
太田西小学校 5年 嶋村　美月さん

大切な水路

全国水土里ネット会長賞



北小学校 1年 原口　栞奈さん

たくさんみのったよ

埼玉小学校 1年 堀口　美咲さん

花火大会

全国入選



北河原小学校 2年 髙澤　里緒さん

北河原小学校 2年 瀬尾　えりなさん

ポンプと田んぼ

力をあわせておいしいお米を育てよう



太田西小学校 5年 齋藤　熙征さん

ぼくの好きな木、虫が集まるあたたかい木

桜ヶ丘小学校 5年 荒井　萌己さん

一生けんめいがんばった田植え



松尾　凛さん

よごれて楽しい田植え体験

埼玉小学校 5年 大野　瑛翔さん

うちの田んぼ

桜ヶ丘小学校 5年



あおぞらと田んぼ

泉小学校 2年 池端　咲奈さん

おいしいお米になあれ

北河原小学校 1年 横田　福人さん

北小学校 3年 矢口　莉音さん

2階の窓から

優秀賞



北小学校 5年 夏目　來桃さん

田んぼと水と機械

下忍小学校 6年 小河原　蒼生さん

ふるさと行田の田んぼ

泉小学校 3年 安部　葵さん

GWに見た田植えの様子

南小学校 4年 吉田　蕗生さん

さんぽ道から見えた風景



北河原小学校 森　美衣奈さん

おばあちゃん家からの風景 たうえ

北河原小学校 小林　怜那さん

ふるさとの田んぼと水

北河原小学校 吉永　侑隼さん

鈴木　海澄さん

北河原小学校 岡畑　優菜さん

おうちの畑

泉小学校

田んぼのみち

いつものさんぽみち

泉小学校 木村　舞伽さん

1年生



北小学校 松岡　快星さん 北小学校 柏﨑　琉斗さん

北小学校 島田　隆汰さん 北小学校 安住　龍之介さん

田んぼは水だらけ たんぼのえ

北小学校 田代　実央さん 桜ヶ丘小学校 本山　隼伍さん

あきの田んぼ きんじょの田んぼ

毎日通る道 たんぼのおじさん



埼玉小学校 村井　洋太さん 埼玉小学校 片山　葉梛さん

埼玉小学校 堀口　陽向さん

いつも遊んでいる田んぼ カエルみつけた

南小学校 蓮見　啓斗さん 南小学校 宇津木　琴美さん

田んぼアート2019

みどり田んぼ ゆたかな田んぼ

2年生



泉小学校 小林　里緒さん 泉小学校 青柳　茉那さん

泉小学校 増田　爽那さん 泉小学校 遊馬　暖乃さん

行田の田んぼ おいしいおこめがそだつといいな

泉小学校 髙橋　里奈さん 泉小学校 渡辺　翔大さん

入道雲と田んぼ 行田市の田んぼアート

妹と田んぼ 田んぼの国



泉小学校 田中　さくらさん 泉小学校 林　真央さん

泉小学校 巣瀬　ひよりさん 北河原小学校 青木　陽さん

田んぼのある町 田うえ

北河原小学校 春田　蓮耶さん 北河原小学校 森田　嘉穏さん

田んぼとかざぐるま にいがたのおじいちゃんの田んぼ

ぼくのいえから見た田んぼとしらさぎ 田植え



北河原小学校 吉田　壮さん 北小学校 佐藤　徳人さん

北小学校 松本　尋平さん 北小学校 藤原　里菜さん

田うえ 田んぼ

桜ヶ丘小学校 柴﨑　彩心さん 埼玉小学校 鈴木　那由多さん

いえのちかくの田んぼ ずっと田んぼ

浮き城と夕日に輝く水田 ぼくと田植え



埼玉小学校 太田　晴都さん

太田西小学校 藤井　優真さん 太田西小学校 半田　羽蘭さん

ぼくの身近な風景

南小学校 大竹　愛さん 泉小学校 木村　航誠さん

サギがいる田んぼ 田んぼの道

すてきなたんぼアート きれいな夕焼けと利根大堰

3年生



泉小学校 田中　友里さん 泉小学校 板垣　結凪さん

北小学校 横山　愛真さん 北小学校 中村　修土さん

緑の田んぼ 鳥が遊びにくる田んぼ

北小学校 松岡　昊旺さん 北小学校 阿部　大雅さん

水路と田んぼ いねと土

大切な水と田んぼ 田んぼアートと古代蓮タワー



北小学校 中村　隼土さん 桜ヶ丘小学校 石川　武さん

星宮小学校 三田　昊生さん 下忍小学校 大塚　菜愛さん

田んぼ ぼくのまちにある池

下忍小学校 本多　礼さん 下忍小学校 伊藤　希歩さん

田んぼと生きものたち 私の好きな風景

田んぼで働く人 大切にしよう、ふるさとの田と水



太田東小学校 松岡　凌生さん 太田西小学校 賀数　としきさん

太田西小学校 高柳　琳さん 南小学校 千代田　歩さん

夏を感じる田んぼ 田んぼと水

南小学校 志保田　颯さん 泉小学校 高野　真依さん

ぼくの町の田んぼアート 田んぼの外の道を歩く人

思い出の田んぼアート 上から見た田んぼ

4年生



北小学校 博田　竣介さん 北小学校 加藤　結愛さん

桜ヶ丘小学校 富永　美愛さん 下忍小学校 長谷川　琳央さん

ぼくの田舎 行田のたんぼ

下忍小学校 酒谷　颯太さん 下忍小学校 白根　源太さん

ばあちゃんちでとったおいしいゴーヤ れきしの一まい

白鷺のいる田んぼ いただきます



下忍小学校 田中　ゆもさん 埼玉小学校 根岸　俊輔さん

太田西小学校 大澤　佑衣さん 太田西小学校 野口　智可さん

楽しく食べるおいしいおにぎり 家の田んぼは大きい

5年生

太田西小学校 春田　彩花さん 太田西小学校 中野　玲心さん

田んぼ 通学路

おじいちゃんの田んぼ 夏の田んぼ



太田西小学校 小菅　心優さん 太田西小学校 青木　瑠奈さん

太田西小学校 日下　瑠惟さん 太田西小学校 伊藤　翼さん

家のまわりの田んぼと水 田んぼとしらさぎ

太田西小学校 田島　義之さん 太田西小学校 福田　廉太朗さん

青空の中の田んぼ作業 行田の稲とおにぎり

田んぼと山と湖 夏休みの田んぼと用水路の風景



太田東小学校 中島　光輝さん 泉小学校 大島　光翔さん

太田東小学校 堤　向日葵さん 泉小学校 大嶋　あやかさん

学校の前の田んぼ 田んぼとラグビー

中央小学校 松本　翼爽さん 北小学校 向井田　千樹さん

昔の田植え 上からみた田んぼの様子

行田の田んぼ 古代ハスタワーと田んぼ



北小学校 石島　真悟さん 星宮小学校 大矢　純平さん

桜ヶ丘小学校 相原　茉菜さん 桜ヶ丘小学校 新井　優月さん

和田うらぜきとぼくの家の田んぼ サギの目線

桜ヶ丘小学校 大熊　春さん 桜ヶ丘小学校 菊地　琉斗さん

田植えで水の中に入ったよ はじめての田植え

みんなでがんばった田植え がんばった田植え



桜ヶ丘小学校 黒山　小桜さん 桜ヶ丘小学校 齋藤　優衣さん

桜ヶ丘小学校 ダシルバ　ヒトシさん 桜ヶ丘小学校 髙橋　陸斗さん

みんなで田植えをしたよ 春の思い出

桜ヶ丘小学校 武井　はのさん 桜ヶ丘小学校 田中　瑞樹さん

田んぼの大へんさ 一生けん命がんばった田植え

がんばった田植え おいしい米に育て



桜ヶ丘小学校 羽鳥　紅美さん 桜ヶ丘小学校 馬場　椿さん

桜ヶ丘小学校 平岡　みなみさん 桜ヶ丘小学校 平原　琉咲さん

協力した田植え みんなで田植え

桜ヶ丘小学校 山中　明人さん 桜ヶ丘小学校 吉野　毅龍さん

がんばった田植え 楽しかった田植え

田植えの水が気持ちよかった 田植えをしたよ



桜ヶ丘小学校 和久井　佐紀さん 桜ヶ丘小学校 森　美澪さん

桜ヶ丘小学校 田中　優斗さん 桜ヶ丘小学校 塚田　心那さん

平和の田んぼ みんなで協力した田植え

桜ヶ丘小学校 羽鳥　彩花さん 桜ヶ丘小学校 関口　穂香さん

楽しかった田植え みんなで協力田植え体験

初めてやった田植え体験 楽しいけどむずかしい田植え体験



桜ヶ丘小学校 相上　優奈さん 桜ヶ丘小学校 島村　恋糸さん

桜ヶ丘小学校 杉田　愛花さん 桜ヶ丘小学校 池田　櫂人さん

田植えをがんばったよ みんなの田植え

桜ヶ丘小学校 梶田　ちとせさん 桜ヶ丘小学校 羽賀　翼稀さん

田植え体験をしたよ 田植えと共に辺りの風景

楽しい田植え みんなで楽しい田植え



桜ヶ丘小学校 瀧澤　有加さん 桜ヶ丘小学校 小久保　結菜さん

桜ヶ丘小学校 松島　慶典さん 桜ヶ丘小学校 小林　優介さん

みんなで楽しく田植え体験 がんばった田植え

桜ヶ丘小学校 小暮　偲人さん 桜ヶ丘小学校 綿貫　城太郎さん

田植えの大変さ 地域の人との田植え体験

みんなで協力楽しい田植え どろだらけになった田植え



桜ヶ丘小学校 増田　大夢さん 埼玉小学校 上野　蒼悟さん

埼玉小学校 町田　日和さん 埼玉小学校 町田　夏希さん

田植えをしたよ ぼくの町の田んぼアート

南小学校 栗原　怜雅さん 泉小学校 宮下　翔さん

ふるさとの庭 古代蓮の里田んぼアート2019

6年生

働くトラクター かかしのいる田んぼ



泉小学校 渡邉　広華さん 泉小学校 長屋　乃々華さん

泉小学校 早川　隆真さん 北小学校 坂田　渉さん

行田の田植え 田んぼの景色

北小学校 田井中　娃望さん 北小学校 谷　瞭太郎さん

田んぼと水 田んぼはたくさん

コウノトリと田んぼ ぼくのふるさとと行田の田んぼ



田植え 大切な田んぼ

北小学校 金井　楓佳さん 北小学校 博田　陸斗さん

田んぼと用水路 自然

北小学校 中村　雪乃さん 北小学校 長谷川　裕人さん


