
賞名等 氏　　　　　名 学　　　　校　　　　名 学年　 テ　　　　ー　　　　マ

1 京都府知事賞 三　野　希　歩 伊根町立本庄小学校 5 わたしもしてよ

2 京都府教育委員会教育長賞 瀬戸川 沙　英 木津川市立城山台小学校 1 はやく あかちゃん おせわしたいな

3 京都府青少年育成協会会長賞 富　田　康　暉 京都市立広沢小学校 4 うわっ！！すごっ！！

4 京都市長賞 谷　口　晃　平 京都市立葵小学校 3 家族みんなでヤマメつり

5 京都市教育長賞 松　木 実和子 京都市立西京極西小学校 1 らいねんは、あえるといいなぁ

6 京都府市町村教育委員会連合会会長賞 塩　田 賢志朗 京田辺市立普賢寺小学校 2 大きくてかっこよかったよ

7 京都府小学校校長会会長賞 伍　 　　美　瑶 精華町立精華台小学校 3 はなれていても　いっしょの家族

8 京都市小学校長会会長賞 山　田 実生子 京都市立宇多野小学校 3 手作り サラダ巻き

9 朝日新聞社賞 龍　田　あんな 城陽市立古川小学校 2 初詣

10 毎日新聞社賞 村　上 穂乃歌 京田辺市立草内小学校 4 家族でワクワク楽しい花火

11 産経新聞社賞 北　原　 　　楓 京都市立嵐山東小学校 1 きれいだね さあ 楽しいごはんだよ

12 京都新聞賞 上　村　明　蒼 精華町立精北小学校 3 みんなでバーベキュー

13 NHK京都放送局賞 松　井　豪　己 京田辺市立田辺小学校 3 家族で虫とり

14 KBS京都賞 林 　　　夏　月 木津川立木津小学校 4 家族でトランプ

15 優秀賞 江　川　鈴　奈 八幡市立中央小学校 2 わたしのかぞく

16 優秀賞 上　田　千　愛 八幡市立橋本小学校 1 えがおのかぞく

17 優秀賞 大　野　星　陽 木津川市立城山台小学校 1 ぼくの７さいのおたんじょうび

18 優秀賞 秋　山　采　見 木津川市立相楽台小学校 5 家族と過ごす楽しい時間

19 優秀賞 水　口　 　　凛 木津川市立州見台小学校 2 家族の笑顔が私の元気の源

20 優秀賞 　原　淳　太 亀岡市立青野小学校 1 みんなのえ

21 優秀賞 前　原　悠　菜 南丹市立園部小学校 1 かぞくでごはんをたべたよ

22 優秀賞 横　田　 　　茜 福知山市立三和小学校 6 笑顔あふれるトランプ遊び

23 優秀賞 山　口　蒼　衣 舞鶴市立新舞鶴小学校 1 かぞくでゲーム

24 佳作 山　本　葉　月 京都市立桂川小学校 3 夏の思い出花火

25 佳作 井　川 真唯子 京都市立修学院小学校 6 家族そろって、おめでたい！

26 佳作 池　見　夏　帆 京都市立鏡山小学校 4 お母さん専属 肩もみ名人

27 佳作 八　田　紗　穂 京都市立太秦小学校 5 みんなと仲良くトランプ

28 佳作 飯　田　直　央 京都市立正親小学校 3 お兄ちゃんのたん生日パーティー

29 佳作 上　仲　柚　花 京都市立金閣小学校 1 私のたこやきやさん

30 佳作 宮　本　紗　良 京都市立朱雀第二小学校 4 旅行で花火

31 佳作 森　本　　 　陸 京都市立伏見板橋小学校 3 楽しいカヌー

32 佳作 吉　森 　　　直 長岡京市立長法寺小学校 3 お庭でピザパーティー

33 佳作 髙　橋　汐　凪 長岡京市立長岡第六小学校 3 ６人家族で海に行ったよ

34 佳作 研　 　　紬　希 大山崎町立第二大山崎小学校 5 みんなで花火！！

35 佳作 居　合　侑　愛 宇治市立小倉小学校 1 かぞくでたのしいトランプ

36 佳作 竹　内　優　菜 宇治市立大久保小学校 1 ３きょうだいの ひみつきち

37 佳作 竹　内 匠汰朗 宇治市立三室戸小学校 2 かていの日

38 佳作 植　村　あかり 城陽市立寺田小学校 3 私の家族～女の子チーム～

39 佳作 奥　田　大　誠 城陽市立深谷小学校 1 みんなで たんじょうび

40 佳作 山　本　悠　慎 京田辺市立三山木小学校 1 みんなでピクニック

41 佳作 上　村　実　優 京田辺市立草内小学校 2 家族で楽しい花火。

42 佳作 栗　眞　大　和 木津川市立梅美台小学校 1 かぞくとしゃぼんだまあそび

43 佳作 小　北　美　空 木津川市立相楽台小学校 3 家族っていいな

44 佳作 吉　崎　仁　菜 木津川市立南加茂台小学校 2 みんなでプールへレッツゴー！！

45 佳作 中　　  友希帆 木津川市立上狛小学校 1 おにわで はなび

46 佳作 角 　 　明日菜 久御山町立東角小学校 2 かぞくで楽しいお食事

47 佳作 太　田　梨　乃 宇治田原町立田原小学校 3 なかよくお兄ちゃんと読書

48 佳作 浅　田　紗　奈 宇治田原町立宇治田原小学校 1 かぶとむし

49 佳作 髙　橋　篤　人 精華町立東光小学校 1 かぞくみんなでタイをつったよ！

50 佳作 中　野　皐　聖 精華町立山田荘小学校 2 ６人きょうだい・仲良し大家族

51 佳作 畑　　 　佑　実 相楽東部広域連合立和束小学校 1 たのしいプール

52 佳作 福　山　将　也 相楽東部広域連合立南山城小学校 2 みんながよろこんでいる家庭

53 佳作 八　木   　　栞 亀岡市立亀岡小学校 2 夏 りつしが生まれてうれしいな

54 佳作 栗　山　亜　珠 亀岡市立安詳小学校 4 家族で楽しくお米作り

55 佳作 水　井　埜　乃 亀岡市立南つつじケ丘小学校 5 楽しくトランプ

56 佳作 清　水　鈴　夏 亀岡市立保津小学校 4 家庭の日「家族でかんぱい！」

57 佳作 中　嶋　志　帆 南丹市立八木東小学校 2 かぞくのメロディー

58 佳作 北　村　日　花 京丹波町立丹波ひかり小学校 3 わーい 大好きな オムライスだ！

59 佳作 宇　野　蘭　紗 綾部市立豊里小学校 4 弟の入学式の朝の家族

60 佳作 久　下　　 　椛 綾部市立綾部小学校 1 かぞくではなび

61 佳作 酒　井　菜　津 綾部市立西八田小学校 4 家族でごはん。

62 佳作 松　田　彩　花 福知山市立大江小学校 2 新しい家族が増えたよ。

63 佳作 隄　 　　珠　湖 福知山市立成仁小学校 1 かぞくみんなでおよいだよ！

64 佳作 佐　藤　桃　花 福知山市立雀部小学校 6 母の作った大好きなオムライス

65 佳作 倉　橋　彩　羽 舞鶴市立余内小学校 2 みんなでかきごおり

66 佳作 齋　藤　菜　々 舞鶴市立中筋小学校 1 しんくんがわらったよ

67 佳作 小　谷　太　歩 宮津市立日置小学校 4 家族でのんびり

68 佳作 藤　原　　　直 京丹後市立長岡小学校 3 家族と海でワッハッハー

69 佳作 赤　西　莉　果 与謝野町立三河内小学校 1 わたしのたからもの

70 佳作 田　中　萌　唯 与謝野町立石川小学校 3 すいかおいしいね

71 佳作 広　田 野々花 京都教育大学附属京都小中学校 3 おばあちゃんのたん生日に三千院で
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