
静岡県本部主催第7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 磐田市立磐田北小学校 4年 相馬　隆之介 男 みとめあうことから始めよう

静岡県教育長賞 磐田市立青城小学校 6年 大橋　弘誠 男 繋がる親切

「小さな親切」運動静岡県本部賞 長泉町立長泉小学校 2年 宮口　かほ 女 やさしいことば

金賞 伊豆の国市立長岡北小学校 6年 濵村　菜々子 女 地下鉄の優先席

金賞 静岡市立服織小学校 4年 福本　環 女 親切だと思っていたのに・・・

金賞 浜松市立伊佐見小学校 3年 水野　瑛仁 男 「小さな親切」はやさしさいっぱい

銀賞 湖西市立東小学校 1年 松井　琴音 女 ちいさなしんせつ

銀賞 掛川市立中小学校 6年 梶山　さくら 女 小さな親切とは・・・

銀賞 湖西市立東小学校 3年 鈴井　来琉 男 ありがとうってうれしいな

入選 磐田市立長野小学校 6年 大町　奈菜夏 女 まほうの言葉

入選 浜松市立都田南小学校 6年 岡本　颯一郎 男 ぼくと一年生

入選 磐田市立大藤小学校 5年 神原　和人 男 最期の気遣い

入選 焼津市立和田小学校 6年 杉山　愛彩 女 親切を考えてみた

入選 静岡市立清水船越小学校 3年 土田　隼悟 男 人をたすけることは大切

入選 浜松市立庄内小学校 4年 德増　藍 女 小さな命が教えてくれたこと

入選 藤枝市立大洲小学校 4年 中野　色季 男 世界との出会い

入選 浜松市立葵が丘小学校 6年 袴田　千陽 女 マンションのエレベーター

入選 焼津市立小川小学校 2年 宮路　杏 女 やさしいゆうびんやさん

入選 浜松市立伊佐見小学校 6年 山口　結生 男 思いやりの先の親切

入選 磐田市立東部小学校 2年 吉田　芽唯 女 すてきなしん切

入選 浜松市立佐鳴台小学校 6年 渡邉　晴子 女 人から人へ

静岡県知事賞 静岡県立中央特別支援学校　中学部 2年 川﨑　涼加 女 誰でも楽しく、わかりやすいように

静岡県教育長賞 静岡市立城内中学校 3年 海川　琴美 女 勇敢な翼

「小さな親切」運動静岡県本部賞 静岡県立浜松西高等学校　中等部 2年 宮本　恭太朗 男 親切でつながる世界

金賞 長泉町立長泉中学校 1年 鵜澤　柚季 女 親切な道具

金賞 静岡大学教育学部附属島田中学校 3年 久保田　夏央 男 僕を救った一言

金賞 富士市立吉原第一中学校 3年 渡邉　ひより 女 一度あっただけの人

銀賞 静岡市立安倍川中学校 3年 大谷　紗耶香 女 小さな勇気

銀賞 静岡大学教育学部附属島田中学校 1年 久保田　新菜 女 想いをつなぐ

銀賞 静岡市立安東中学校 1年 宮本　花凛 女 小さくてとても大きな親切

入選 静岡県立浜松西高等学校　中等部 1年 穴原　日葵 女 小さな親切から広がる笑顔

入選 磐田市立城山中学校 2年 伊藤　遥 男 バスで落とした親切心

入選 磐田市立城山中学校 3年 稲葉　翠蓮 女 外国人留学生からもらった「優しさ」

入選 掛川市立東中学校 1年 大石　真央 女 もうひとりのおじいちゃん

入選 静岡県立浜松西高等学校　中等部 2年 大竹　心春 女 親切と笑顔とありがとうと

入選 浜松市立湖東中学校 3年 大西　春奏 女 一瞬の勇気

入選 長泉町立長泉中学校 3年 尾畠　未来 女 思いよ、届け。

入選 磐田市立城山中学校 3年 九鬼　隆之介 男 必要なものは勇気？

入選 静岡大学教育学部附属静岡中学校 2年 齊藤　真那恵 女 小さな行いがもたらしてくれたこと

入選 富士市立田子浦中学校 3年 佐野　碧 男 最後の思い出

入選 富士宮市立富士宮第一中学校 2年 佐野　ニコラス 男 人間まだまだ捨てたもんじゃない

入選 静岡市立安東中学校 3年 滝口　彩奈 女 私にくれた大事な言葉

入選 静岡市立東豊田中学校 1年 中村　楓 女 ｢親切」とは

入選 学校法人星美学園静岡サレジオ中学校 1年 堀池　理子 女 私の沖縄旅行

入選 静岡市立安東中学校 2年 増田　夏実 女 小さな出会いも大きな一歩へ

入選 浜松市立湖東中学校 2年 村上　ことり 女 その一言で。

入選 静岡市立長田南中学校 1年 室伏　好誠 男 みんなとつながれた時

入選 静岡市立豊田中学校 2年 森田　結衣 女 店員さんが教えてくれたこと

入選 静岡県立浜松西高等学校　中等部 3年 山田　凜奈 女 「おはよう」

入選 掛川市立北中学校 2年 結城　来瞳 女 見えなくても

＜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（小学生12編、 中学生20編）

合計 　 50編                   
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