品５　作　品
佳作

鹿嶋市立中野東小学校　　内田　陽心

常陸太田市立世矢小学校　　伊藤　琉眞

下妻市立豊加美小学校　　倉持　侑加

神栖市立横瀬小学校　　保立　歩 桜川市立樺穂小学校　　野澤　宥人 鹿嶋市立大同西小学校　　寺島　凛

大洗町立南小学校　　大貫　健太郎 古河市立仁連小学校　　野﨑　彩希
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優秀賞
２　作　品２　作　品２　作　品２　作　品

中学生の部中学生の部

小美玉市立小川南中学校　１年　玉造　陽

小美玉市立美野里中学校　１年　高野　渉

大洗町立南中学校　２年　福田　心雪
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３　作　品３　作　品３　作　品３　作　品
優良賞

５　作　品５　作　品５　作　品５　作　品
佳作

小美玉市立美野里中学校　１年　小林　叶芽

小美玉市立小川北中学校　１年　菅原　未都輝

大子町立大子西中学校　１年　堀江　章汰

大子町立大子西中学校　２年　星　龍将 小美玉市立美野里中学校　２年　長谷川　想良

常陸太田市立峰山中学校　１年　梶山　隼

常陸太田市立峰山中学校　１年　小林　将梧

小美玉市立美野里中学校　２年　青木　千和
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　　図画コンクール参加賞
水戸市立内原小学校
　荻津　侑愛	 熊谷　頼人
　田浦　百華	 加藤　優青
　戸塚姫愛羅

水戸市立常磐小学校
　古谷　佳織	 伊牟田篤人
　大賀　千歳	 仲田　啓佑
　鵜飼　悠生	 大賀　伊織
　太田　柚	 金丸　匠人
　君島　凛	 久保　亮輔
　清水　小桜	 手島　航
　時田梨衣奈	 村上　一輝

水戸市立吉沢小学校
　池野上すみれ	 根本　樹
　鯉渕　統	 小松崎勇星
　横倉　透真	 大野　琉希
　黒澤　春翔	 境　菜々香
　鈴木　杏	 高橋　平
　長谷川志哉	 藤枝　絢香
　武藤　未桜	 山里將太朗
　渡邉　友葵	 栗田飛鳥馬
　鯉渕　薫	 船戸　蒼真

水戸市立国田義務教育学校
　住谷　真麻	 豊田　新太

小美玉市立堅倉小学校
　梶原　快斗	 今瀬　礼袈
　木村　優斗	 武田　健太
　京川　拓也	 今瀬　貴行
　宮内　優真

小美玉市立竹原小学校
　齋藤　陽向

小美玉市立納場小学校
　上野　竜舞	 矢口　怜汰
　荒川　結衣	 櫛田　昊輝
　佐川　紗良	 古川　結菜
　関　桃花

大洗町立大洗小学校
　伊祁　康汰	 内田　優月
　久保田　樹	 田代　駿
　内藤　心温	 川上　藍人
　髙橋　響	 田中　伊織
　山本　桃花	 内田　陽葵
　大川　花音	 金子海優人
　木名瀬　英	 國井　泰三
　田代　翔瑚	 堀川　奏大
　前提　陽翔

大洗町立南小学校
　石﨑　琴望	 大久保佑真
　大貫真次郎	 小野瀬巧馬
　杉山　駈	 関　彩巴
　田口　椿生	 宮田琉羽奈
　米川　颯真	 土田　桜大
　安齋　晴稀	 大貫健太郎
　栗田　千生	 田口　遥陽
　米川　心翔

笠間市立みなみ学園義務教育学校
　中村　陽太	 三村　優月
　藤原　優太

常陸太田市立幸久小学校
　青山　歩莉

常陸太田市立水府小学校
　砂押　知樹	 寺沼　彩花
　吉成　蘭音	 和田龍之介
　金澤　佑夏	 國安　眞斗
　長嶋あさひ	 吉澤　挨我
　會澤　昊	 大須賀生磨
　関根　麗

常陸太田市立里美小学校
　小林　龍星

常陸太田市立世矢小学校
　木名瀬結梛	 金澤　有翔
　木村　翔音	 黒澤　勇太
　伊藤　琉眞	 大内　桜歌
　田所菜都美

常陸太田市立誉田小学校
　柴田　奏	 本田　歩夢
　本田　希夢	 黒澤　快仁
　榊󠄀　真人 茅根　太駕
　神保マリア

常陸大宮市立大宮小学校
　益子　凛聖

常陸大宮市立大宮北小学校
　野上　僚太	 長岡　春
　野上　大智

常陸大宮市立美和小学校
　後藤のどか	 高沢　漣

大子町立上小川小学校
　菊池　悠斗

大子町立だいご小学校
　下重　光生	 關　龍聖
　野内　朝日	 榊󠄀　虎多朗
　田所　栞	 菊池　蓮翔

鹿嶋市立大同西小学校
　清水なつみ	 須賀田星汰
　藤﨑　未織	 山本　莞大
　方喰　恭冴	 寺島　杏
　戸村　友翔	 根本唯乃莉
　箕輪　岳	 寺島　凛

鹿嶋市立中野東小学校
　齊藤　祐基	 鳶　凌佑
　平野　琉生	 有馬　稜也
　丸田　悠人	 満川　元香
　内田　陽心	 前田　怜哉
　満川　元菜	 谷田川希音

鹿嶋市立鉢形小学校
　藤井　美緒	 小笠原幹太
　奥村　浩馬	 小牧孝太郎
　椎名　華心

神栖市立横瀬小学校
　林　航大	 多武　慧悟
　和泉　燈矢	 栗橋　頼晟
　沼田　葵	 和泉　敬人
　辻󠄀　侑奈 保立　歩

神栖市立須田小学校
　小沼　柊翔	 荻原　悠
　田沼　有志	 安藤　大翔
　田向　恵丞	 平野　遥真
　田沼　羽麗

神栖市立波崎西小学校
　岡嶋隼之心	 菅宮清志郎
　平津百梨花	 山口あかり
　高栁　龍	 松下　琴紅
　下舘　葵衣	 岡野　克威
　徳田　光祐	 村田　紘舞

神栖市立波崎小学校
　北村　真緒	 松戸　悠真
　塚口　皓太

つくば市立東小学校
　重永　陽翔

光輝学園つくば市立松代小学校
　小沼　侑樹

筑西市立大田小学校
　市村　星七	 茂呂　晟聡
　飯島　崇三	 大久保惺真
　塚田　龍人	 茂呂　悠真
　入口　凜音	 加藤　一葉
　清水虎太朗	 須田　千紘
　福田　紗那	 松本　千璃
　植木　涼平

筑西市立村田小学校
　加藤　凪沙	 水柿　辰弥
　松岡奏南汰	 渡邉　凰華
　吉田　詠司	 若林　誠
　渡邉　心花

筑西市立河間小学校
　大山　右竜	 金谷　侑真
　柴　基	 柴山　晃希
　加藤　怜奈	 神原　夏帆
　國府田泰幹	 早瀬　紫帆
　早瀬　梨乃	 平田　颯助
　新井　隆誠	 野本　蓮
　渡邉　崚雅	 飯島　善
　稲見　麗翔	 内田　健斗
　神原　陸翔	 鈴木　和真

筑西市立竹島小学校
　田谷　一芭	 荒井　彪尋
　水谷　童夢	 島田　幸紀
　吉﨑　瑞

桜川市立樺穂小学校
　潮田　海翔	 大関　來煌
　田口　双葉	 古橋　汰芽
　柳沢　美心	 石川　琉星
　落合　聖愛	 関　篤人
　百瀬　煌覇	 渡辺　優月
　入江　葵惟	 入江　哲平
　加藤　悠晟	 鈴木　健太
　中島　陽莉	 鈴木　琉晟
　田口　颯大	 告　蒼空
　野澤　宥人	 平間　睦己

下妻市立豊加美小学校
　久保谷颯太	 青柳　温人
　稲葉　瑞奈	 森　悠真
　倉持　侑加

坂東市立岩井第一小学校
　岡田アザーンアリ
　岡野　颯士	 関根　奏翼
　奥村　佳歩	 菊地原幸也

坂東市立七郷小学校
　出口　結菜	 大久保陽都
　関口　心優

古河市立中央小学校
　井口夢羽叶	 大高　千怜

古河市立仁連小学校
　鳩貝　日菜	 野﨑　彩希

五霞町立五霞西小学校
　野口　昊眞	 常陸　智陽
　滝田　啓人

五霞町立五霞東小学校
　中村　煌	 久松　穂高
　黒須　郁斗	 小澤　瑛豊
　猿橋　美空	 田村　朗惟
　中野　圭右	 猪瀬　翠
　小澤　蒼	 西　陽愛
　福田　惺也	 渡辺　美結
　石川　豪桜	 金子　宗介
　小澤実菜心	 西　颯真
　野口　琉聖	 鳩貝　颯舵

水戸市立赤塚中学校
　鯉渕　愛葉	 岡嶋　蓮音
　千田　唯緒

小美玉市立小川北中学校
　郡司　龍翔	 佐川　璃奈
　菅原未都輝	 河本　響

小美玉市立小川南中学校
　生稲　倫汰	 玉造　陽
　福田　瑛人	 井野　琳香
　木植　瑛音	 平井　春輔

小美玉市立美野里中学校
　小林　叶芽	 関　拓夢
　髙野　光希	 高野　渉
　中山　隆明	 中山　侑哉
　青木　千和	 金澤　遥
　中森　悠斗	 沼田　蘭
　長谷川想良	 本田龍太郎

大洗町立第一中学校
　倉田　帆花	 今関　望愛
　川上　碧衣	 田口　暖
　深作　倖也

大洗町立南中学校
　雨ケ谷　輝	 福田　心雪
　四倉　利彩

笠間市立笠間中学校
　楠　里穂	 奥田　和葉
　大株　駿歩

笠間市立みなみ学園義務教育学校
　青木　陽香	 石井　美咲
　猪瀬　真生	 檜佐　拓登

常陸太田市立世矢中学校
　大森　駿風

常陸太田市立峰山中学校
　池﨑　拓海	 石川　惣介
　梶山　隼	 栗原　知輝
　黒羽　蓮	 高野　旬
　小林　将梧	 篠原　青兆
　生田目茜梨	 久保田龍舞
　萩野谷聖音	 福田　航生
　福田　純也

大子町立大子西中学校
　堀江　章汰	 屋代　瑞希
　髙橋　遼輔	 星　龍将

神栖市立神栖第一中学校
　木庭　由翔	 高島　心優
　野口　稜真	 間中　浩人
　村田　友樹	 八角あやめ

神栖市立波崎第三中学校
　神田　綾太	 山口竜太郎
　平山ゆうひ

筑西市立関城中学校
　荒川　遼明

境町立境第一中学校
　荒井　美裕	 初澤　柚希
　丸本奈生子
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街をつくる“建設”と“人”を写真で伝える

　テーマに沿った写真の撮影、コンテストへの応募、入選作品の鑑賞等を通じて

地域建設業と地域インフラ整備の重要性に対する理解を深めることを目的に、

いばらき「建設フォトコンテスト」を開催。

茨城の風景に溶け込む土木・建築構造物等の地域インフラ（建物・道路・橋・港湾・トンネル・ダム等)・
建設現場・建設機械等、その重要性やスケール感、機能美を捉えた作品

Ａ
部門

建物のある茨城の風景　撮影場所：茨城県内に限る

A-1地域を支えるインフラ A-2地域に溶け込む「建物」 A-3重機の魅力

B-1工事現場の人たち B-2「建設」とくらし B-3「建設」とのふれあい
建設現場で働く人、インフラの維持管理に携わる人、災害対応や防災に関わる人、地域の人々と地域イン
フラのつながり。一般の人々と建設業のふれあいの様子等をいきいきと捉えた作品

人と建物のつながり　撮影場所：指定なしＢ
部門

いばらき「建設フォトコンテスト」２０２１

【主催】一社社団法人 茨城県建設業協会／建設未来協議会
【後援】国土交通省関東地方整備局常陸河川国道事務所／茨城県／東日本建設業保証株式会社 茨城支店
　　　　一般社団法人 日本フォトコンテスト協会(ＪＰＯ)／カメラのキタムラ
【協力】建設業労働災害防止協会茨城県支部

フォトエディターとして多くの写真賞やコンテストの審査を担当。
公益社団法人日本写真協会 (ＰＳＪ)顧問。（一社 )日本フォトコンテスト協会代表理事。

　回を重ねるごとに〝建設写真〟というカテゴリーが大きく伸び伸びと育っていくのを感じます。つまり本来、人が造るもの
は自然や美に反するものではなくフォトジェニックなものであるべき、という〝建設性善説〟を思い起こさせるからです。応
募者の皆さんがその魅力に触発され、ますます多様で意外性のある作品が増えることを期待しています。

審査員総評

Ａ部門【最優秀賞】「アーバン・リニューアル」
　美しいブルーのグラデーションにまず魅せられます。ガラス面に映ったシャープな光景を鉄骨で分割構成し、都市の
多層的イメージを増幅させています。それぞれの〝額縁〟を眼が自由に行き来して景色を楽しめる仕掛けも楽しく、シ
フトレンズによる建築写真の定石を踏まえつつ、街の記録を優れたアートに仕上げた点に高い技量とセンスを感じます。

Ｂ部門【最優秀賞】「富士山を背に」
　日本の大自然の象徴である富士山と、建設現場という異質な情景とを、これほど堂々と迫力を持って構成した
作品を他に知りません。輝く雪面の素晴らしい質感描写も大きな見どころ。両者の対比は見る者にある種の感慨
を生みますが、決して浅薄な文明批判などではありません。「自然」と「建設」両方へのリスペクトが作品の魅力
を支えているからです。

応募総数
438点応募部門テーマ
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アーバン・リニューアル／萩原　晃

筑波山に抱かれて／西村 公宏 夢と夢とを繋ぐもの／廣瀬 泰成

水と空の街／青木 金夫 夕闇に輝くスタジアムへ／夕田 盛利

残り月／小塙　馨 System of air safety／廣野 令樹

涼む家族／ONG 香里 アートタワーに星廻る／古橋 一郎 日立港灯台空から／池田　貢光るS／指田 丈二

ガラスの建物／篠原 潤也 歓迎／松葉　修 Water　pipe／大和田　健 海風よ、有り難う／鈴木 英明

大橋賛歌／巾嶋 喜彦 マジックアワーブリッジ／廣瀬 暁子 堰のある風景／中村 正司 水戸発アパレルビル／松井 優香

霧の日立バイパス／遠藤 正明 憧れの重機／小松 政治那珂川にかかる赤い橋／高橋 一誠

最優秀賞最優秀賞

入　選入　選

特　選特　選

準特選準特選 Ｕ22特別賞Ｕ22特別賞

Ａ
部門

いばらき「建設フォトコンテスト」２０２１
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富士を背に／今野 剛典

物流の要／伊藤 孝司

急ぐ洗浄／佐藤 邦夫

道路工事／乘松 賢二
猛暑の中で／道信 タケオ

踏まれる／武田　治 職人の仕事／柴沼　諒

となりの工事現場／福田 陽之輔

圧着溶接／瀬尾 香織

夕陽のキリン／入口 正剛

つながる／室木 大典

安全装備で望む鉄骨組立工事／古川 佐代美 美しき日本の建設　人間ものづくり／照沼 政人

龍が訪れる橋／高槌　聡 未来の鉄道マン／紀伊　保

新人の頑張る??／塚本 佳久 未知への誘惑／黒須 雪美

飛び込む新緑／池田 孝保 未来を担う新入社員！／川田 皓斗

夕景／横山 周作

地域の暮らしを守る／小和泉 春男 興味津々／平　堅次

特　選特　選

入　選入　選

準特選準特選 Ｕ22特別賞Ｕ22特別賞

Ｂ
部門

いばらき「建設フォトコンテスト」２０２１
最優秀賞最優秀賞
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一般社団法人
茨城県建設業協会

建設建設

Art concours

第 34回　令和３年度

現場を描いた
図画コンクール
作 品 集

街をつくる“建設”と“人”を写真で伝える

いばらき「　　 フォトコンテスト」 2021建設建設

Photo contest
入  選  作  品  紹  介


