
第４２回「小さな親切」作文コンクール入賞・入選者 

入賞・入選者 130名 

応募総数 47,024編（小学生：12,251編/中学生：34,773編） 

 

主催：公益社団法人「小さな親切」運動本部 後援：内閣府 文部科学省 NHK 毎日新聞社 

協賛：カシオ計算機株式会社 株式会社サクラクレパス 

 

■内閣総理大臣賞 1 名 

「“Thank you”（ありがとう）」 大阪府 咲くやこの花中学校 2年 木下 渚 

 

■文部科学大臣賞 1 名 

「共に歩み種をまく」  徳島県 佐古小学校  5年 神野 秀太朗 

 

■「小さな親切」運動本部賞 2 名 

「初めての美容室」  奈良県 吉野北小学校  4年 大石 琴々奈 

「元気のお裾分け」  三重県 度会中学校  2年 田畑 真映 

 

■特別優秀賞 6 名 

【小学生の部 3 名】 

「心の中の人差し指」  千葉県 新松戸西小学校  4年 石山 美乃莉 

「みんなありがとう」  山口県 岩田小学校  1年 清弘 悠仁 

「集めよう！袋いっぱいの笑顔」 香川県 本町小学校  6年 福島 萌映 

【中学生の部 3 名】 

「あたりまえのこと」  長野県 女鳥羽中学校   3年 根津 万桜 

「遠い国の約束」  山口県 山口大学教育学部附属山口中学校 1年 小川 珠礼 

「祖父のためのミニコンサート」 香川県 琴平中学校   3年 森井 美月 

 

■優秀賞 20 名 

【小学生の部 10 名】 

 栃木県  栃木中央小学校  6年 新村 日奈子 

東京都  暁星小学校  6年 天羽 俊輔 

神奈川県 渋沢小学校  5年 横山 遥大 

静岡県  第一小学校  3年 鈴木 ふう香 
福井県  吉野小学校  2年 橋本 梨央奈 

福井県  三国南小学校  4年 吉川 翠 

山口県  三丘小学校  6年 鶴本 航平 

香川県  弦打小学校  4年 滝口 愛生 

福岡県  御幸小学校  4年 坂本 夷澄 

熊本県  鹿北小学校  3年 佐賀岡 佑也 

【中学生の部 10 名】 

千葉県  専修大学松戸中学校 1年 坪野 杏樹 

千葉県  小金南中学校  3年 中臺 有紀 

千葉県  七林中学校  3年 田中 利空 

福井県  武生第二中学校  1年 田中 秀明 

三重県  北中学校  2年 西野 友翔 

奈良県  北中学校  1年 吉原 明穂 

兵庫県  関西学院中学部  3年 三谷 陽夏 

鳥取県  福部未来学園中学校 2年 平田 璃乃 

熊本県  白川中学校  2年 福田 沙良 

宮崎県  檍中学校  1年 大石 陽菜 



 

■入選 100 名 

【小学生の部 50 名】 

北海道  上磯小学校   4年 沖津 眞太郎 

青森県  三本木小学校   4年 柴﨑 里桜 

秋田県  大湯小学校   5年 柳沢 杏美 

山形県  長井小学校   3年 渡部 真桜 

山形県  山形大学附属小学校  5年 髙橋 那奈 

福島県  玉井小学校   3年 菊田 楓満 

福島県  大山小学校   5年 菊田 実咲 

福島県  福島第三小学校   6年 遠藤 萌花 

群馬県  富岡小学校   1年 折茂 遼哉 

栃木県  小野寺南小学校   4年 鈴木 梨央 

栃木県  大平西小学校   5年 鶴見 悟利 

埼玉県  戸塚南小学校   2年 大熊 煌誠 

埼玉県  正善小学校   3年 天野 馨優 

東京都  東京学芸大学附属大泉小学校 6年 石野 美宙 

千葉県  萩原小学校   3年 辻 真優 

千葉県  豊畑小学校   4年 宇井 凜桜 

千葉県  御宿小学校   4年 米本 純奈 

千葉県  南部小学校   6年 片山 言葉 

千葉県  習志野台第二小学校  6年 内山 瑠菜 

岐阜県  静里小学校   3年 神村 咲凪 

長野県  才教学園小学校   2年 中島 麟香 

長野県  長地小学校   4年 小原 銀之介 

長野県  穂高西小学校   5年 高野 美緒 

静岡県  新通小学校   5年 見城 紅羽 

静岡県  長田東小学校   5年 室伏 好誠 

静岡県  静岡サレジオ小学校  6年 木戸 愛介 

福井県  社南小学校   6年 長谷川 星斗 

京都府  京都教育大学附属京都小中学校 3年 鈴木 文華 

奈良県  桜ヶ丘小学校   6年 西山 心音 

兵庫県  愛徳学園小学校   2年 新井 咲音 

島根県  乃木小学校   5年 髙木 健太 

広島県  大津野小学校   1年 北村 健人 

山口県  八代小学校   1年 増山 宗哉 

山口県  室積小学校   5年 小川 拳 

山口県  束荷小学校   6年 宗弘 夕奈 

香川県  勝間小学校   1年 細山 友之輔 

香川県  豊田小学校   3年 梅本 大雅 

香川県  中央小学校   4年 平野 雄大 

徳島県  徳島文理小学校   3年 原 尚寛 

徳島県  大松小学校   5年 伊沢 信人 

福岡県  大里柳小学校   3年 本田 晴記 

福岡県  皿倉小学校   3年 岩本 夏輝 

福岡県  行橋小学校   3年 遠藤 春花 

熊本県  八幡小学校   2年 池部 いろは 

大分県  東小学校   3年 杉浦 優我 

鹿児島県 田上小学校   1年 東 丈慈 

鹿児島県 神村学園初等部   2年 福留 蒼人 

鹿児島県 鹿児島大学教育学部附属小学校 3年 川上 悠来 

鹿児島県 漆小学校   3年 小長野 真一 

ベルギー ブラッセル日本人学校小学部 3年 八田 瑞月 

 

 



 

【中学生の部 50 名】 

 青森県  三本木高等学校附属中学校  1年 櫻田 莉子 

岩手県  北陵中学校   3年 福嶋 花菜 

山形県  第四中学校   2年 渡邊 和美 

山形県  第四中学校   2年 地主 修平 

山形県  高畠中学校   2年 青野 心咲 

群馬県  北中学校   1年 萩原 奈々 

栃木県  城東中学校   2年 直井 麗二 

茨城県  下館南中学校   3年 髙﨑 友萌 

埼玉県  常盤中学校   1年 岩﨑 千奈 

東京都  鑓水中学校   1年 石橋 琴乃 

東京都  第九中学校   2年 井口 紗来 

東京都  大森第六中学校   3年 渡辺 凜栞 

千葉県  御宿中学校   3年 樋口 優未 

神奈川県 洗足学園中学校   3年 内田 優希 

岐阜県  西陵中学校   2年 戸松 あこ 

長野県  三郷中学校   1年 降旗 来夢 

静岡県  田子浦中学校   1年 佐野 碧 

静岡県  富士宮第一中学校  3年 佐々木 日菜 

福井県  武生第一中学校   3年 林 柚珠 

京都府  洛南高等学校附属中学校  1年 葛城 龍弘 

京都府  京都女子中学校   3年 河井 瑚子 

奈良県  真美ヶ丘中学校   1年 池添 希 

奈良県  生駒中学校   3年 眞 沙也加 

奈良県  桜井西中学校   3年 平木 幸々乃 

鳥取県  河原中学校   1年 谷口 諒 

鳥取県  加茂中学校   3年 戸田 竣也 

岡山県  郷内中学校   1年 吉浦 大翔 

広島県  阿賀中学校   2年 吉高 穂乃香 

広島県  盈進中学校   3年 北原 匠 

山口県  由宇中学校   1年 山村 幸帆 

山口県  小野中学校   2年 武村 愛彩 

香川県  香川大学教育学部附属高松中学校 1年 武井 素希 

香川県  中部中学校   1年 堀川 諒真 

香川県  三豊中学校   1年 森 史統 

香川県  香東中学校   3年 高橋 佑弥 

徳島県  徳島文理中学校   3年 近藤 晴香 

愛媛県  湯山中学校   3年 山口 望来 

福岡県  高須中学校   1年 飛松 香美 

福岡県  照葉中学校   2年 孫 丹晨 

福岡県  百道中学校   2年 田中 彩水香 

福岡県  福岡教育大学附属小倉中学校 3年 高山 乃綾 

佐賀県  致遠館中学校   2年 香月 美羽 

佐賀県  金泉中学校   3年 西 凌汰 

熊本県  二岡中学校   2年 川端 珠鈴 

大分県  山香中学校   2年 岳尾 宗明 

宮崎県  五十市中学校   1年 大迫 琴海 

宮崎県  生目台中学校   3年 吉永 茉利香 

鹿児島県 鹿児島大学教育学部附属中学校 1年 田野 優月 

イタリア ミラノ日本人学校中学部  2年 芳賀 涼大 

イギリス ロンドン日本人学校中学部 3年 伊原 由佳 

 

※氏名の旧字体・異字体については一部常用漢字で表記しています。ご了承ください。 


