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第35回｜令和4年度

建設現場を描いた
図画コンクール

　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35回目を迎えることができました。

　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。

	 主催：一般社団法人		茨城県建設業協会

	 後援：茨城県教育委員会

●つくば会場
　イーアスつくば
　令和４年12月5日㈪〜12月14日㈬

●水戸会場
　イオンモール水戸内原
　令和４年12月19日㈪〜12月28日㈬

部　門 応募数 最優秀賞 優秀賞 優良賞 佳　作

小学３年生の部 84 １ ２ ３ ５

小学４年生の部 79 １ ２ ３ ５

小学５年生の部 94 １ ２ ３ ５

小学６年生の部 125 １ ２ ３ ５

中 学 生 の 部 248 １ ２ ３ ５

計 630 ５ 10 15 25

入選作品一覧

各部門の応募数と入選数

入選作品の展示会（作品展）

小学６年生の部
最優秀 筑西市立長讃小学校 髙橋　羽音

優　秀 水戸市立吉沢小学校 長谷川志哉

優　秀 結城市立結城小学校 斉藤　芽依

優　良 結城市立結城小学校 百目鬼賢介

優　良 桜川市立樺穂小学校 柳田　蒼空

優　良 古河市立中央小学校 大高　千怜

佳　作 常陸太田市立里美小学校 小林　龍星

佳　作 鹿嶋市立大同西小学校 大槻　一真

佳　作 筑西市立川島小学校 キロス ハルキ ニコラス

佳　作 結城市立結城小学校 石毛　太一

佳　作 桜川市立桃山学園 石塚　莞太

中学生の部
最優秀 神栖市立波崎第一中学校 藤代いづみ

優　秀 小美玉市立美野里中学校 小林　　芯

優　秀 小美玉市立美野里中学校 高野　　渉

優　良 水戸市立第一中学校 小圷　透子

優　良 阿見町立竹来中学校 小松　　蒼

優　良 常総市立水海道中学校 程田　将伍

佳　作 水戸市立内原中学校 山田　　杏

佳　作 笠間市立笠間中学校 金原　礼奈

佳　作 小美玉市立小川南中学校 生稲　倫汰

佳　作 常陸太田市立金砂郷中学校 海老根柊羽

佳　作 阿見町立竹来中学校 平田　叶愛

小学３年生の部
最優秀 ひたちなか市立外野小学校 香取　祐理

優　秀 常陸太田市立峰山小学校 笠原　　穂

優　秀 神栖市立大野原西小学校 水田　　光

優　良 小美玉市立納場小学校 風野　　結

優　良 大洗町立南小学校 小沼　淳平

優　良 神栖市立大野原西小学校 宮崎　暖士

佳　作 常陸太田市立峰山小学校 小林　奈央

佳　作 常陸太田市立峰山小学校 濱田　旬来

佳　作 神栖市立大野原西小学校 猿田　一貴

佳　作 つくば市立前野小学校 渡邉　俊祐

佳　作 筑西市立村田小学校 尾見　尚哉

小学４年生の部
最優秀 筑西市立河間小学校 柴　　　基

優　秀 石岡市立東小学校 佐藤美菜子

優　秀 筑西市立大田小学校 茂呂　晟聡

優　良 水戸市立常磐小学校 山本　朋拓

優　良 小美玉市立小川北義務教育学校 郡司　暖心

優　良 筑西市立川島小学校 甲斐　祥稜

佳　作 水戸市立三の丸小学校 久米　　樹

佳　作 常陸太田市立誉田小学校 本田　歩夢

佳　作 神栖市立波崎小学校 松戸　悠真

佳　作 神栖市立波崎西小学校 山口あかり

佳　作 筑西市立村田小学校 水柿　辰弥

小学５年生の部
最優秀 筑西市立大田小学校 大久保惺真

優　秀 鹿嶋市立大同西小学校 戸村　友翔

優　秀 筑西市立大田小学校 村上　凱飛

優　良 水戸市立吉沢小学校 渡邊　遼太

優　良 筑西市立大田小学校 添野　匠哉

優　良 筑西市立長讃小学校 小島　海晟

佳　作 水戸市立稲荷第一小学校 山﨑　大夢

佳　作 小美玉市立納場小学校 佐川　紗良

佳　作 筑西市立大田小学校 茂呂　悠真

佳　作 筑西市立河間小学校 柴　　　皐

佳　作 筑西市立村田小学校 瀬端日望和
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常陸太田市立峰山小学校　　笠原　　穂

神栖市立大野原西小学校　　水田　　光

ひたちなか市立外野小学校　　香取　祐理

小美玉市立納場小学校　　風野　　結

大洗町立南小学校　　小沼　淳平

神栖市立大野原西小学校　　宮崎　暖士

常陸太田市立峰山小学校　　小林　奈央

つくば市立前野小学校　　渡邉　俊祐

常陸太田市立峰山小学校　　濱田　旬来

筑西市立村田小学校　　尾見　尚哉

神栖市立大野原西小学校　　猿田　一貴

最優秀賞

２作品

優秀賞

３作品

優良賞

５作品

佳作

小学３年生の部
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石岡市立東小学校　　佐藤美菜子 筑西市立大田小学校　　茂呂　晟聡

筑西市立河間小学校　　柴　　　基

水戸市立常磐小学校　　山本　朋拓

小美玉市立小川北義務教育学校　　郡司　暖心

筑西市立川島小学校　　甲斐　祥稜

水戸市立三の丸小学校　　久米　　樹

神栖市立波崎西小学校　　山口あかり

常陸太田市立誉田小学校　　本田　歩夢

神栖市立波崎小学校　　松戸　悠真

筑西市立村田小学校　　水柿　辰弥

小学４年生の部

最優秀賞

２作品

優秀賞

３作品

優良賞

５作品

佳作
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鹿嶋市立大同西小学校　　戸村　友翔

筑西市立大田小学校　　大久保惺真

水戸市立吉沢小学校　　渡邊　遼太

筑西市立大田小学校　　添野　匠哉

筑西市立長讃小学校　　小島　海晟

筑西市立大田小学校　　村上　凱飛

小美玉市立納場小学校　　佐川　紗良

筑西市立村田小学校　　瀬端日望和

筑西市立大田小学校　　茂呂　悠真

筑西市立河間小学校　　柴　　　皐

水戸市立稲荷第一小学校　　山﨑　大夢

最優秀賞

小学５年生の部

２作品

優秀賞

３作品

優良賞

５作品

佳作

7 8



結城市立結城小学校　　百目鬼賢介

鹿嶋市立大同西小学校　　大槻　一真

結城市立結城小学校　　石毛　太一筑西市立川島小学校　　キロス　ハルキ　ニコラス

古河市立中央小学校　　大高　千怜

筑西市立長讃小学校　　髙橋　羽音

桜川市立樺穂小学校　　柳田　蒼空

水戸市立吉沢小学校　　長谷川志哉結城市立結城小学校　　斉藤　芽依
常陸太田市立里美小学校　　小林　龍星

桜川市立桃山学園　　石塚　莞太

３作品

優良賞

５作品

佳作

小学６年生の部

最優秀賞

２作品

優秀賞
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阿見町立竹来中学校　　小松　　蒼

神栖市立波崎第一中学校　　藤代いづみ
常総市立水海道中学校　　程田　将伍

小美玉市立美野里中学校　　小林　　芯小美玉市立美野里中学校　　高野　　渉

水戸市立第一中学校　　小圷　透子

水戸市立内原中学校　　山田　　杏

常陸太田市立金砂郷中学校　　海老根柊羽

笠間市立笠間中学校　　金原　礼奈

小美玉市立小川南中学校　　生稲　倫汰

阿見町立竹来中学校　　平田　叶愛

中学生の部

最優秀賞

２作品

優秀賞

３作品

優良賞

５作品

佳作
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建設のある茨城の風景

審査員

審査員総評

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。

人と建設のつながり
地域を支えるインフラA-1
地域に溶け込む「建設」A-2
重機の魅力A-3

工事現場の人たちB-1
「建設」とくらしB-2
「建設」とのふれあいB-3

2022

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）・建築現場・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

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。

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

応募総数
633点

　今年度より本コンクールにおける開催要領や募集要項などが改められ、県教育委員会をはじめ、各市町村教育委員会ご協力のもと、県内す
べての小中学校に対し募集案内させていただきました。また昨年度までは中学生の部では中学１～２年生を対象としておりましたが中学３年
生も応募できるようになりました。このようなことから応募点数が増加し、審査員としては心強い思いで作品を見ることができました。たくさ
んの作品群の中から「おやっ」と思うものを選びぬき、そこからさらに主催者の募集の考え方に沿っているか、子どもたちの描き方の成長の差
などにも気を配り、各入選作品を選定しました。
　建設現場には、車両・重機・資材などがあり、人が働いているという雑然とした雰囲気になっていたりしますが、そのようなところを見て、う
まくまとめて絵にすることは非常に難しいことです。
　このコンクールに出品した皆さんは、全員立派に描くことをやり遂げたので「やったあ」と喜んで良いと思います。絵を描くことには正しい
決まりはありません。正しい方法があってそれにしたがって描けば良い絵ができることではなく、あくまでも＜自分の思い＞を心に浮べて、それ
に近づけるように用具や材料を選んで描くものです。ですから、その人の自由ということになります。
　学校には決まりがあり、小学校では図画工作、中学校では美術という教科名で学習することになっております。その時間も週時間として割り
あてられています。その中で絵を描くという作業は限られたことになります。教室の学習で作品作りをする時は友だちや先生からヒントをもら
ったりしてできるし、家に帰れば時間に制限なくできます。しかし、今は電子機器が発達し、デジタル化により工事の作業現場も変化してきて
子どもたちの見る目や感じる心が分からなくなってくると思われます。
　ただ＜自分の思い＞を絵に描くということは、人間が原始時代から続けてきたことなので、無くなることは考えられません。昔は岩に描き、
そのうち紙にも描くようになり、絵の具や絵筆が作られ、今はいろいろな画材・用具があり、どれをどう使ったら良いか分からなくなる程にな
っています。
　今年応募された作品では、白い画用紙にクレヨン・フェルトペン・水彩絵の具などのものが大部分でしたが、＜自分の思い＞を描くということ
は成長にとって大変意味のあることなのですから、いつでも、どこでも描く作業を楽しんで欲しいと思います。そして、未来の建設現場を空想
して描いたり、版画や張り絵などにも挑戦してみてください。 元中学校長　常井　洋一

【総　評】
　身近な所に新しい住居やビルが建ち、街の風景が日々変わっていくのを見るのはワクワクしますね。完成型だけでなく、その建設過程
も非日常的な風景だったりして写真の面白い被写体になります。今年もそんなフォトジェニックな魅力に満ちた作品がたくさん集まり、レ
ベルの高いコンテストとなりました。必ずしも近代的で巨大な建設物ばかりでなく、人間味の感じられる住宅や、建築現場で働く人々や
重機など、人々の暮らしに関わる建設をテーマにした素晴らしい写真が来年もまた数多く応募されることを願っています。

Ａ部門【最優秀賞】 「明日へつなぐワンプレイ」
　茨城県のランドマークのひとつである水戸芸術館のシンボルタワーや工事中の建築物などに見守られながらサッカーに励む若者たち
の姿が、とても生き生きとドラマチックに捉えられています。完全逆光という困難な撮影情況をテクニックによって逆に活かし、まさにピ
ンチをチャンスに変えた作品といえるでしょう。選手たち個々の動きも的確なシャッターチャンスで写し止めていて素晴らしいと思いまし
た。

Ｂ部門【最優秀賞】 「快風」
 人間が家を建てて住むということは、祈りでもあり神事につながること、その原点を教えてくれる意味深い写真です。上棟式のお札やお
神酒や祝い飾りに加えて、晴れ渡った青空のもとで爽やかに風を受けて翻る五色の幡がこの作品に命を吹き込んでくれました。背景に少
し見える杉林などからも周囲の環境や雰囲気が良く伝わってきます。近代化や合理化が進むなか、日本の建築・建設の“心”を見事に象徴
した写真だと思います。

審査講評　板見　浩史

水戸市立稲荷第一小学校
水戸市立内原小学校
水戸市立三の丸小学校
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
水戸市立飯富中学校
水戸市立内原中学校
水戸市立笠原中学校
水戸市立第一中学校
笠間市立みなみ学園義務教育学校
笠間市立岩間中学校
笠間市立笠間中学校
小美玉市立堅倉小学校
小美玉市立納場小学校
小美玉市立小川北義務教育学校
小美玉市立小川南中学校
小美玉市立美野里中学校
大洗町立大洗小学校
大洗町立南小学校
大洗町立第一中学校
常陸太田市立金砂郷小学校
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
常陸太田市立峰山小学校
常陸太田市立金砂郷中学校
常陸太田市立里美中学校
茨城県立太田第一高等学校附属中学校
常陸大宮市立美和小学校
常陸大宮市立山方南小学校
常陸大宮市立大宮中学校
常陸大宮市立第二中学校
ひたちなか市立外野小学校
ひたちなか市立那珂湊第二小学校
ひたちなか市立美乃浜学園

茨城県立勝田中等教育学校
大子町立上小川小学校
大子町立だいご小学校
大子町立生瀬小学校
大子町立依上小学校
大子町立大子西中学校
日立市立駒王中学校
日立市立台原中学校
日立市立多賀中学校
鉾田市立鉾田北中学校
潮来市立牛堀小学校
潮来市立潮来第一中学校
神栖市立大野原西小学校
神栖市立須田小学校
神栖市立波崎小学校
神栖市立波崎西小学校
神栖市立柳川小学校
神栖市立横瀬小学校
神栖市立波崎第一中学校
鹿嶋市立大同西小学校
鹿嶋市立豊津小学校
鹿嶋市立中野東小学校
鹿嶋市立三笠小学校
鹿嶋市立鹿野中学校
茨城県立鹿島高等学校附属中学校
守谷市立愛宕中学校
守谷市立御所ケ丘中学校
稲敷市立新利根中学校
阿見町立竹来中学校
石岡市立東小学校
石岡市立八郷中学校
つくば市立学園の森義務教育学校
つくば市立春日学園義務教育学校
つくば市立茎崎第一小学校
つくば市立秀峰筑波義務教育学校
つくば市立二の宮小学校

つくば市立前野小学校
つくば市立真瀬小学校
光輝学園つくば市立松代小学校
つくば市立豊里中学校
輝翔学園つくば市立谷田部中学校
つくばみらい市立伊奈東中学校
筑西市立大田小学校
筑西市立川島小学校
筑西市立河間小学校
筑西市立長讃小学校
筑西市立村田小学校
筑西市立明野中学校
筑西市立協和中学校
筑西市立下館北中学校
筑西市立関城中学校
茨城県立下館第一高等学校附属中学校
結城市立絹川小学校
結城市立結城小学校
結城市立結城中学校
桜川市立大国小学校
桜川市立樺穂小学校
桜川市立桃山学園
茨城県立下妻第一高等学校附属中学校
常総市立飯沼小学校
常総市立大生小学校
常総市立三妻小学校
常総市立水海道中学校
八千代町立東中学校
古河市立駒羽根小学校
古河市立中央小学校
坂東市立生子菅小学校
坂東市立七郷小学校
境町立猿島小学校
五霞町立五霞東小学校

図画コンクール作品応募協力学校（106校）

審査講評
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建設のある茨城の風景

最優秀賞

入　　選

「明日へとつなぐワンプレイ」萩原　　晃

「浜を守る」平野　隆一

「やがて地域に溶け込んで」桜井　　孝

「ショベル三兄弟」石田　宜大

「幻想的な建物」佐藤香奈子

「初夏の田園風景と大洗鹿島線」
小林　弘樹

「リフレクション」平　　堅次

「希望の架け橋」遠藤　正明 「宙（ソラ）へ続く」小川　　礼 「雨上がりの打設現場」遠西　健樹 「地下空間」柳沼　吉一 「昨夜のサンタクロース」高沢　　俊

「Picture	Frame」渡辺宏一朗 「石と重機と」佐藤　絵美 「晴天の階上」宮内　亨良

「環境美化」夕田　盛利

「ある町のベタ踏み坂」鈴木　康則 「暮らしを守る」関根　範子

「青空に浮かぶ反射雲」大和田琴美

A
部門

準特選 U22特別賞

特　選 「気嵐の朝」佐藤　邦夫

「遠からず」廣瀬　泰成

「動脈接続」柳瀬　香織
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人と建設のつながり

最優秀賞

「快風」田上　和喜

「お気に入りの場所」山内　佳子

「サンゴの島を歩く」福田　尚人

「足場解体」茶山　昌子 「新高速夢の架橋」
小和泉春男

「鉄塔の美女がドレスをまとい」武田　　治

入　　選

「柔らかな午後の光に包まれて」柴沼　　諒

「お色直し中の鉄塔の美女（神戸ポートタワー）」
瀬尾　香織

特　選

準特選 U22特別賞

「建築と旅情」村上正幸

「未来」神津拓哉

「チームワーク」金谷勝幸

「雨にも負けず」横山周作

「安全確認よし！」船越知弘

「伝統を守る職人」相羽強

「景色を絵画に変える建築物」鳥居勉

「朝陽に感謝」池田孝保

「おらが村」伊藤孝司

「災害に強い負けない町づくり」
佐野としつぐ

「鉄塊とのふれあい」
富所　　上

「活気に溢れ」長沼　壮一 「人を繋ぐ橋」山下　朋恵「夕日に包まれて」古田　美波

B
部門
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