
令和３年度
「ふれあいのある家庭づくり」作品コンクール　入賞者一覧

部門 賞 氏名 学校 学年 タイトル

宇都宮市長賞 大河原　藍 宇都宮大学共同教育学部附属幼稚園 年中 ねーねとままとピザをつくったよ

宇都宮市教育長賞 向井　寛人 錦小学校 1年 ブルーベリー狩り

宇都宮市民憲章推進協議会会長賞 柴山　和華 今泉小学校 6年 家族でとうもろこし合戦

宮っこフェスタ実行委員会委員長賞 下田　葵 横川東小学校 2年 フルーツポンチを作ったよ

上野文具賞 菊地　総仁郎 横川西小学校 4年 また，みんなでクラゲを見に行こうね

とちぎＹＭＣＡ賞 利根山　穂月 ゆずのこ保育園 年長 みんなでまた花火がみたいな

ビューティアトリエ賞 城戸　茜里 宇都宮大学共同教育学部附属小学校 2年 おばあちゃんからもらったメダカが13びきにふえたよ

ＷＩＬＤ－１賞 深川　櫂 岡本小学校 3年 たき火の笑顔

天谷　湊亮 能満寺幼稚園 年少 たのしかったよ，花火。

池田　瑛登 宮の原小学校 1年 おとうさんとクッキング

江田　くる美 富士見小学校 4年 家族みんなで　大決戦！

遠藤　巴月 泉が丘小学校 2年 家族で田植え

小川　結奈 石井小学校 1年 えがおでパチリ

加藤　由菜 作新学院高等学校 3年 池の　プール

小林　莉央 富士見小学校 5年 家族と　いっしょに　かき氷

酒寄　小春 城東小学校 3年 びっくり！大きなしゃぼん玉

佐藤　舞歩 認定こども園さくらが丘 年長 やきにくをしたよ

鹿野　愛留 姿川第一小学校 2年 夜空の下で　家族と花火

篠﨑　愛莉 岡本小学校 5年 お母さんと花火を見に行きたいな！！

鈴木　あやめ 錦小学校 1年 かぞくでしょくじ

鈴木　莉子 今泉小学校 5年 家族でキャンプ

砂川　湧音 星花幼児園 年少 おうちのみんな　だいすき　だよ

髙橋　彩華 星花幼児園 年中 朝お天気おにわでプールいいね

武田　莉杏 東峰保育園 年中 みんなでおさんぽ

塚田　颯介 東峰保育園 年長 みんなでごはん

林　隼汰 横川東小学校 6年 楽しい　手巻きずし

福田　朱里 宇都宮大学共同教育学部 附属小学校 4年 自然の中でバーベキュー

松永　翔太 宮の原小学校 3年 お家キャンプ

三上　想乃 富士見小学校 1年 家族でキャンプ楽しいな

茂木　陽向 豊郷南小学校 3年 ぼくのたん生日

渡邉　瑛太 今泉保育園 年少 みんなで大好きなお菓子を食べたよ

浅石　奈々葉 石井小学校 6年 パパに挑戦

浅利　隼杜 東峰保育園 年長 夕焼けキャンプでポップコーン

池田　直央 宮の原小学校 4年 夏の思い出

伊藤　朱悟 田原西小学校 1年 8月うまれのパーティー

井上　琴遥 今泉保育園 年中 家族でキャンプ！楽しかったね！

入江　芹愛 岡本西小学校 2年 かぞくのえ

梅沢　望花 陽西中学校 2年 さあ，笑顔の輪を広げよう

及川　玄晴 姿川第一小学校 3年 すいかわり

小栗　明莉 2歳 おおきいのがママでちいさいのがパパだよ

風早　優佳里 岡本西小学校 1年 だいすき　かぞく

加藤　詩雫 富士見小学校 3年 家族と川でダイビングッ！！

神崎　成哉 宇都宮大学共同教育学部 附属小学校 2年 今日からぼくはお兄ちゃん！

菊地　仰 まこと幼稚園 年中 パパとママとお兄ちゃんとぼくと波のプール

木村　六花 宇都宮大学共同教育学部 附属小学校 2年 おうちでなつまつり

郷間　明日香 バンビーニゆめ 年長 にじいろえがお

小林　稟 宇都宮大学共同教育学部 附属幼稚園 年長 かぞくみんなで川あそび

齋藤　杏奈 石井小学校 1年 わたしのすきなじかん

坂口　小夏 明保小学校 3年 楽しかったプール遊び

佐藤　恋來 豊郷北小学校 2年 千本松牧場へ行ったよ！！

柴田　愛未 石井小学校 6年 くーとおじいちゃんと水遊び

菅間　祐那 清原中央小学校 4年 力をあわせて

菅原　佳恵奈 岡本小学校 5年 レモンスカッシュ　作ったよ！

杉田　咲希 宇都宮大学共同教育学部 附属小学校 3年 みんなで行った沢のぼり

須藤　芯寧 白沢小学校 4年 みんなで土作り

髙橋　寧々 今泉保育園 年長 おかいもの，またいこうね

髙橋　和花 ゆいの杜保育園 年中 3人でおひるね

滝田　実央 豊郷南小学校 1年 かぞくみんなで

手塚　うた 明保小学校 3年 兄弟で川に行った

寺島　美咲 西原小学校 5年 おばあちゃんとの夏休み

永井　璃衣子 今泉保育園 年中 キリンさん！おいしい人参いっぱい食べて

野村　亮太 今泉小学校 1年 かぞくでかわあそび

引地　桃香 横川東小学校 2年 家族で食べたあまいすいか

平田　千咲 東小学校 5年 つばめと家族

星　光織 まこと幼稚園 年少 家族で花火大会

本多　舞音 ゆいの杜小学校 1年 みんなではなび

松山　大輝 東峰保育園 年少 おうちで流しそうめん

丸山　礼人 作新学院小学部 3年 はじめて湊都くん（いとこ）をだっこしたよ

山田　仁成 星花幼児園 年長 焼肉パーティー

渡辺　ひより 豊郷南小学校 4年 みんなにこにこひまわり畑

優秀賞

23名

佳作

39名

絵画



令和３年度
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部門 賞 氏名 学校 学年 タイトル

宇都宮市長賞 佐藤　麻弓 一　般 - いつも優しいじぃじ

宇都宮市青少年育成市民会議会長賞 山城　ちひろ 一　般 - 初めてのシャボン玉

下野新聞社長賞 飯野　礼子 一　般 - スイカでフルーツポンチおいしいね！

シンガイ写真館賞 三上　直人 一　般 - 早く会いたいな

栃木県倫理法人会宇都宮地区長賞 枝川　香織 一　般 - 3世代でハンモック

石塚　沙也加 一　般 - ずぶ濡れ♡

小池　琴絵 一　般 - 手洗いうがいしっかりね！

菅野　裕之 一　般 - いっぱいのんで　おおきくなぁれ

中島　規雄 一　般 - みんなで渡ろう

西川　祐喜 一　般 - 笑顔満開

根建　晶寛 一　般 - お着替えよ

矢口　美沙 一　般 - カゴ入り兄妹

阿部　仁美 一　般 - おねいちゃんと双子のシーソー遊び

伊藤　由 一　般 - キャンプお片付け中の思いがけないプレゼント

兎内　香織 一　般 - 新しい家族

奥山　慎之介 一　般 - ぜったい　おいしいよ！

君島　愛 一　般 - 花火競争，よーいどん！

黒崎　智子 一　般 - される側から，する側へ

高橋　美樹 一　般 - おはよう，朝だよ！

田崎　友美子 一　般 - シャボン玉の練習

戸叶　里実 一　般 - 初対面

早水　由佳 一　般 - 家でもいい顔

向芝　貴裕 一　般 - 家族の晩餐

写真

優秀賞

7名

佳作

11名


