
 

 

平成 29年 9月 14日 

つくばエキスポセンター 

 

 

平成 29年度「宇宙の日」全国小・中学生作文絵画コンテスト 

表彰式のご案内 
 

 

つくばエキスポセンター（館長：中𠩤 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、9 月 23 日（土）に「平成 29 年度「宇宙

の日」全国小・中学生作文絵画コンテスト」入賞者の表彰式を行います。 

平成 4 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」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 653点の応募があり、センターの審査会において最優秀賞 5点をはじ

め、全部で 26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 5 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・小学生部門において本橋聡太さん（つ

くば市立桜学園栄小学校 5年）の作品が宇宙政策担当大臣賞に、作文の部・中学生部門にお

いて古泉修行さん（新潟大学教育学部附属新潟中学校 1年）の作品が宇宙政策担当大臣賞に、

絵画の部・小学生部門において佐々木優作さん（阿見町立本郷小学校 4年）の作品が宇宙航

空研究開発機構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、26 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。 

 なお、入賞した 26点の作品と、その他審査委員が選定した優秀な作品 30点は、つくばエ

キスポセンターで 9月 24日（日）まで展示いたします。 

 

＜表彰式概要＞ 

1.日時 平成 28年 9月 23日（土）13:00～14:00 

2.場所 つくばエキスポセンター エントランスホール（1階） 

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 中𠩤 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 指導主事 塚崎 浩子 氏 

絵画審査委員 

 つくば市立大穂学園大曽根小学校 教務主任 遠藤 一支 氏 

 13:50～13:54 閉会のことば 

 13:55～14:10 記念撮影 



 

 

 

※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、 

9月 22日(金)までに FAXにてお申し込みください。（運営部 情報発信担当 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 徂徠（そらい） 運営部（情報発信担当） 小堀 

 

  



 

 

 

 

平成２９年度「宇宙の日」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 １０ 

 最優秀賞 本橋 聡太（もとはし そうた）  つくば市立桜学園栄小学校 5年 

 優秀賞  菅原 紡宜（すがわら つむぎ）  水戸市立三の丸小学校  6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 2年 

 

作文の部 中学生部門   応募数 ２７ 

 最優秀賞 古泉 修行（こいずみ なおゆき） 新潟大学教育学部附属新潟中学校 1年 

 優秀賞  髙﨑 利基（たかさき としき）  筑西市立下館南中学校  3年 

 優秀賞  髙﨑 友萌（たかさき ともえ）  筑西市立下館南中学校  3年 

 佳作   宮本 宗門（みやもと しゅうと） つくば市立竹園学園竹園東中学校 2年 

 佳作   小林 祐太（こばやし ゆうた）  江戸川学園取手中学校  3年 

 

絵画の部・小学生部門   応募数５２４ 

 最優秀賞 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 2年 

 最優秀賞 佐々木 優作（ささき ゆうさく） 阿見町立本郷小学校  4年 

 優秀賞  須藤 晟仁（すどう あきひと）  下妻市立上妻小学校  1年 

 優秀賞  松丸 夏歩（まつまる かほ）   柏市立花野井小学校  2年 

 優秀賞  龍道 彩音（りゅうどう あやね） 下妻市立上妻小学校  4年 

 優秀賞  李 剛仁（い がんいん）     つくば市立吾妻学園小学校 5年 

 佳作   塚原 佳那子（つかはら かなこ） 江戸川学園取手小学校  1年 

 佳作   庄子 愛美（しょうじ まなみ）  下妻市立上妻小学校  2年 

 佳作   鈴木 絢音（すずき あやね）   つくばみらい市立豊小学校 3年 

 佳作   堀川 勝利（ほりかわ かつとし） つくば市立光輝学園手代木南小学校 4年 

 佳作   堀 智貴（ほり ともき）     つくば市立春日学園義務教育学校 4年 

 佳作   菅原 紡宜（すがわら つむぎ）  水戸市立三の丸小学校  6年 

 

絵画の部・中学生部門   応募数 ９２ 

 最優秀賞 竹澤 志帆（たけざわ しほ）   結城市立結城中学校  3年 

 優秀賞  池﨑 あい佳（いけざき あいか） 土浦市立土浦第六中学校  1年 

 優秀賞  瀬古澤 大翔（せこざわ ひろと） 土浦市立土浦第二中学校  2年 

 佳作   稲葉 彩茅（いなば あやか）   結城市立結城中学校  1年 

 佳作   鈴木 杏実（すずき あんず）   土浦市立土浦第四中学校  2年 

 佳作   髙田 優奈（たかだ ゆな）    常総市立水海道中学校  3年 

 

  



 

 

 

 

平成 29 年度「宇宙の日」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    鹿嶋市立平井中学校 

 

絵画の部 

小学生部門    下妻市立上妻小学校 

中学生部門    土浦市立土浦第六中学校 

 

 

 

＊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

生部門においては団体応募が少なかったため、入賞校を選定していない。 

 

                                  以上 


