
令和２年度
「ふれあいのある家庭づくり」作品コンクール　受賞者一覧

部門 賞 氏名 学校 学年 タイトル

宇都宮市長賞 林　隼汰 横川東小学校 5 家族でサイクリング

宇都宮市民憲章推進協議会会長賞 柴田　愛未 石井小学校 5 おじいちゃんと水やり楽しいな

宇都宮市教育長賞 菊地　絢香 今泉保育園 年長 つめたいプールはさいこうだね！

上野文具賞 土屋　寧子 作新学院幼稚園 年中 家族のえがお

ＷＩＬＤ－１賞 小林　奏心 宮の原小学校 6 進め！！ファミリーカヤック

ビューティアトリエ賞 高橋　柚月 豊郷南小学校 4 おばあちゃん教えて

やきとり竜鳳賞 松山　奈央 西原小学校 4 家族の輪

とちぎＹＭＣＡ賞 小針　奏太 明保小学校 2 たこやきつくろう

藍原　寧々 豊郷中央小学校 2 らい年はみんなで見たいな打上花火

浅石　奈々葉 石井小学校 5 たこやきパーティー

阿部　健太郎 今泉保育園 年少 トミカの車をいっぱい走らせた

有坂　玲那 今泉保育園 年中 おやつのじかん

飯野　莉加 恵光幼稚園 年中 かぞくみんなで汽車ぽっぽ

伊東　夏未 恵光幼稚園 年長 かぞくみんな なかよし♡

江田　くる美 富士見小学校 3 しぜんの中でスイカわり！

遠藤　巴月 泉が丘小学校 1 またみんなで行きたいな

大島　旭陽 星花幼児園 年長 かぞくと花火

城戸　茜里 宇都宮大学共同教育学部附属小学校 1 流しそうめんニコニコ家族，缶づめみかん入り

小久保　利美 星花幼児園 年中 遊園地

小長谷　凜 認定こども園ひらいでむつみ幼稚園 年少 夏休みの思い出

小林　珠宇 富士見小学校 1 かぞくでビチャビチャみずでっぽう

杉野　太一 横川東小学校 5 シーバスつったぞ

高橋　柚妃 陽西中学校 1 お母さんとの大切な思い出

武田　莉杏 東峰保育園 年少 ぱぱとママと川遊び

中西　惺 今泉保育園 年長 ママ，なわとびみててね！！

西川　桃佳 宝木保育園 年長 だいすきなどうぶつとあそんだよ

平塚　愛美 横川東小学校 4 平塚家の楽しい海

松井　恵唯 岡本小学校 6 お庭で流しそうめん

三浦　羽七 雀宮東小学校 3 家族で川あそび

阿保　くるみ 岡本西小学校 6 夏を味わったキャンプ

飯野　匡哉 石井小学校 1 かぞくみんなでなかよく大なわとび

板部　京 岡本西小学校 1 ふれあいすいぞくかん

今井　穂高 今泉保育園 年少 絵本を読んでもらったの

尾梶　寛弥 今泉保育園 年長 キャンプだいすき♡

鴨志田　逞 竹林保育園 年中 青空の下お散歩でパパのお顔が焼けたよ

川名　絆暖 星花幼児園 年中 なみのプールであそんだよ

桑久保　由紀 宇都宮大学共同教育学部附属小学校 2 わくわくしたよ！

小池　光輝 今泉小学校 3 ひいばあちゃん，米寿，おめでとう

小林　咲心 宮の原小学校 6 家族で爽快！サイクリング

坂寄　碧 今泉保育園 年中 はなびきれいだね

髙久　璃乃 ゆりかごきっずなーさりーすくーる 年長 大きなプールに行ったよ

髙橋　依栞 白沢小学校 1 ひまわりめいろ

人見　愛 富士見小学校 4 夏の思い出

藤川　晃正 今泉保育園 年少 おばあちゃんがおはぎをつくってくれた

牧子　楓 認定しらゆりこども園 年中 家族を守ってねアマビエさん

松中　あかり 明保小学校 2 かぞくとの思い出

松長　悠友 瑞穂台小学校 4 おじいちゃんの畑で一緒に育てた大きくて，あまい，とうもろこし！！

吉尾　陽奈 星花幼児園 年少 わたしのすきなひと♡

吉成　圭佑 今泉保育園 年長 おおきなさかなゲットだぜ！

渡邊　愛実 西原小学校 3 みんなで夏祭り

佳作21名

絵画

優秀賞21名



令和２年度
「ふれあいのある家庭づくり」作品コンクール　受賞者一覧

部門 賞 氏名 学校 学年 タイトル

宇都宮市長賞 小森　竜介 一　般 - 夢の三段ベッド

下野新聞社長賞 大道　馨 一　般 - あと少しだから、頑張ろうよ！

宇都宮市青少年育成市民会議会長賞 大島　愛香 一　般 - 夏を楽しめ！

シンガイ写真館賞 山足　美穂 一　般 - 夕暮れ時の肩車

栃木県倫理法人会宇都宮地区長賞 三上　友佳里 一　般 - 幸せのシャボン玉

青木　有紀 一　般 - 高い高い出来るのもいつまでかな。。。

佐藤　敦 一　般 - やっと会えたね

高橋　可奈子 一　般 - ステイホーム＝家族の思い出

坪田　朝子 一　般 - カマキリさん、大きくなぁれ

橋本　せん子 一　般 - プール行けないからパパとお風呂で楽しむぞ！

福田　真由美 一　般 - 虫取り網フェイスシールド！

宮下　愛望 八幡台認定こども園 1歳 やっぱりパパが好き。

宮本　唯香 一　般 - ちゃんと見てるよ、行ってらっしゃい！

山口　果利奈 一　般 - こうして妹は強くなる。

小森　美幸 一　般 - 無限ジョウロ

齋藤　直人 一　般 - ずっとこのままお散歩しよう

鈴木　清美 一　般 - 4代家族集合

髙橋　 恵 一　般 - 大きくなぁれ！！～私達の大切な宝物～

中西　宏貴 一　般 - 一緒にようちえん行こうね

西田　篤史 一　般 - アイスこぼれる～

丸田　浩子 一　般 - アボカドと格闘中

箕輪　有香 一　般 - サンダル脱げたけど捕まえた！

毛利 　美香 一　般 - 添い寝

写真

優秀賞9名

佳作9名


