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報道関係者各位 2019年 12 月 13日（金）15時 

つくばエキスポセンター 

 

 

 

令和元年「宇宙の日」記念行事 

全国小・中学生作文絵画コンテスト表彰式・講演会のご案内 
 

 

 

つくばエキスポセンター（館長：中原 徹、所在地：茨城県つくば市吾妻 2 丁目 9 番地、

TEL：029-858-1100、以下、センターという）は、12月 21日（土）に令和元年「宇宙の日」

記念行事 全国小・中学生作文絵画コンテスト 入賞者の表彰式と講演会を行います。 

1992 年に毛利衛宇宙飛行士がスペースシャトルで初めて宇宙へ飛び立った 9 月 12 日が

「宇宙の日」です。この日を記念して、文部科学省等が主催となって「宇宙の日」記念 全

国小・中学生作文絵画コンテストが毎年行われています。今年は全国 67 か所の科学館や児

童館等で作品の応募が受け付けられました。センターには、今年度は主に茨城県内の小・中

学生から作文・絵画あわせて 130点の応募があり、センターの審査会において最優秀賞 4 点

をはじめ、全部で 18点の入賞作品を選定しました。 

このうち、センターで最優秀賞に選ばれた作品 4 点は、「全国小・中学生作文絵画コンテ

スト審査委員会」でも審査され、このうち作文の部・中学生部門において本橋聡太さん（桜

学園つくば市立桜中学校 1年）の作品が日本宇宙フォーラム理事長賞に選ばれました。 

表彰式では、当センター館長から、16 名の入賞者と学校賞を受賞した 3 校へ賞状と記念

品が手渡されます。 

また、「宇宙と宇宙開発のいろいろ」と題して、吉岡 奈紗（よしおか なさ）氏（国立研

究開発法人 宇宙航空研究開発機構 研究開発部門 システム技術ユニット所属）による記念

講演会も併せて開催いたします。 

 

・表彰式 

日時：2019年 12 月 21日（土）13:00～14:00 

場所：つくばエキスポセンター 1階エントランスホール 

 

・記念講演会 

 日時：2019年 12 月 21日（土）14:20～15:00 

 場所：つくばエキスポセンター 2階 創造の森“ワンダーラボ” 

 

 なお、入賞した 18点の作品と、その他審査委員が選定した優秀な作品 22点は、つくばエ

キスポセンターで 1月 13日（月・祝）まで展示いたします。 
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＜表彰式・講演会 概要＞ 

1.日時 2019年 12 月 21日（土）13:00～14:00 

2.場所 つくばエキスポセンター 1階エントランスホール 

3.式次第 13:00～13:01 開会のことば 

 13:02～13:05 つくばエキスポセンター館長の挨拶 

つくばエキスポセンター館長 中原 徹 

(公益財団法人つくば科学万博記念財団 理事長) 

 13:05～13:29 表彰状及び記念品授与 

 13:30～13:49 審査講評 

作文審査委員 

 つくば市教育局 指導課 指導主事 塚崎 浩子 氏 

絵画審査委員 

 大穂学園つくば市立大曽根小学校 教務主任 遠藤 一支 氏 

 13:50～13:55 閉会のことば 

4.講演会 

 

14:20～15:00 講演会 

タイトル:「宇宙と宇宙開発のいろいろ」 

講師: 吉岡 奈紗（よしおか なさ）氏 

（国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構  

研究開発部門 システム技術ユニット所属） 

     場所:つくばエキスポセンター 

2階 創造の森“ワンダーラボ”                  

 

※原則 13:00までに会場までお越しください。 

※取材を希望される方は、別紙の申込書に必要事項をご記入のうえ、 

12月 20日(金)までに FAXにてお申し込みください。（運営部 広報担当 小堀 宛） 

 

 

‐‐‐問い合わせ先‐‐‐ 

つくばエキスポセンター 

TEL：029-858-1100（代），FAX：029-858-1107 

宇宙の日作品展に関する問い合わせ 取材に関する問い合わせ 

運営部(普及担当) 加藤 運営部(広報担当) 小堀 
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令和元年「宇宙の日」記念行事  

全国小・中学生作文絵画コンテスト 入賞者一覧 

 

 

作文の部 小学生部門   応募数 3 

最優秀賞 塚原 佳那子 つかはら かなこ  江戸川学園取手小学校      3年 

優秀賞  長堀 奏音  ながほり かなで  笠間市立みなみ学園義務教育学校 4年 

佳作   ベイン 波龍 べいん はる    香港日本人学校香港校小学部   6年 

 

作文の部 中学生部門   応募数 11 

最優秀賞 本橋 聡太  もとはし そうた  桜学園つくば市立桜中学校    1年 

優秀賞  神向寺 咲  じんこうじ さき  鹿嶋市立鹿島中学校       3年 

佳作   村上 りか  むらかみ りか   茗溪学園中学校         3年 

 

絵画の部 小学生部門   応募数 75 

最優秀賞 塚原 佳那子 つかはら かなこ  江戸川学園取手小学校      3年 

優秀賞  大坪 幸生  おおつぼ ゆきお  柏市立柏第三小学校       4年 

優秀賞  佐々木 優作 ささき ゆうさく  阿見町立あさひ小学校      6年 

佳作   北島 葵   きたじま あおい  大穂学園つくば市立要小学校   1年 

佳作   長堀 奏音  ながほり かなで  笠間市立みなみ学園義務教育学校 4年 

佳作   堀 智貴   ほり ともき    つくば市立学園の森義務教育学校 6年 

 

絵画の部 中学生部門   応募数 41 

最優秀賞 堀江 咲香  ほりえ さやか   結城市立結城中学校       2年 

優秀賞  町井 恒太  まちい こうた   かすみがうら市立千代田中学校  2年 

優秀賞  山﨑 結心  やまざき ゆみ   常総市立水海道中学校      3年 

佳作   佐々木 未来 ささき みく    常総市立水海道中学校      1年 

佳作   福田 彩乃  ふくだ あやの   かすみがうら市立千代田中学校  3年 

佳作   大木 柚華  おおき ゆうか   常総市立水海道中学校      3年 
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令和元年「宇宙の日」記念行事  

作文・絵画コンテスト 学校賞入賞校一覧 

 

 

作文の部 

小学生部門    該当なし 

中学生部門    鹿嶋市立鹿島中学校 

 

絵画の部 

小学生部門    大穂学園つくば市立要小学校 

中学生部門    かすみがうら市立千代田中学校 

 

 

※学校賞は、原則として各部各部門の最多応募学校を選定している。 

しかし、作文の部 小学生部門では団体応募がなかった。 

 

 

 

                                  以上 


