
作品番号 作品タイトル 名前・ペンネーム 活動地域

福島県知事賞 329 目玉焼きとフルーツで始まるボクの一日 畑中　魁翔 福島市

きになる⇆
ひょうげん賞

326
327

ロールシャッハ！？
みんなでロールシャッハ！？

アスペルNO.28 喜多方市

審査員賞
（日比野克彦賞）

391 発砲 小麦粉
大沼郡
会津美里

審査員賞
（川延安直賞）

116 ドライブ時間のいろ 武藤　真悠 郡山市

審査員賞
（川内有緒賞）

104 天水ちゃんも　私大好き 天水　みちえ 喜多方市

審査員賞
（岡部兼芳賞）

100 ぐるぐるです。 丸山　元気 福島市

作品番号 作品タイトル 名前・ペンネーム 活動地域
特選 3 TIGER COLAR SO 会津若松市
特選 43 ぼくのすきなけしき 樋口　惺哉 郡山市
特選 71 広がる zuoruren 三春町
特選 90 もういいかげん終わって ナオン草彅 会津若松市

特選 206
ぼくのあたまのなかのせかい
（ロボット、トラック、おうち、デンシ
レンジ、ひと、バズーカ赤）

長利　浩幸 西会津町

特選 225 ちょうだい 角　純子 郡山市
特選 240 ないぞう 高宮　尚美 郡山市
特選 241 堀田民報　和男民友 堀田　和男 郡山市
特選 254 がんばってかきました 大友　知義 郡山市
特選 315 まなのスケッチえほん3 栗林　眞奈 玉川村
特選 317 戦闘機 穂積　碧 玉川村
特選 330 若葉の季節がのぞいてる 岡崎　莉乃愛 福島市
特選 346 ブロッコリー 平野　義朋 猪苗代町
特選 396 ぽっかり 鶴水　亜里沙 新潟県
特選 416 トラック 生田目　幸作 石川町
特選 449 じゃんがら 蒲生　卓也 いわき市
特選 475 まぼろしのきのこ 佐藤　秀樹 会津若松市
特選 503 アジサイ 鶴水　亜里沙 新潟県

作品番号 作品タイトル 名前・ペンネーム 活動地域
入選 1 ギター曲5点（5テーマ） 午前中 福島市
入選 4 フェニックス SO 会津若松市
入選 6 ガゼル 鳩原　匡 新地町
入選 10 藤原　景清 佐藤　敏朗 相馬市
入選 11 どくだみ 櫻林　健志 いわき市
入選 12 雑草 櫻林　健志 いわき市
入選 18 けむし花瓶の親子と僕 未来野　ひかる いわき市
入選 21 ハチドリの一滴 佐々木　トク子 猪苗代町
入選 22 窮困からの挑戦 芳賀　大将 矢吹町
入選 24 魂の精霊 芳賀　大将 矢吹町
入選 26 いとしのポニー 柳沼　信也 郡山市

第6回 福島県障がい者芸術作品展「きになる⇆ひょうげん2022」入選者一覧



作品番号 作品タイトル 名前・ペンネーム 活動地域
入選 27 宇宙創成 柳沼　信也 郡山市
入選 29 満月の夜 松本　秀勝 福島市
入選 31 滝 酒井快☆ 会津美里町
入選 36 みんなでお風呂！！ とっくん 新地町
入選 39 ちえちゃんとねこ ゆうきとちえ 新地町
入選 44 ぼくがすきなおみせ 樋口　惺哉 郡山市
入選 63 わたしのイチオシ！！ 横山　和子 会津若松市
入選 67 ぞうさんギター 幡月 福島市
入選 68 ドラムの演奏会 幡月 福島市
入選 69 くだものパラダイス 幡月 福島市
入選 70 ぽちゃん zuoruren 三春町
入選 72 161コ zuoruren 三春町
入選 74 シャインマスカット 青山　颯 いわき市
入選 75 ひげのおじさん 青山　颯 いわき市
入選 78 ねずみ ポチ いわき市
入選 81 3Dスカル 伊豆田　雅礼 郡山市
入選 83 息子から父への贈り物 近内　沖尋 郡山市
入選 89 コンサートプログラム ナオン草彅 会津若松市

入選 92
はたらくのりものたち2022
～バンとトラクターとうんぱんしゃ
（JRA）

よういちろう 南会津町

入選 96 人参 じゃがいも 松田　匡慈 会津若松市
入選 97 ふじ山パズル 松田　匡慈 会津若松市
入選 99 夢のかたまり 荒木　聖 福島市
入選 103 国道121号線は、もや　いっぱい KO☆ 塙町
入選 108 海 山本　愛美 福島市
入選 120 地球 小船井　晴彦 南相馬市
入選 168 とぶぞ！！ 大和田　宗位 田村市
入選 175 とけい　だいすき 吉成　龍之介 郡山市
入選 181 でんしゃ 鈴木　愛翔 郡山市
入選 205 松茸 奥川　宗斗 須賀川市
入選 209 白・黄・赤・青・緑・黒の中から私の色 西会津町授産場 西会津町
入選 220 ラブレター 大友　学 猪苗代町
入選 231 おぎん 助川　晴栄 郡山市
入選 232 おてがみ 青木　玲子 郡山市
入選 236 車いすアート～タイヤフラワー～ 森　陽香 郡山市
入選 237 車いすアート～タイヤフラワー～動画編 森　陽香 郡山市
入選 251 どんな秋？PORTO新聞10月号 PORTO新聞 郡山市
入選 252 自分の心の中のあくま　パート① 大友　知義 郡山市
入選 253 自分の心の中のあくま　パート②のその心の中 大友　知義 郡山市
入選 259 命とは、色とは。 あい 郡山市
入選 269 可愛い世界 光本　あい 郡山市
入選 271 しまうま ルフィ 郡山市
入選 272 3人とぬいぐるみ 熊倉　都美 郡山市
入選 288 すすむつばさ 菅野　隼 いわき市
入選 290 立鉾踏切 佐々木　雄生 いわき市
入選 291 のうみそ 伊藤　乎大朗 郡山市
入選 296 オムレツとレタス 佐藤　翔 福島市
入選 299 私の道 S 棚倉町
入選 301 ひまわり 伊藤　篤史 いわき市



作品番号 作品タイトル 名前・ペンネーム 活動地域
入選 302 無題 渡部　良一 いわき市
入選 309 宇宙旅行 鈴木　健斗 玉川村
入選 313 しんごう 赤石　優斗 玉川村
入選 316 タンクローリー 渡邉　智也 玉川村
入選 323 かくれた猫 中島　優太 福島市
入選 331 青コーンたちのおしゃべり 金野　有希 福島市
入選 343 ポイズン バグズ 加藤　奎太 猪苗代町
入選 350 シャーロックホームズとワトソンの 福原　光志郎 猪苗代町
入選 357 ティーレックス 半沢　悟己 伊達市
入選 358 たこ 相楽　拓音 伊達市
入選 359 花 根本　結理 小野町
入選 361 あお、あか、みどり、きいろ YOSHITAKA 郡山市
入選 362 ぼくの自由帳 YOSHITAKA 郡山市
入選 363 青い　いなづま 五十嵐　幸希 いわき市
入選 365 なつ の うみ と あかい さかな 井坂　愛弥 いわき市
入選 367 とんぼ 赤川　来美 いわき市
入選 373 My favorite fruit 芳賀　夏妃 いわき市
入選 380 ダイナソーが来た！ 佐藤　将希 いわき市
入選 381 東京スカイツリー 佐藤　将希 いわき市
入選 383 これ何でしょう？ ムール姫 会津美里町
入選 390 未来のマグマ　キャンピングカー 小麦粉 会津美里町
入選 393 未来の動物園 片思い 会津美里町
入選 397 ひまわり 橋本　義仁 須賀川市
入選 399 お人形 浜尾　大一 須賀川市
入選 405 すもう 高野　想大 須賀川市
入選 406 絵ろうそく こころデイケア 会津若松市
入選 410 ぼくの時間 川名　晃弘 本宮市
入選 417 めがね 生田目　幸作 石川町
入選 420 ひさし 佐藤　久 石川町
入選 423 ギャル　リリッチャン 中島　玲仁 会津若松市
入選 430 歌 伊藤　英里沙 二本松市
入選 440 にじ電車 草野　凌緒 郡山市
入選 445 ～serlesofremeke～ 小川　凌空 郡山市
入選 447 ねこ・ねこ JIN いわき市
入選 450 ボンド 蒲生　卓也 いわき市
入選 457 授業中に描いたボクのマンガ 鈴木　晴翔 西会津町
入選 459 ハリガネ いちか☆ 猪苗代町
入選 460 イチカイズム いちか☆ 猪苗代町
入選 461 山の向こう 八巻　光 伊達市
入選 462 ブラキオサウルス 佐藤　柊也 猪苗代町
入選 463 波 千代　嵩太郎 会津若松市
入選 466 僕のみち 長谷川　瑞生 会津若松市
入選 483 遠足の思い出「カワウソ」 穴澤　愛生 会津若松市
入選 484 遠足の思い出「カワセミ」 遠藤　陽愛 会津若松市
入選 485 遠足の思い出「ザリガニ」 佐藤　圭 会津若松市
入選 504 集落 木須　弘 伊達市
入選 505 夕日に乱雲 木須　弘 伊達市
入選 506 花畑 木須　弘 伊達市


