
静岡県本部主催第6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 富士市立青葉台小学校 2年 沖島　美櫻 女 ドキドキワクワク

静岡県教育長賞 磐田市立磐田北小学校 3年 相馬　隆之介 男 一人より二人

「小さな親切」運動静岡県本部賞 浜松市立入野小学校 5年 氏原　琉偉 男 小さな元気

金賞 袋井市立高南小学校 4年 遠藤　詩 女 小さな親切

金賞 静岡市立長田東小学校 6年 室伏　好誠 男 弟に気づかされたこと

金賞 浜松市立佐鳴台小学校 1年 山崎　蘭 女 わたしにもできたよ

銀賞 富士宮市立北山小学校 5年 植松　歩太 男 笑顔になってもらえる事

銀賞 静岡市立清水入江小学校 3年 髙田　莉彩 女 自分ではないだれかのために

銀賞 浜松市立新原小学校 5年 松野　叶依 女 ピンクの心、はい色の心

入選 富士宮市立北山小学校 6年 石川　安梨 女 小さな親切～母の声かけ～

入選 富士市立富士南小学校 1年 影山　泉 女 あしのけがでたすけてもらったこと

入選 浜松市立有玉小学校 3年 菊池　藍衣利 女 止まってあげたい

入選 浜松市立有玉小学校 6年 菊池　優利菜 女 言葉にこめられた思い

入選 浜松市立上島小学校 4年 坂口　智彦 男 ぼくの「ありがとう」

入選 浜松市立双葉小学校 2年 高木　凰雅 男 さいごの一ページ

入選 長泉町立長泉小学校 5年 永田　るり 女 言葉の力

入選 静岡市立伝馬町小学校 4年 中司　杏実 女 あったかい人いっぱい鷹匠一丁目

入選 学校法人星美学園静岡サレジオ小学校 5年 古川　知恵帆 女 小さな親切は世界を変える

入選 富士市立富士第一小学校 6年 望月　瑠七 女 ハチドリの心

入選 袋井市立浅羽北小学校 6年 矢後　成海 女 リベンジ

入選 御前崎市立浜岡北小学校 6年 渡邊　真那 女 おりてよかった

静岡県知事賞 静岡市立藁科中学校 2年 大棟　真衣 女 電車での出来事

静岡県教育長賞 静岡市立高松中学校 3年 村松　俊輔 男 小さな親切

「小さな親切」運動静岡県本部賞 長泉町立長泉中学校 2年 吉﨑　陽紀 男 誰もが生きやすい世の中へ

金賞 静岡市立東豊田中学校 2年 植田　晴名 女 ゴミのない道路

金賞 静岡市立安東中学校 3年 岡村　蒼真 男 親切～あなたがいてくれてよかった～

金賞 静岡市立安東中学校 1年 吉田　成美 女 幸せの輪

銀賞 静岡市立南中学校 3年 上倉　華倫 女 本当の親切

銀賞 常葉大学附属菊川中学校 2年 佐藤　大翔 男 曽祖母からの小さな親切

銀賞 浜松市立西部中学校 3年 野崎　径嗣 男 小さな小さなプレゼント

入選 浜松市立北部中学校 1年 浅田　優介 男 僕ができなかった親切

入選 静岡県立浜松西高等学校中等部 3年 安藤　優 女 ある店での出来事

入選 静岡市立大里中学校 1年 池西　亜佑美 女 車いすのおじさん

入選 静岡市立観山中学校 2年 入江　蛍 女 つながる親切

入選 長泉町立長泉中学校 2年 大羽　綾香 女 相手へ、そして未来へ

入選 磐田市立豊田中学校 3年 大橋　咲来 女 親切のおかげ

入選 富士宮市立北山中学校 3年 勝亦　理紗 女 たった一つで

入選 富士宮市立富士宮第一中学校 3年 川口　美羽 女 伝統と親切

入選 静岡市立高松中学校 3年 菊田　千夏 女 理想と現実

入選 静岡市立安倍川中学校 3年 齋藤　咲李 女 親切で笑顔

入選 長泉町立長泉中学校 2年 阪口　凛 女 地域の人達のために

入選 磐田市立城山中学校 2年 曽根　未悠 女 これからの自分

入選 静岡市立清水第二中学校 1年 堀　航太朗 男 親切が親切を生む

入選 静岡市立安東中学校 1年 増田　夏実 女 たった一つの靴が私を変えた

入選 静岡大学教育学部附属浜松中学校 2年 壬生　久葵 女 私が出会ったラッパーお兄さん

入選 静岡市立東豊田中学校 2年 望月　愛莉 女 私を救ってくれた親切

入選 静岡市立豊田中学校 1年 森田　結衣 女 親切は宝物。宝物は笑顔。

入選 浜松市立富塚中学校 2年 谷口　朔崇 男 僕を救ってくれたもの「笑顔」

入選 学校法人星美学園静岡サレジオ中学校 1年 山本　乃亜 女 心の奥にある本当の優しさ

入選 富士市立大淵中学校 2年 山本　帆ノ果 女 小さなことでも
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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12編、中学校20 編）

合計 50編

【ご参考】

第6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。


