
令和４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

市長賞 小池　光輝 宇都宮市立今泉小学校 ５年 ボクの家族とホタルの家族

教育長賞 古川　幸奈 宇都宮市立雀宮中央小学校 １年 かぞくですいかパーティー

宮っこフェスタ実行委員会委員長賞 福田　陽大 まこと幼稚園 年長 キャンプで　つり　です

宇都宮市民憲章推進協議会会長賞 三島　未鈴 宇都宮市立城山東小学校 ２年 すごいニンジンをとったよ

上野文具賞 遠藤　巴月 宇都宮市立泉が丘小学校 ３年 魚がつれたよ

WILD-1賞 小森　日菜子 豊郷南小学校 １年 じぃじといっしょにカニをつかまえたよ！

農産直売あぜみち賞 高橋　柚月 豊郷南小学校 ６年 ご先祖様，待ってるよ

とちぎYMCA賞 吉澤　百樹也 豊郷南小学校 ４年 B.B.Q最高！

ビューティアトリエ賞 河原　愛優 姿川第一小学校 ４年 おじいちゃんが，作ったあまーいスイカ

荒井　和心 高根沢第二幼稚園 年長 みんなのえがおとおはなばたけ

遠藤　允央 泉が丘小学校 １年 花火、きれいだったな

三村　恵菜 姿川第一小学校 ２年 大すきなクリームソーダ

鈴木　透真 姿川第一小学校 ６年 家族で餃子パーティー

塚田　瑠愛 岡本小学校 １年 みんなで見たひまわり

斎藤　怜 星花幼児園 年中 みんなでぶどうがり

麦嶋　律希 今泉保育園 年少 ママぎゅ～ってして♡

江刺家　杏 今泉保育園 年中 おててつないでおさんぽだいすき

坂本　翔 今泉保育園 年中 おうちでプールたのしいね

三上　翔 今泉保育園 年長 ゴーカートをボクが運転したよ

塚田　みなみ 西原小学校 ４年 おばあちゃんと野菜もぎり

渡邊　綾子 ゆいの杜小学校 ２年 家ぞくでプール，気もちよかったよ

中嶋　琴音 ゆいの杜小学校 １年 かぞくでみやこじまシュノーケリング　またいきたい！！

坂本　絢香 ゆいの杜小学校 ２年 ひまわり畑へ行ったよ！

成田　颯大 御幸が原小学校 ３年 花火

瀬尾　彩乃 清原中学校 中２ 家族で囲むキャンプファイヤー

蓬田　茉那 富士見小学校 ３年 海へ家族旅行

竹内　菜緒 認定こども園釜井台幼稚園 年長 家族で花火

金田　珠季 瑞穂野北小学校 ５年 家族で見た満点の星空

岩渕　恵奈 西が岡小学校 ２年 夏の星座，見つけた！！

千田　望夏 姿川第一小学校 ３年 びっくり！！お魚つれたよ

中嶋　花 石川幼稚園 年長 おかあさんとおねえちゃんと えきひがしこうえんプールであそんだよ

菅間　凱登 清原中央小学校 １年 みんなでうみの、たからさがし

小太刀　紀豪 作新学院幼稚園 年長 パパとにいにいとよっちゃんのプールあそび

中村　心咲 恵光幼稚園 年長 キャンプでとんぼを つかまえたよ

永井　美羽 宇都宮大学共同教育学部附属小学校 ２年 かぞくでプールたのしいね

寄川　波花 さかえ認定こども園 年長 かぞくニコニコ！！カレーつくったよ！

鹿野　愛留 姿川第一小学校 ３年 家族でえがおの海水浴

石垣　多江 昭和小学校 ４年 やっとできたね流しそうめん

篠崎　愛莉 岡本小学校 ６年 おばあちゃんの家で妹としゅうまい作ったよ。

土肥　ひなた 岡本西小学校 ２年 みんなで花火！！

横山　夏羽 風の子そよそよ 年長 キャンプではなび

砂川　蓮夏 星花幼児園 年少 あさがお、ヒマワリ、たいよう、家族

平井　智悠 今泉保育園 年少 じーじとママとぼくとあきひろ

栗島　莉子 今泉保育園 年少 パパとでんしゃにのったよ

遠藤　寛人 今泉保育園 年中 ぼくんちのやさいはせかいいち

遠藤　柚希 今泉保育園 年中 はなびがどっか～ん！きれいだね！！

渡邉　瑛太 今泉保育園 年中 パパ　てつぼう　みててね！

橋本　陽彩 石井小学校 ４年 みんな見て！まあちゃんの歯を抜くよ～

佐藤　琥珀 横川東小学校 ４年 家族でつったよ！

下田　玲奈 横川東小学校 ５年 家族でパーティー！いただきます。

橋本　真依 ゆいの杜小学校 ３年 みんなでなみのり

岩本　琉那 御幸が原小学校 ３年 私の大切な家族たち

半田　絢士 錦小学校 ６年 おじいちゃんとの思い出

竹内　みのり 今泉小学校 １年 みんなでそばうちたのしいな

根岸　正宙 今泉小学校 ２年 おおもの釣った！！

藤﨑　彩実 今泉小学校 ３年 キャンプのバーベキューの思い出

大木　聡汰 今泉小学校 ３年 おばあちゃんと山に行ったよ

伊藤　響 今泉小学校 ５年 家族で見た花火

岸田　桃花 清原南小学校 ２年 飛山城史跡に行ってきたよ

原澤　心結 清原南小学校 １年 うみ

渡邊　菜結 富士見小学校 １年 家族と一緒にしまなみ海道でサイクリングしたよ！

松永　翔太 宮の原小学校 ４年 わくわく家まつり

橋本　椿 宮の原小学校 １年 にじいろかぞく

松浦　帆香 瑞穂野北小学校 ２年 家ぞくみんなで見た花火

李　芝慧 富士見小学校 ５年 家族で海までキャンプしに

優秀賞

佳作

絵画



令和４年度
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部門 賞 氏名 学校 学年 タイトル

市長賞 君島　愛 一般 じぃちゃん、スイカありがとう！

宇都宮市青少年育成市民会議会長賞 會澤  蓮 7才 こんにちは。にーにだよ！

下野新聞社長賞 宮脇　あゆみ 一般 パンケーキいかがですか～？

シンガイ写真館賞 金子　結 一般 ホットケーキつくったよ

もんみや賞 池田　さおり 一般 はいはい列車出発進行！

栃木県倫理法人会宇都宮地区会長賞 三上　友佳里 一般 はじめての川遊び

矢口　遼介 一般 ゴーグル兄妹参上っ！！

久保　絢子 一般 たからもの

小林　宏枝 一般 じぃじと一緒

千　美穂 一般 いい湯だよ〜

宮下　沙織 一般 たのしいよ

下山　なつみ 一般 なかよし兄妹

三上　直人 一般 なかよし兄弟

薄井　麻美 一般 どこにいくのも　なにをするのも　いつもいっしょ。

中村　郁恵 一般 ママとパパとピザ作り

松原　真由 一般 ママにポテトあげる♪

保坂　利佳子 一般 やっと会えたね

森島　いくみ 一般 一緒に食べよー！

奥山　慎之介 一般 夏の昆虫大捜査線

山口　果利奈 一般 夏の風物詩

志村 　弥香 一般 ハイチーズ

篠原　優衣 一般 家族っていいな

今井　伶衣奈 一般 ばぁばとおそろい

田崎 　友美子 一般 幸せな時間

佐藤　麻弓 一般 弘子ばぁばいつもありがとう

野沢　衣里 一般 歯みがき大好き

柿沼　縁 一般 水遊び大好き！

大金　朋子 一般 弟大好きなお兄ちゃん達

横山　絵里子 一般 明日もいっぱいあそぼうね
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