
第４３回「小さな親切」作文コンクール入賞・入選者一覧 

入賞・入選者 129名 

応募総数 46,323編（小学生：11,395編/中学生：34,928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 

 

■内閣総理大臣賞 1 名 

奇  跡   徳島県 加茂名南小学校   5年 田渕 伶愛菜 

■文部科学大臣賞 1 名 

勇気のタオル  島根県 島根大学教育学部附属中学校 3年 岩見 涼 

 

■「小さな親切」運動本部賞 2 名 

あこがれていたおにいちゃん 鹿児島県 漆小学校   2年 川島 航旗 

親切のバトン  福岡県 福岡教育大学附属小倉中学校 3年 櫻井 つぐみ 

 

■特別優秀賞 6 名 

【小学生の部 3 名】 

背中の言葉   千葉県 新松戸西小学校  5年 石山 美乃莉 

小さな元気   静岡県 入野小学校  5年 氏原 琉偉 

残っているたい焼きの重み 香川県 東部小学校  5年 佐藤 紀代 

 

【中学生の部 3 名】 

親切をする側も、される側も 東京都 桜美林中学校  3年 山本 彩佳 

毎日が「はじめまして」 香川県 西中学校  2年 庄野 海和 

心の弓   佐賀県 致遠館中学校  2年 横田 心海 

 

■優秀賞 19 名 

【小学生の部 10 名】 

群馬県 高瀬小学校    3年 松倉 昊生 

栃木県 寺尾小学校    3年 小林 大馳 

埼玉県 大谷場東小学校    2年 和田 崇志 

東京都 暁星小学校    6年 工藤 維斗 

千葉県 法典小学校    6年 佐藤 陽葵 

静岡県 富士第一小学校    6年 望月 瑠七 

福井県 神山小学校    2年 山腰 惟斗 

京都府 京都教育大学附属京都小中学校 初等部  4年 鈴木 文華 

山口県 久保小学校    3年 武智 春香 

鹿児島県 鹿児島大学教育学部附属小学校  2年 石原 佳歩 

【中学生の部 9 名】 

青森県 むつ中学校    2年 石谷 檜葉 

岩手県 一関第一高等学校附属中学校  2年 阿部 千咲 

山形県 第六中学校    2年 土屋 花音 

静岡県 藁科中学校    2年 大棟 真衣 

福井県 丸岡中学校    1年 中山 結月 

山口県 由宇中学校    1年 竹本 圭佑 

山口県 川上中学校    2年 藤本 美南 

福岡県 屏水中学校    3年 木下 舞桜 

宮崎県 広瀬中学校    1年 黒木 陽奈子 

 

 



■入選 100 名 

【小学生の部 50 名】 

青森県 向小学校    2年 三浦 琉聖 

山形県 蔵王第一小学校    2年 漆山 蓮 

山形県 長井小学校    6年 川村 理未 

山形県 高畠小学校    6年 黒田 さくら 

福島県 大山小学校    6年 菊田 実咲 

栃木県 吹上小学校    4年 大田和 玲来 

栃木県 藤岡小学校    5年 須藤 星成 

埼玉県 戸塚南小学校    3年 沖中 二葉 

東京都 昭和小学校    4年 飯塚 荘太 

東京都 牛込仲之小学校    6年 菊池 建 

千葉県 法典東小学校    3年 松本 夏帆 

千葉県 西部小学校    3年 渡部 凜音 

千葉県 共和小学校    4年 小川 陽葵 

千葉県 御宿小学校    6年 永瀨 麻亜 

長野県 川中島小学校    6年 髙橋 一愛 

長野県 米沢小学校    6年 樋口 葵衣 

静岡県 青葉台小学校    2年 沖島 美櫻 

静岡県 清水入江小学校    3年 髙田 莉彩 

静岡県 磐田北小学校    3年 相馬 隆之介 

福井県 神明小学校    5年 杉本 鴻喜 

福井県 高椋小学校    6年 坪田 萩圭 

奈良県 高田小学校    1年 小畑 茉奈美 

奈良県 生駒小学校    4年 川崎 愛花里 

岡山県 赤崎小学校    5年 大西 立空 

広島県 霞小学校    4年 宮川 真奈 

山口県 神東小学校    2年 西村 仁里 

山口県 柳井小学校    3年 山元 俊 

山口県 岩田小学校    3年 岩神 咲哉 

山口県 高水小学校    5年 荒川 智宏 

山口県 由宇小学校    6年 齊藤 虹心 

香川県 高室小学校    1年 真鍋 光 

香川県 古高松南小学校    3年 上野 杏樹 

香川県 金山小学校    4年 大谷 紗也 

香川県 仁尾小学校    4年 藤田 柚葉 

香川県 仏生山小学校    6年 坂賀 憩 

徳島県 沖洲小学校    2年 近藤 画十 

徳島県 津田小学校    6年 林 創太 

徳島県 徳島文理小学校    6年 近藤 麻友 

福岡県 西南学院小学校    1年 佐藤 仁奏 

福岡県 熊西小学校    2年 上島 結雫 

福岡県 行橋小学校    2年 前田 花音 

福岡県 大里柳小学校    4年 田中 愛亜 

福岡県 長門石小学校    5年 山手 春翔 

熊本県 八幡小学校    2年 鹿子木 蒼太 

熊本県 本渡南小学校    5年 岩永 和夏 

大分県 大内小学校    5年 大森 海斗 

鹿児島県 池田学園池田小学校   1年 宮元 詩乃 

鹿児島県 桜丘西小学校    3年 森薗 滉也 

アメリカ 中部テネシー日本語補習校 小学部 3年 袴田 明日香 

イギリス ロンドン日本人学校 小学部  6年 犬塚 万尋 

 



【中学生の部 50 名】 

北海道 屯田北中学校    2年 小山 ひかる 

北海道 深堀中学校    2年 川口 舜 

青森県 古川中学校    2年 村田 玄季 

山形県 第四中学校    1年 伊藤 夢真 

群馬県 南中学校    2年 岡田 歩未 

栃木県 栃木西中学校    1年 新村 成奈子 

埼玉県 白幡中学校    2年 高根沢 莉子 

東京都 学習院女子中等科   2年 金子 瑛美 

東京都 鑓水中学校    2年 大竹 葵 

東京都 新宿中学校    3年 菅野 光紗 

千葉県 第一中学校    1年 宮城 琴羽 

千葉県 河原塚中学校    2年 右髙 美咲 

千葉県 旭町中学校    3年 小栁 咲季 

千葉県 法田中学校    3年 渡邉 芽衣 

千葉県 第三中学校    3年 駒米 創陽 

千葉県 増穂中学校    3年 川嶋 航平 

千葉県 岬中学校    3年 椚山 亜莉沙 

神奈川県 渋沢中学校    2年 市野 凜音 

岐阜県 西中学校    1年 小島 夢葉 

長野県 南宮中学校    2年 茂手木 伸伍 

長野県 高陵中学校    2年 串原 綾 

福井県 今庄中学校    1年 石川 薫 

福井県 気比中学校    3年 羽根 聡一朗 

三重県 西朝明中学校    2年 豊田 獅童 

奈良県 河合第二中学校    2年 岡村 実奈 

奈良県 富雄南中学校    3年 岩澤 絵梨蕗 

奈良県 桜井中学校    3年 弓場 香奈 

大阪府 旭陽中学校    2年 村田 亜聡 

大阪府 咲くやこの花中学校   3年 杉本 空 

鳥取県 鳥取大学附属中学校   3年 鈴木 小晴 

岡山県 児島中学校    3年 池上 雅泰 

広島県 宮原中学校    3年 尾﨑 遥 

山口県 華西中学校    1年 柳 颯太朗 

山口県 鼓南中学校    3年 清水 穂香 

香川県 牟礼中学校    1年 久部 藍子 

香川県 宇多津中学校    2年 和田 悠里 

香川県 玉藻中学校    3年 古竹 虹穂 

香川県 木太中学校    3年 大當 陽南 

愛媛県 今治明徳中学校    3年 塩田 真幸 

福岡県 照葉中学校    1年 山浦 菜摘 

福岡県 警固中学校    3年 松本 亜依 

熊本県 三和中学校    2年 福島 菜月 

熊本県 熊本大学教育学部附属中学校  2年 廣岡 里奈 

大分県 青山中学校    1年 牧 莉人 

大分県 山香中学校    2年 佐藤 萌音 

宮崎県 五十市中学校    1年 中村 心音 

宮崎県 西米良中学校    3年 濵砂 夢芽 

鹿児島県 坂元中学校    2年 中野 怜奈 

鹿児島県 帖佐中学校    3年 川上 夏穂 

中国  広州日本人学校 中学部   1年 橋下 空良 

 

※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。 


