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ほとけさま写真・イラストコンテスト≪総評
≫

 

このたびは、金剛院の「ほとけさま写真・イラスト」コンテストにご応募を

頂き大変ありがとうございました。 

寄せられた作品数は、北海道から沖縄まで、さらには海外からの投

稿や在日の外国人の方からも寄せられ、予想をはるかに超える1,587

点でした。 

ひとつひとつの思いが込められた作品を拝見するだけでも、大変な時

間を要し発表が遅れましたことをお詫び申し上げます。

作品の内容は、写真、イラストはもちろんのこと版画、切り絵、ちぎり

絵、コンピューターグラフィック、篆刻など多岐にわたりました。特にデジ

タルカメラとコンピューターによる作品や当院のロゴや出版物として、す

ぐにでも使いたいような作品が多いのも特徴でした。封筒の表書きに

は、仏さまの作品だからでしょうか「投げ込み禁止」や「手渡し希望」

などの注意書きを書かれる方もあり、大切に扱おうとする気遣いにも

感動しました。

また、ひとつひとつのコメントを拝見すると作品選びの手がとまり、その

作品に込められた思いや願いを感じるとき、涙があふれ時間が止まっ

てしまうともありました。３歳から９８歳までのいろいろな方々の作品を

拝見していると、さまざまな仏さまの表情やとらえ方があって、まさしく

「私のほとけさま」であり、仏さまは私たち自身の心の中におられるのだ

ということを強く強く感じた日々でした。
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そのような思いから、すべての方が入選されたのだと思っていますが、

告知上選評に関しては、プロの方の助言も得て、できるだけ多くの

方々に見て頂いて心の琴線に触れた作品の中から住職の判断で決

定させて頂きました。（最優秀賞１点・準優秀賞１点・優秀賞１点・

佳作１０点）

今回の「ほとけさま写真・イラストコンテスト」をご縁として、ますます仏

さまの教えに触れ、ご精進されることを願いながら総評といたします。

最後になりましたが、コンテストの情報を掲載してくださった雑誌社及

び、HPサイトの皆様方にも篤く御礼を申し上げます。 ありがとうござい

ました。

平成１７年５月念日 

金剛院住職記 

合掌

※入賞者の方への賞品の発送は、2005年6月中旬頃までに、入選者にお送

り致します。 

※応募作品の著作権は金剛院に帰属し、ホームページや寺報誌で使用する

ことがあります。 

※応募作品の返却はできません。

総評

涅槃賞～修行賞（最優秀賞～優秀賞）の発表

発心賞（佳作）の発表
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アフィリエイトで100万稼ぐ
無料からでも始められる稼ぎ方を全公開！今なら解説動画も無料プレゼ
ント中 internet-biz.jpへ進む
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ほとけさま写真・イラストコンテスト≪受賞
作品発表≫

 

 

「ほとけさま写真イラストコンテスト」の

応募作品点数は、1,587点にのぼりま

した。 

沢山のご応募、本当にありがとうございました。

涅槃賞（最優秀賞）

十一面観世音菩薩さまの石仏でしょうか。 

威厳と慈愛に満ちた仏さまの幻想的な雰囲気が、印象深く表現され
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ている作品でした。

無明（むみょう）という迷いの真っ黒な暗い世界から、光明に満ちた明

るい悟りの世界が、陽のあたり方でうまく表現できた深い安堵をさそう

作品となっています。

石陽というネーミングは、作者の造語だと思いますが、仏さまと正面か

ら向き合った堂々とした作品でした。

菩薩賞（準優秀賞）

はがき大の小品ながら、優しく心に語りかけてくる作品です。 

構図的にもよく整っていますし、丹念な描きようで、バックの鐘楼堂に

いたるまで手抜きというものがありません。 

昨今のいろいろな事件がある中で、いじめや争いなどがないようにと作

者は世界の平和を念じながら、丁寧に心をこめてできあがった作品だ

ったように思います。

以前に、このような構図を見たことがあったようにも思いましたが、潜在

的に私たちが抱いている原風景というかイメージなのかもしれません

ね。

修行賞（優秀賞）

 



スナップ写真の中の１枚だと思いますが、計算しつくされたアングルとバ

ランスの良い色調をもつ美しくもありミステリアスな作品です。 

特に中央の強い光が神秘的な雰囲気を作っています。

７月２４日の地蔵盆には、地元の方々が赤い帽子と前垂れを新しい

ものに着替えさせるそうです。

千という数字は並大抵な数字ではありません。 

信仰の深さを感じる１枚でもあり、いったい・・・どこまで続くのか？仏さ

まをたどっていくと何があるのか・・・？と是非お参りしてみたい、そんな

気持ちになる作品でした。

総評

涅槃賞～修行賞（最優秀賞～優秀賞）の発表

発心賞（佳作）の発表
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無料からでも始められる稼ぎ方を全公開！今なら解説動画も無料プレゼ
ント中 internet-biz.jpへ進む
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ほとけさま写真・イラストコンテスト≪受賞
作品発表2≫

 

 

「ほとけさま写真イラストコンテスト」の

応募作品点数は、1,587点にのぼりま

した。 

沢山のご応募、本当にありがとうございました。

発心賞（佳作）

 

雄大な自然をバックにしたドラ

マティックな美しい印象を与え

る作品です。 

数年前に頭が盗まれた六地

蔵だとか・・・。 

お地蔵さまは、どこを見ておら

れるのでしょうか？

発心賞（佳作）

 

コラージュの技法を使った作品でした。 

このような表現方法には異論があるかもしれませんが、海外で生活す

る作者の仏さまのイメージなのでしょう。 

 検索

バックナンバー

金剛院建築計画

バックナンバー

ほとけさま写真・イラスト

コンテスト≪総評≫

ほとけさま写真・イラスト

コンテスト≪受賞作品

発表≫

ほとけさま写真・イラスト

コンテスト≪受賞作品

発表2≫

般若心経の教え　野口

圭也先生

曼荼羅の教え　野口圭

也先生

仏教クロスワードパズル

『ぶつ仏クロス』

ぶつ仏クロス 過去のクロ

スワード

仏教一年生　山田真

美・著
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独特の雰囲気があります。

発心賞（佳作）

 

大人には真似できない子供らしい作品

です。 

大人の強い指導の手も感じますが、おそ

らく初めて仏さまの世界にふれた１枚かも

しれません。 

これからもがんばって下さいね。

発心賞（佳作）

 

エッチングの技法なのでしょうか？ 

原画は立体感があり、気の遠くなるような細い線まで表現されてい

て、お不動さまの功徳を感じる１枚で皆さんの目にもとまりました。



発心賞（佳作）

 

筆などは使わずに指先だけで描かれたお地蔵さま。 

人々の安寧や鎮魂の願い受け止めてくださる身近な仏さまだからこ

そ、優しく大切に指で表現されようとしたのでしょう。

発心賞（佳作）

 

超現代的な美しい仏さまです。 

写真を撮りなれている方だと思いますが、仏像写真集にでもしたいくら

いな作品です。 

向き合っていると何かを静かに話し始めそうですね。

発心賞（佳作）



 

絵を描くことが大好きなのでしょう。 

仏さまと宇宙を表現した世界観の広さに

はビックリしました。 

仏さまも丁寧に描かれていますよ。 

これからが楽しみですね。 

がんばって！

発心賞（佳作）

 

軽快なタッチで描かれたイラストレーションの仏さまで、お洒落な感じの

する表現方法でした。 

洋風の生活が普通になった時代においてインテリア風の仏さまも必要

なのかもしれません。

発心賞（佳作）

 



なんだかとても気になる作品でした。 

油絵と切り紙？の質感が、仏さま表情

や鍋の具をリアルに表現しています。 

「お地蔵さまも寒いので」という作者の気

持ちがうれしい作品です。

発心賞（佳作）

 

線画の部分を金糸のような肉厚な線で

縁取りした作品でした。

純粋な薬師如来、日光・月光両菩薩

のお姿を、エキゾチックに表現できるもの

だと感心してしまいます。 

総評

涅槃賞～修行賞（最優秀賞～優秀賞）の発表

発心賞（佳作）の発表
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