
「こども利根川研究・活動発表会～川はともだち～」次第  

平成２９年１１月１８日（土）１０：００開会  １２：００閉会 

於：大利根文化・学習センター「アスタホール」 埼玉県加須市旗井１４６１－１ 

挨              拶:利根川上流カスリーン台風７０年実行委員会委員長  

加須市長 大橋良一 様（以下「大橋実行委員長」と記載） 

各部門最優秀賞表彰:大橋実行委員長から授与 

記  念  撮 影：各部門最優秀賞受賞者と大橋実行委員長様並びに利根川上流 

カスリーン台風７０年実行委員国土交通省関東地方整備局 

利根川上流河川事務所長三橋 さゆり（以下「三橋実行委員」 

と記載）壇上で記念撮影  

各部門優秀賞表彰：三橋実行委員から授与 

発      表：野田市立二川小学校１年 宮田 陽人さん 作文発表 

熊谷市立妻沼小学校１年 小野田 滉さん 絵画発表 

         久喜市立栗橋小学校５年 小林 琉夏さん 壁新聞発表 

加須市立原道小学校５年 加納 琉聖さん 作文発表 

久喜市立栗橋小学校５年 森岡 成美さん 絵画発表 

小山市立乙女中学校２年  

中田 結月さん、田村 奏生さん、塚田 綾乃さん 壁新聞発表 

講      評：三橋実行委員 



最優秀賞 野田市立二川小学校 １年生 ぼくのどて 宮田　陽人

最優秀賞 熊谷市立妻沼小学校 １年生 ぼくのすきなとねがわ 小野田　滉

最優秀賞 久喜市立栗橋小学校 ５年生 治水新聞 小林　琉夏

最優秀賞 加須市立原道小学校 5年生 未来へつづく 加納　琉聖

最優秀賞 久喜市立栗橋小 ５年生 夕やけ時の利根川 森岡　成美

中田　結月

田村　奏生

塚田　綾乃

最優秀賞 栃木市立栃木南中学校 １年生 変化する巴波川 小関　夢乃

最優秀賞 小山市立乙女中学校 ２年生 川のある風景 須田　実侑

平成29年11月18日（土）　於：加須市大利根文化・学習センター「アスターホール」

こども利根川研究・活動発表会～川はともだち～　入賞作品一覧

中学生作文部門

中学生絵画部門

２年生 渡良瀬遊水地の役割

小学生低学年作文部門

小学生低学年絵画部門

小学生高学年壁新聞部門

小学生高学年作文部門

小学生高学年絵画部門

中学生壁新聞部門

最優秀賞 小山市立乙女中学校



優秀賞 古河市立古河第七小学校 ３年生 わたらせ遊水地 石川　みのり

古河市立古河第七小学校 １年生
きれいな川できれいな
花火 川田　凜音

１年生 山と川 津田　雄平

２年生 きれいな川の魚 須賀　結愛

３年生 大きな川のながれ 柏倉　悠人

守谷市立郷州小学校 ２年生 とね川でとったさかな 阿部　海波

守谷市立松ヶ丘小学校 ２年生 とね川とつくば山 昼岡　玲那

五霞町立五霞東小学校 ２年生
ハクレンのスーパー
ジャンプ 鳩貝　颯舵

熊谷市立妻沼小学校 ３年生 魚とったぞー 星　日和子

久喜市立栗橋小学校 ２年生
利根川(カスリン公園か
らの) 福田　充希

小林　未奈

坂倉　愛萌

瀬戸　煌喜

中島　水月

野中　さつき
カスリーン台風
について 野原　咲花
渡良瀬遊水地野鳥新
聞 加納　亘

落合　翔飛

川田　優衣

渋井　彩加

曽我尾　葵

萩原　水葵
久喜市立太田小学校 ４年生 あさひ新聞 小川　朝日
久喜市立栗橋小学校 ５年生

利根川の新聞 カス
リーン台風70年 福田　圭吾

優秀賞

守谷市立大井沢小学校

小山市立下生井小学校

小学生低学年作文部門

小学生低学年絵画部門

小学生高学年壁新聞部門

５年生 ふる里の自然守り隊新聞

優秀賞

加須市立原道小学校

羽生市立村君小学校
My　Friend
Tone　River
～大好き利根川～

５年生

６年生



坂東市立七郷小学校 5年生 利根川について 圓﨑　ちひろ

熊谷市立長井小学校 5年生 始めての川遊び 都筑　美伶

久喜市立栗橋小学校 5年生 生き物のような川 小林　琉夏

6年生 最高な川 小川　さくら

5年生 川はいろいろ 秋永　真衣

江戸川区立東小岩小学校 4年生
わたしにとっての
江戸川 福谷　咲衣

５年生 無題 野口　貴悠

５年生 無題 木村　蒼良

守谷市立大井沢小学校 ４年生 鳥から見た風景・利根川 杉山　優莉

栃木市立大平西小学校 ４年生 ザリガニ見つけたよ 鈴木　くるみ

５年生 夕焼けが映る川 青木　茉晴

５年生 楽しい川 青木　蓮

５年生 きれいな川 茂木　奏美

５年生 川と遊ぶ 大熊　七菜

４年生 福川水門 今村　梓沙

５年生 利根川あばれみこし 眞部　成輝

５年生 川をきれいにしよう 小沼　龍翔

５年生 出来島からの利根川 森田　愛葵

５年生 わたしの大好きな刀水橋 坂田　千夏

５年生 利根川 荻原　遥翔

行田市立須加小学校 ５年生 豊かな川で遊ぼう 新井　誉悠

加須市立原道小学校 ５年生 川の中のかくれんぼ 小沼　龍弥

本庄市立藤田小学校 ５年生 みんなで楽しく川の調査 木村　沙世

５年生 緑と利根川 有賀　亮生

５年生 利根川 青木　大実

５年生
カスリン公園からの
利根川！ 福田　圭吾

５年生 無題 荒井　里緒

久喜市立栗橋小

優秀賞

取手市立取手西小学校

熊谷市立長井小　

熊谷市立秦小学校

熊谷市立太田小学校

小学生高学年作文部門

小学生高学年絵画部門

優秀賞

足立区立長門小学校



橋口　純平

山本　太陽

矢澤　彰太郎

萩田　力斗

近野　永二

優秀賞 さいたま市立土呂中学校 ２年生 天降川の思い出 川添　那奈子

小山市立乙女中学校 １年生 川のある風景 松坂　廉士

江戸川区立小岩第三中学校 ２年生 利根川 武藤　有希
優秀賞

優秀賞 ２年生 神秘なる利根川江戸川区立小岩第三中学校

中学生壁新聞部門

中学生作文部門

中学生絵画部門


