
静岡県本部主催第5回「小さな親切」作文コンクール入賞・入選者一覧表

賞 学校名 学年 名前 性別 題　　名

静岡県知事賞 掛川市立第一小学校 3年 鈴木 ふう香 女 小さな親切一回目

静岡県教育長賞 浜松市立豊岡小学校 3年 野沢 明生 男 かっこよかったお姉さん

「小さな親切」運動静岡県本部賞 静岡市立長田東小学校 5年 室伏 好誠 男 一歩ふみ出せた時

金賞 静岡市立田町小学校 5年 石津 はる 女 お母さんの笑顔

金賞 静岡市立田町小学校 5年 大石 胡花 女 教室の中はポジティブいっぱい

金賞 学校法人星美学園静岡サレジオ小学校 6年 木戸 愛介 男 祖母がこの世を去っても

銀賞 静岡市立田町小学校 6年 青野 小春 女 みんなの親切

銀賞 静岡市立新通小学校 5年 見城 紅羽 女 車いすから幸せの輪を広げよう！！

銀賞 富士市立富士第一小学校 5年 望月 瑠七 女 ありがとうの花

入選 浜松市立広沢小学校 5年 相曾 羽織 女 あと少しの勇気があれば

入選 浜松市立有玉小学校 5年 菊池 優利菜 女 勇気

入選 焼津市立小川小学校 6年 斎藤 颯太 男 必要としている人へ

入選 袋井市立袋井南小学校 5年 坂本 恋音 女 小さな親切見つけた

入選 磐田市立竜洋北小学校 2年 田中 香琳 女 ヘアドネーションをしたよ

入選 浜松市立伊佐見小学校 6年 古𣘺 美優 女 夏休みのバスで

入選 静岡市立田町小学校 5年 増田 優花 女 親切っていいね

入選 島田市立島田第一小学校 4年 松山 湊 男 ぼくのカギ

入選 静岡市立長田東小学校 2年 室伏 大我 男 ぼくもなりたいな

入選 学校法人星美学園静岡サレジオ小学校 3年 望月 直輝 男 小さくない

静岡県知事賞 富士宮市立富士宮第一中学校 3年 佐々木 日菜 女 魔法

静岡県教育長賞 浜松市立雄踏中学校 3年 平田 栞菜 女 「いないいないばあ」で世界は繋がる

「小さな親切」運動静岡県本部賞 静岡市立安東中学校 1年 九野 愛生 女 親切で人を笑顔に

金賞 富士市立田子浦中学校 1年 佐野 碧 男 次は

金賞 静岡県立浜松西高等学校中等部 3年 鈴木 彩里 女 応援

金賞 学校法人星美学園静岡サレジオ中学校 1年 星野 杏奈 女 ホストファミリーと過ごした誕生日

銀賞 静岡市立高松中学校 3年 鈴木 万絢 女 行動するために

銀賞 浜松市立八幡中学校 3年 高見 紗枝 女 母の意味のある行動

銀賞 富士宮市立北山中学校 1年 深澤 美加 女 私のうけた「小さな親切」

入選 静岡市立清水第七中学校 1年 見機 羅良 女 人を好きであること

入選 静岡市立城内中学校 3年 土屋 愛 女 日本のマナー

入選 静岡市立安東中学校 1年 山岡 千紗 女 親切への問い

入選 富士宮市立富士宮第一中学校 3年 前林 茉奈花 女 親切

入選 静岡大学教育学部附属島田中学校 1年 北村 一葉 女 いちゃりばちょーでー

入選 富士市立田子浦中学校 1年 漆畑 凪紗 女 私のうけた小さな親切

入選 静岡市立安東中学校 3年 馬渕 花奈 女 親切の木

入選 袋井市立浅羽中学校 3年 鈴木 栞奈 女 通じない相手

入選 静岡市立大里中学校 3年 戸塚 雅喜 男 落ちていた贈り物

入選 伊豆市立修善寺中学校 2年 藤井 尊 男 小さな親切

入選 静岡市立豊田中学校 3年 鈴木 来実 女 「伝えよう」で乗り越える壁

入選 浜松市立清竜中学校 2年 加藤 優音 男 給食当番の僕を支えたありがとう

入選 御殿場市立高根中学校 2年 早野 凪音 女 先輩の優しさ

入選 富士市立大淵中学校 2年 上杉 朋花 女 まだまだ

入選 富士宮市立富士宮第一中学校 2年 森 心春 女 ホームスティ

入選 静岡市立清水第七中学校 3年 滝田 七彩 女 車イス

入選 静岡市立豊田中学校 2年 風岡 萌音 女 これからの日本に思うこと

入選 静岡市立城内中学校 2年 石川 あんず 女 親切ってなんだろう

入選 静岡市立大里中学校 2年 佐野 星 女 気づかないけど大切な事

入選 静岡県西遠女子学園中学校 3年 近藤 はづき 女 私の出来なかった親切

入選 長泉町立長泉中学校 2年 坂本 野花 女 私がもらった親切

入選 静岡県立浜松西高等学校中等部 3年 堀田 早希 女 もう一人の自分が見てる
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【入賞・入選内訳】

・静岡県知事賞 …… 2編（小学生 1 編、中学生 1 編）

・静岡県教育長賞 …… 2編（小学生 1 編、中学生 1 編）
・「小さな親切」運動静岡県本部賞 …… 2編（小学生 1 編、中学生 1 編）

・金賞 …… 6編（小学生 3 編、中学生 3 編）
・銀賞 …… 6編（小学生 3 編、中学生 3 編）
・入選 …… 32編(小学校10編、中学校22 編）

合計 50編

【ご参考】

第5回「小さな親切」作文コンクールは、県内の小学生、
中学生の多くの皆さまからご応募いただきました。

応募校数 応募総数 提出数
小 学 校 97 1,574 313
中 学 校 94 4,760 974
合　計 191 6,334 1,287


