
岩手県食育標語コンクール入賞作品（敬称略・順不同） 

賞 氏 名 学校(市町村)名・作品 

最優秀賞 德田 陽与 
雫石町立雫石中学校 １年生 

弁当は 愛情こもった 宝箱 

優秀賞 
（一社）岩手県医師会 

会長賞 
高砂子 俊裕 

遠野市立遠野東中学校 ２年生 

おいしいね 笑顔ひろがる お弁当 

優秀賞 
（公社）岩手県栄養士会 

会長賞 
佐々木 優妃 

遠野市立遠野東中学校 ３年生 

お弁当 愛と栄養 詰め込んで 

優秀賞 
岩手県牛乳普及協会 

会長賞 
種市 碧月 

洋野町立種市中学校 ３年生 

お弁当 今日もおいしく いただきます 

優秀賞 
岩手県漁業協同組合連合会 

会長賞 
佐々木 陽斗 

雫石町立雫石小学校 ６年生 

うれしいな 愛のつまった お弁当 

優秀賞 
(一社)岩手県歯科医師会 

会長賞 
佐藤 朝比 

岩手県立水沢高等学校 １年生 

昼休み 母の努力を 噛みしめる 

優秀賞 
岩手県社会福祉協議会・ 

保育協議会 会長賞 
和田 優衣奈 

岩手町立川口中学校 ３年生 

頑張って 母の気持ちに ありがとう 

優秀賞 
(一社)岩手県獣医師会 

会長賞 
牛島 蓮 

盛岡市立河北小学校 １年生 

いちばんの ぼくのからだの エネルギー 

優秀賞 
いわて純情米需要拡大推進 

協議会 会長賞 
越戸 大我 

久慈市立侍浜中学校 １年生 

愛情と 笑顔引き出す お弁当 

優秀賞 
岩手県学校給食研究会 

会長賞 
竹達 優羽 

盛岡市立松園小学校 ６年生 

お弁当 愛情つまった プレゼント 

優秀賞 
(一社)岩手県食品衛生協会 

会長賞 
永山 虹空 

岩手県立一関第一高等学校附属中学校 ３年生 

お弁当 作って分かる 母の愛 

優秀賞 
岩手県農業協同組合中央会

会長賞 
多田 楓茉 

遠野市立宮守小学校 １年生 

おいしいね じいさんがつくった やさいだよ 

優秀賞 
(一社)岩手県薬剤師会 

会長賞 
小高 万由 

岩手県立黒沢尻北高等学校 １年生 

大変さ 作ればわかる ありがとう 

優秀賞 
岩手食文化研究会 

会長賞 
平賀 ハルエ 

花巻市 

お弁当 孫に褒められ 恵比寿顔 

優秀賞 
いわて生活協同組合 

理事長賞 
石田 優花 

岩手県立黒沢尻北高等学校 １年生 

ふた開けて 岩手の恵 あふれだす 

優秀賞 
いわて生活協同組合 

理事長賞 
駒林 皇輝 

盛岡市立仙北小学校 ２年生 

おべんとう えがおいっぱい はらいっぱい 

優秀賞 
岩手県学校栄養士協議会 

会長賞 
内村 勇次 

滝沢市立滝沢第二小学校 ４年生 

お弁当 リュックの中では 王さまだ 

優秀賞 
全国農業協同組合連合会 

岩手県本部長賞 
沢里 愛莉 

久慈市立宇部中学校 １年生 

四季の色 沢山詰まった 母の味 

優秀賞 
岩手県チキン協同組合 

理事長賞 
小川 泰正 

岩手県立遠野高等学校 １年生 

おいしいね！ 会話も味も 盛りだくさん！ 



 

賞 氏 名 学校(市町村)名・作品 

入賞 佐藤 煌多 

一関市立清田小学校 ６年 

学校の 授業でつくったお弁当 やっぱり母にはかな

わない 

入賞 阿部 ゆきの 
花巻市立太田小学校 ５年生 

ほかほかの 夢いっぱいの お弁当 

入賞 小笠原  綺音 
盛岡市立北松園小学校 ５年生 

お弁当 きらきらかがやく 母の味 

入賞 白藤  武宥 
盛岡市立北松園小学校 ６年生 

いただきます 感謝の気持ち 忘れずに 

入賞 石倉 ティナ 
洋野町立種市中学校 ３年生 

お弁当 開けたとたんに 笑顔咲く 

入賞 阿部 千尋 
遠野市立宮守小学校 １年生 

あか、きいろ、みどり、ぜんぶたべるよ ありがとう 

入賞 高橋 卓杜 
岩手県立水沢高等学校 １年生 

地産地消 弁当彩る 地域愛 

入賞 鈴木 こはる 
岩手県立水沢高等学校 ２年生 

母の味 繋いでいきたい 未来にも 

入賞 小原 文枝 
花巻市 

おいしいって 聞こえたよ からっぽのお弁当 

入賞 藤原 康陽 
花巻市 

「おいしい」の 笑顔も包む お弁当 

入賞 本田 純美 
岩手町立川口中学校 ３年生 

ふた開けて 元気がたくさん 詰まってる 

入賞 久保 響樹 
岩手町立川口中学校 ３年生 

お弁当 あけたとたんに かおる愛 

入賞 久慈 野々花 
雫石町立雫石小学校 ３年生 

ありがとう かんしゃをこめて いただきます 

入賞 三上 キク 
久慈市 

リクエスト バアバの弁当 孫・ひ孫 

入賞 湊 大耀 
山田町立織笠小学校 ４年生 

お弁当 元気をくれる みなもとだ 

入賞 山口 信悟 
山田町立織笠小学校 ４年生 

ありがとう 元気もらえる お弁当 

 

 


