
最優秀賞

「市の花 サクラ」

上大津東小学校 ３年

山口 栞那

「市の花 サクラ」

神立小学校 ６年

草間 輝子

「市の花 サクラ」

土浦第三中学校 ８年

角田 胡羽



優秀賞

土浦小学校 １年 柴沼 風妃 下高津小学校 １年 岩田 明香里 荒川沖小学校 1年 萩野 彩音

荒川沖小学校 １年 杉山 穂花 下高津小学校 2年 仁平 安南 中村小学校 2年 岡田 侑依

土浦第二小学校 3年 新井 葉月 乙戸小学校 3年 吉田 歩夢 土浦小学校 4年 池 彩羽

土浦第二小学校 4年 栗原 咲衣 神立小学校 4年 浦部 太壱 土浦小学校 5年 三浦 舞奈美

都和南小学校 5年 関 杏凪 乙戸小学校 5年 堀内 紫帆 土浦小学校 6年 古明地 恵弥



土浦第三中学校 7年 岡田 真衣 土浦第三中学校 8年 山田 優愛 土浦第三中学校 8年 原田 千里

土浦第六中学校 9年 青山 美咲 都和南小学校 2年 細野 岳 乙戸小学校 2年 武井 優理

土浦小学校 4年 小島 優香 荒川沖小学校 5年 大洲 日和 土浦小学校 6年 萩原 麻菜乃

下高津小学校 6年 武田 稀央来 土浦第二中学校 7年 後藤 優月 土浦第三中学校 7年 塩入 妃南乃



優良賞

土浦小学校 1年 境 七星 土浦第二小学校 １年 柴山 琥珀 神立小学校 1年 大熊 麗

都和南小学校 1年 鈴木 琉璃 土浦小学校 2年 奥谷 ひなた 土浦小学校 2年 大友 光我

東小学校 2年 佐藤 衣緒 真鍋小学校 3年 奥田 彩心 荒川沖小学校 3年 萩野 瑞季

土浦第二小学校 3年 稲邊 官正 上大津東小学校 3年 沼田 敦史 神立小学校 3年 草間 馨子

下高津小学校 4年 進 陽妃 真鍋小学校 4年 高野 遙 真鍋小学校 4年 新堀 碧海



都和小学校 4年 北原 大暉 土浦第二小学校 4年 市田 藍梨 下高津小学校 5年 磯部 圭吾

下高津小学校 5年 中田 周太朗 土浦第二小学校 5年 金本 和花 上大津東小学校 5年 飯村 咲良

真鍋小学校 6年 金田 詩那 中村小学校 6年 岡井 穂香 上大津東小学校 6年 吉村 悠椛

土浦第一中学校 7年 小崎 優香 土浦第一中学校 7年 宮﨑 由伊 土浦第三中学校 7年 サンチャゴヘルシーリエル

土浦第一中学校 8 年 三浦 竜之介 土浦第二中学校 8年 福田 晴琉 土浦第四中学校 8年 古味 陽向



土浦第五中学校 8 年 大久保 杏莉 土浦第二中学校 9年 岡田 沙也加 土浦第六中学校 9年 福田 花夏

土浦第六中学校 9年 藤盛 結維 都和小学校 1年 貝瀬 瑛美 土浦小学校 2年 箱根 楓

荒川沖小学校 2年 中村 亮介 下高津小学校 3年 長谷川 美雨 真鍋小学校 3年 武井 綾音

大岩田小学校 5年 松原 伊織 新治学園義務教育学校 5年 岡田 真奈 大岩田小学校 6年 黒須 陽向



土浦第二小学校 6年 石川 優理菜 菅谷小学校 6年 荒井 陽斗 土浦第三中学校 7年 小室 正之

土浦第五中学校 7年 大久保 俊介 土浦第五中学校 7年 宮本 すず 土浦第三中学校 8年 中村 青葉

土浦第五中学校 8年 渡辺 ミカ 土浦第五中学校 8年 船田 武蔵 土浦第一中学校 9年 鈴木 宏峻

土浦第四中学校 9年 仲田 皐生



自然に対する市民意識の向上と潤いのある住みよいまちづくりを推進するため，市制施行 45周年を記念して制定されました。

＜市の木 ポプラ・ケヤキ＞

ポプラは生育が早い，落葉高木で，霞ヶ浦湖畔にす

らりと伸びて，水辺に映している樹影は「水と緑」の

市のイメージに適しています。ケヤキは市内に広く分

布し，無限の発展を思わせます。

＜市の花 サクラ＞

市内にはいろいろな品種のサクラが見られ，桜川，新川をはじめ亀城公園や乙

戸沼公園などサクラの名所も多く，また，県の天然記念物に指定されている真

鍋小学校のサクラは，明治４０年に植栽され今なお美しい花を咲かせています。

このように，サクラは古くから市民に愛され，親しまれ，市と歴史的にも深いかか

わりをもっています。

＜市の鳥 ヨシキリ・ウグイス＞

ヨシキリは霞ヶ浦周辺のアシ原など渡ってくる夏鳥で，その鳴

き声は湖面に響きわたり，初夏の水郷情緒を盛り上げていま

す。

ウグイスは市内全域に生息し，緑豊かな自然を表していま

す。

1. たがいに信じ 助けあう あたたかいこころを そだてましょう

1. からだをきたえ 仕事にはげみ あかるい家庭を きずきましょう

1. 自然を愛し 水とみどりのきれいなまちを つくりましょう

1. 知性を高め 教養をつちかい 文化のみのりを ひろげましょう

1. 伝統をふまえ 未来をみつめる 若い力を のばしましょう

市民憲章（昭和 50 年 12 月 23 日制定）・市章（昭和 17 年 6 月 8 日制定）

土 浦 市 民 憲 章

本市では，明るく住みよいさわやかなまちづくりを進めるため，「土浦市民憲章」を制定し，

「まちづくり市民会議」および「地区市民委員会」を中心に，市民自らの手による地域づく

り活動を展開しています。

特に，各中学校に設置されている地区公民館を拠点として，「地区市民委員会」によるさま

ざまな地域づくり活動が実践されています。

ケヤキポプラ

サクラ

ウグイスヨシキリ


