
第１９回 図書館を使った調べる学習コンクール
入賞（３１作品、３団体）

■調べる学習部門

文部科学大臣賞

○小学生の部 文京区「図書館を使った調べる学習コンクール」

1 カイコマンションへようこそ
志太　瑛 文京区立湯島小学校 １年 （東京都）

2 ぼくの知らないすごいパワーを持っていた!!　ミミズのひ・み・つ
黒原佑斗 神戸市立樫野台小学校 ４年 （兵庫県）

紫波町図書館調べる学習コンクール

3 トビの生活におどろいた！＋ノスリ
森田　開 紫波町立彦部小学校 ５年 （岩手県）

○中学生の部 袖ケ浦市図書館を使った調べる学習コンクール

4 自信をもって一票を投じるために～大切なのは、私達が「自ら」学ぶ姿勢～
鳥海奏子 袖ケ浦市立根形中学校 ２年 （千葉県）

○高校生の部

該当なし

○大人の部

5 阿波藍～藍の集散地脇町から始まった阿波藍の歴史～
石川博啓 （徳島県）

観光庁長官賞

○小学生の部 墨田区図書館を使った調べる学習コンクール

6 し・・・しりたい!!いのうただたか
籾山大空 墨田区立両国小学校 １年 （東京都）

「国連生物多様性の10年日本委員会」賞

○小学生の部

7 大好きなトンボについて調べたぞ!やったぞ!びっくり!大発見‼
遠山陽人 市原市立姉崎小学校 ３年 （千葉県）

優秀賞・図書館振興財団賞

○小学生の部 袖ケ浦市図書館を使った調べる学習コンクール

8 イノシシはなぜ増えるのか？～鳥獣被害について考える～
重城大翔 袖ケ浦市立奈良輪小学校 ６年 （千葉県）

○中学生の部 宗像市図書館を使った調べる学習コンクール

9 2015年6月～8月　消えたゲンゴロウを探せ!　福岡県にゲンゴロウはいるの?
原　如海 宗像市立玄海中学校 １年 （福岡県）

○大人の部

10

びざんちゃん 徳島県立図書館ＴＲＣスタッフ （徳島県）

○子どもと大人の部

11 池袋には牛がいた～この町にあった牧場～
日原知佳（板橋区立板橋第五小学校2年）・日原未知子（母）　 （東京都）

阿波踊り今昔～ぞめきに魅せられて～



第１９回 図書館を使った調べる学習コンクール
入賞（３１作品、３団体）

優秀賞・日本児童教育振興財団賞

○小学生の部 墨田区図書館を使った調べる学習コンクール

12 めざせ!!　ぬかづけはかせ
伊藤創哉 墨田区立柳島小学校 ２年 （東京都）

13 お椀から世界遺産まで　知られざる「漆の一生」　
そこには、子や子孫の代まで守りつなげていくべき日本の伝統＝「心」があった!!

長谷川陽菜 青山学院初等部 ４年 （東京都）

白山市図書館を使った調べ学習コンクール

14 未来へつなげ和紙大研究
岩倉光理 白山市立千代野小学校 ５年 （石川県）

○中学生の部

15 「おーいでてこーい」－未来は私達の手の中にあることを信じて－
關　まこ 金沢大学人間社会学域学校教育学類附属中学校 ２年 （石川県）

優秀賞・日本児童図書出版協会賞

○小学生の部 板橋区図書館を使った調べる学習コンクール

16 かゆいアトピーのなぞをおえ
日原知佳 板橋区立板橋第五小学校 ２年 （東京都）

袖ケ浦市図書館を使った調べる学習コンクール

17 ひとつじゃないよ！　ハサミの働き　～ハサミのひみつをおいかけた　サワガニ番長とぼくの夏休み～
柳田　蓮 袖ケ浦市立平岡小学校幽谷分校 ３年 （千葉県）

袖ケ浦市図書館を使った調べる学習コンクール

18 明倫館と松下村塾～萩の２つの学校～どうして小さな学校から偉大な人が?違いを探れ!
阿相悠音 袖ケ浦市立長浦小学校 ６年 （千葉県）

○中学生の部 三郷市　調べる学習コンクール

19 あなたは面白さを忘れていませんか？野球　探究　始球（プレイボール）
佐藤新九郎・石原茉優・太田直裕 三郷市立早稲田中学校 ３年 （埼玉県）

優秀賞・活字文化推進会議賞

○高校生の部

20 在宅緩和ケアが導く“理想の死”とは－変わる終末期医療のあり方－
髙井　駿 清教学園高等学校 ３年 （大阪府）

○子どもと大人の部

21 礼に始まり礼に終るってなぁに?しらべてみたよ。
片田葵（袖ケ浦市立平岡小学校幽谷分校2年 ）（現在袖ケ浦市立蔵波小学校）・片田亮（父） （千葉県）

優秀賞・読売新聞社賞

○高校生の部

22 活版印刷はなぜ愛され続けるのか－日本の美しき活字と現代人－
杉田瑞希 清教学園高等学校 ３年 （大阪府）

○大人の部 播磨町図書館を使った調べる学習コンクール

23 天地複合動乱の予兆時代に　播磨にのこる傷跡－安政南海地震の証言－を考える

小栗秀夫 （兵庫県）



第１９回 図書館を使った調べる学習コンクール
入賞（３１作品、３団体）

優秀賞・毎日新聞社賞

○高校生の部

24 ホームレス問題と真摯に向き合う－全ての人間が希望を持つことができる社会を目指して－
関西学院高等部 ３年 （兵庫県）

○大人の部 三田市立図書館を使った調べる学習コンクール

25 「明治日本の産業革命遺産」世界遺産に登録を記念して　
島津斉彬にスカウトされた蘭学者　川本幸民　「原理さへ分かれば日本人にもつくれる」心意気

藤田裕彦 （兵庫県）

優秀賞・海外子女教育振興財団賞

○小学生の部

26 え～、すごい!!人とウマのれきし!
武藤碧音 トリノ補習授業校 ３年 （イタリア）

○小学生の部

27 チョコレートはどうやって作られるの?～極める!カカオの大研究～
井上エリカ小雪 トリノ補習授業校 ４年 （イタリア）

○中学生の部

28 脱原発を問う～石油での失敗を繰り返すのか～
久保栄太 シカゴ双葉会日本語学校補習校 ３年 （アメリカ）

■調べる学習英語部門

優秀賞・図書館振興財団賞

○中学生の部

29 What Needs to be Done to Densely-Built Wooden House Areas?
山田健人 海城中学校 ２年 （東京都）

○高校生の部
30 Are the habits hidden in the use of familiar products and services influencing 

their marketability?～A　Ｓtudy on the Ｐower of Habits～
宮入優里 渋谷教育学園渋谷高等学校 ２年 （東京都）

■調べる学習指導・支援部門

優秀賞・日本図書館協会賞

31 「調べる学習チャレンジ講座」324回の記録～短時間で習得する探究型学習の進め方～
藤田利江 （神奈川県）

図書館を使った調べる学習活動賞（地域コンクール主催団体）

（北海道）

（千葉県）

（福岡県）

「恵庭市小中学生調べる学習コンクール」
主催：恵庭市　恵庭市教育委員会

「袖ケ浦市図書館を使った調べる学習コンクール」
主催：袖ケ浦市教育委員会

「宗像市図書館を使った調べる学習コンクール」
主催：宗像市教育委員会



第１９回  図書館を使った調べる学習コンクール
優良賞（１１０作品）

■調べる学習部門

小学生の部（７３作品）

1 ぼくがわかった　なっとうのひ・み・つ 内山透吾 袖ケ浦市立奈良輪小学校 １年 千葉県

2
なぜとじるの　オジギソウの”は”－しらべて　かんさつして
わかったよ！　オジギソウがおじぎをするしくみ－

鈴木恭子 袖ケ浦市立平岡小学校幽谷分校１年 千葉県

3
さわってみて　ぼくのは!! ～大すきなジンベエザメをしら
べたよ～

天間公祥 袖ケ浦市立奈良輪小学校 １年 千葉県

4 あれ？このうみしょっぱくない!?　うみのあじくらべ 吉野　秀 八戸市立吹上小学校 １年 青森県

5 日本画　にじのせかいへようこそ 上田愛友里 ２年 東京都

6 先生!卵食べてます!卵のことも調べました 上原江莉奈 大田区立赤松小学校 ２年 東京都

7 ミツバチからのおくりもの 國枝耕之介 茅野市立永明小学校 ２年 長野県

8 おいしいごはんって何？ 重城佑月 袖ケ浦市立奈良輪小学校 ２年 千葉県

9
ちゃいろなのにむらさき???みぢかなちょうみりょうしょう
ゆ

寺田和奏 袖ケ浦市立昭和小学校 ２年 千葉県

10 花の色水でにじはできる?Part2－赤をさがして－ 野田百花 品川区京陽小学校 ２年 東京都

11 さのようこさんのせかい 日比谷結惟 杉並区立久我山小学校 ２年 東京都

12
なぜギターは6本のげんだけでいろいろな高さの音がでる
のかな?

山崎陽大 津幡町立井上小学校 ２年 石川県

13 心を伝えることば　手話 井原くるみ 墨田区立曳舟小学校 ３年 東京都

14
日本一けんこうな体を作ろう～100才まで長生き大図か
ん～

岩鍋友大 綾川町立綾上小学校 ３年 香川県

15 日本のこまは世界一!～ぼくのこま名人への道～ 川井一真 市原市立姉崎小学校 ３年 千葉県

16
ようこそ！！ひなまつりの世界へ　～人形たちが教えてく
れたこと～

佐久間唯奈 袖ケ浦市立蔵波小学校 ３年 千葉県

17 世界をすくうカイコ
田口夏帆・
田口あい

座間市立相模野小学校
３年
１年

神奈川県

18 どうしてうんちはくさいのか？ 内藤智希 袖ケ浦市立昭和小学校 ３年 千葉県

19 釣って知ろう　長崎の魚 畑中　実 荒川区立第一日暮里小学校 ３年 東京都

20 ゴミじゃないよ!しげんだよ!! 花田大叶 宗像市立河東西小学校 ３年 福岡県

21 おふろのはてな？ 船坂紗矢 高山市立国府小学校 ３年 岐阜県

22 どうしてぼくの歯は黄色くなるの？ 向山恭平 茅野市立宮川小学校 ３年 長野県

23 剣道のなぞにせまる!! 宗像涼真 文京区立昭和小学校 ３年 東京都

24 近視のはなし 山川喜心 井手町立井手小学校 ３年 京都府



第１９回  図書館を使った調べる学習コンクール
優良賞（１１０作品）

小学生の部（７３作品）

25 ばあちゃんのしもつかれ 阿部真士 那須塩原市立東小学校 ４年 栃木県

26 もっと知りたい!自動販売機 安藤璃香 富谷町立成田東小学校 ４年 宮城県

27
同じ場所でも変わってしまう季節のちがいはなぜおこる?!
～4つの季節でじまんの景色に衣がえ～

石橋　潤 袖ケ浦市立平岡小学校幽谷分校４年 千葉県

28 ニホンオオカミ 岩佐宥人 新宿区立落合第四小学校 ４年 東京都

29 北斎はなぜ世界的に有名になったのか？ 小野原光彩 墨田区立東吾嬬小学校 ４年 東京都

30
いい湯だなぁ～♪　もっと美しくなるために　美人の湯の
大研究

菊池花梨 墨田区立両国小学校 ４年 東京都

31 ヒトとチンパンジーの進化のなぞ！！ 越田陽菜 白山市立蕪城小学校 ４年 石川県

32 わたしとアサリの夏休み 志太　葵 東京学芸大学附属竹早小学校４年 東京都

33 オクラ 嶋野　暁 浜松市立浅間小学校 ４年 静岡県

34 知らざぁ言って聞かせやしょう　歌舞伎はじめて物語 庄子天悠 墨田区立菊川小学校 ４年 東京都

35 生活とわらい 鈴木皓大
静岡大学教育学部附属浜松
小学校

４年 静岡県

36
さあ！筋肉のなぞを解き明かそう！人間と犬‘ちょぴっ
と’の筋肉大研究

田口文喜 墨田区立曳舟小学校 ４年 東京都

37 調べて良かった本ができるまで 山路智礼 播磨町立播磨南小学校 ４年 兵庫県

38 虫の羽がヒントのミウラ折りってなぁに？ 宇田川正義 袖ケ浦市立奈良輪小学校 ５年 千葉県

39
海の深さは、なぜ変わる？～1日中潮干狩りできる日を
探せ!～

小野陽暉 袖ケ浦市立奈良輪小学校 ５年 千葉県

40 きみはいくつ知っている？みつけた！みつばちのひみつ 川淵優菜 白山市立蕪城小学校 ５年 石川県

41 心の場所知ってる？ 久保瑛介 豊島区立朝日小学校 ５年 東京都

42 恐怖の紫外線 槻　優衣 白山市立千代野小学校 ５年 石川県

43 こけしの心ができるまで 斎藤花凜 杉並区立高井戸小学校 ５年 東京都

44 六角形美しく強いその魅力にせまる 砂子虹花 板橋区立赤塚新町小学校 ５年 東京都

45 梟 髙田智彰 杉並区立桃井第五小学校 ５年 東京都

46 新聞が出来るまでと紙面の比較 高柳真佐樹 浜松市立入野小学校 ５年 静岡県

47 ぼくもロボットが作りたい！ 竹田侑平 荒川区立汐入東小学校 ５年 東京都

48 鎌倉街道と頼朝伝説　いざ鎌倉！
田中智彩・
田中結彩

袖ケ浦市立長浦小学校 ５年 千葉県

49
２０1５年夏・戦後７０年～この夏私が戦争について知っ
たこと～

德永唯花 袖ケ浦市立昭和小学校 ５年 千葉県
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優良賞（１１０作品）

小学生の部

50 世界初の人工おびれはどのように作られたか 中村華蓮 トリノ補習授業校 ５年 イタリア

51 ～昔も今も貴重な資源～　江戸の水道事情 八馬志帆 墨田区立曳舟小学校 ５年 東京都

52 日本が誇る「炭」～炭の世界をご堪能ください～ 日景　翼 大田区立小池小学校 ５年 東京都

53 1２日間のしんりょう明細書を読み解く！ 広瀬一樹 袖ケ浦市立昭和小学校 ５年 千葉県

54 あなたの知らない　測るの世界 宮地　有 浜松市立内野小学校 ５年 静岡県

55
ぼくの大好きな一番星を追え！～夏休み！ぼくは金星
に大接近～

柳田亮玖 袖ケ浦市立平岡小学校 ５年 千葉県

56
間伐材を調べてみたら森の姿が見えてきた　地産地消・
私の提案

渡邉暖花 豊田市立衣丘小学校 ５年 愛知県

57 暦から広がる世界 井上波音 神戸市立春日台小学校 ６年 兵庫県

58 古墳はぼくたちのすぐそばにある！！ 小川敬太郎 袖ケ浦市立中川小学校 ６年 千葉県

59
消えゆく風景・伊勢大橋～ぼくが撮った１枚の写真から
～

加藤颯真 桑名市立星見ヶ丘小学校 ６年 三重県

60 輝く笑顔のための虫歯予防 河合日和 茅野市立泉野小学校 ６年 長野県

61 飛行機とぼく 紀川優太 シカゴ双葉会日本語学校補習校６年 アメリカ

62 冷蔵庫はなぜ冷える？冷媒から知った環境問題 皿田羽菜 防府市立佐波小学校 ６年 山口県

63 おばあちゃん長生き大・作・戦～高血圧から守れ！～ 白鳥未来 茅野市立永明小学校 ６年 長野県

64 少子化問題？野々市市はどうなっているの？ 髙桑　澪 野々市市立富陽小学校 ６年 石川県

65
山村ライフ～ぼくが経験したこと、調べたことから大熊の
復興と未来を考える～

髙松那哉 大熊町立大野小学校 ６年 福島県

66 THE ONSEN WORLD 武居希心愛 富谷町立東向陽台小学校 ６年 宮城県

67 アマゴへの挑戦状－釣りを科学する－ 戸田　弦 茅野市立永明小学校 ６年 長野県

68 エージェントアオヤマ　～不可能に挑め！～ 西原陽子 ６年 東京都

69 より速く走るために～体づくりと実践～ 西村姫奈 防府市立佐波小学校 ６年 山口県

70 宗像にもいた!!　旅をする謎の蝶
野田壮真・
庄野遥瑛

宗像市立東郷小学校
宗像市立赤間小学校

６年 福岡県

71 めざせ！　お茶にはちょっとうるさい女 原田みこと 高山市立山王小学校 ６年 岐阜県

72 音楽の道×音楽の街 春花建仁 浜松市立和地小学校 ６年 静岡県

73
「おおかみづか」の謎を追え～小谷堀のトレジャーハン
ター～

水上琳々香 三郷市立後谷小学校 ６年 埼玉県



第１９回  図書館を使った調べる学習コンクール
優良賞（１１０作品）

中学生の部（２６作品）

1 洗たくは化学だ「携帯万能シミ抜き剤」を作ろう 小宮愛莉 福岡県立宗像中学校 １年 福岡県

2 ウッドチップにありがとう! 島村紗生 シカゴ双葉会日本語学校補習校１年 アメリカ

3 アレルギーに苦しむ子供たちのために 段　沼侖 墨田区立墨田中学校 １年 東京都

4 なぜ忘れるのか？～記憶力アップのポイント～ 圡井玉恵 袖ケ浦市立蔵波中学校 １年 千葉県

5 鰤が運ばれた道　～越中－飛騨－信州～ 長瀬愛実 高山市立朝日中学校 １年 岐阜県

6
私たちがチョコレートを食べて参加できる社会貢献
～私たちが協力できる小さな1歩～

中田結香菜 袖ケ浦市立長浦中学校 １年 千葉県

7
私が首をかいてあげると桃ちゃん（犬）が足を動かすのは
ナゼ？

森　陽香 桑名市立明正中学校 １年 三重県

8 石川の研究2015～私達の未来の川、もっときれいに～ 愛知県

9 先祖の残した古文書で知る幕末琵琶湖疏水計画 伊豆あゆみ 袖ケ浦市立平川中学校 ２年 千葉県

10 おいでコバエちゃんつくっちゃいました！ 河合琴香 ２年 愛知県

11 果ての向こうはどうなっているのか～宇宙の始まり～ 菊池桃乃 墨田区立両国中学校 ２年 東京都

12 狛犬のススメ 香田和佳奈 豊橋市立中部中学校 ２年 愛知県

13 探ろう!迫ろう!「コガさん」の謎
こがSisters
内門和奏・
大島亜里紗

古賀市立古賀北中学校 ２年 福岡県

14 石なし県の房州石 進藤朱莉 袖ケ浦市立蔵波中学校 ２年 千葉県

15
手つかずの自然が残る北海道東部～なぜそこで生物た
ちが苦しめられているのか～

鈴村颯汰 荒川区立第一中学校 ２年 東京都

16
身近な化学物質 食品添加物 私が食べているもの、安
全かな?

中村　恵 墨田区立竪川中学校 ２年 東京都

17

大阪のおばちゃんが言う“あめちゃん”その呼び方に実は
歴史があった!?～お尋ねします。室町時代のおばちゃん
たち!～

中籔果子
シカゴ双葉会日本語学校補
習校

２年 アメリカ

18
クマと人の共存を考える－現在の自然環境を踏まえ、
ピッキオの活動から学ぶ

服部　桂 松本秀峰中等教育学校 ２年 長野県

19 自然界で生まれた知恵～葉緑体は虹色！？～ 見角大翔 三郷市立南中学校 ２年 埼玉県

20
なぜ「和食」はユネスコ無形文化遺産に登録されたの
か？和食Japanese  Food

山田麻友 荒川区立原中学校 ２年 東京都

21 狛犬探検記 岡部秋陽 宗像市立自由ヶ丘中学校 ３年 福岡県

22 カキペディア　柿百科事典 小野麻美 清教学園中学校 ３年 大阪府

23 野良猫～動物と人が共存できる社会とは～ 髙津　寧 玉川聖学院　中等部 ３年 東京都

24 みみ～難聴を治す方法～ 冨尾萌乃 清教学園中学校 ３年 大阪府

25 国の借金を減らすために増税するのは正しいのか 牧山奈津子 札幌聖心女子学院中学校 ３年 北海道

26 暗渠　小石川 三浦佑斗 文京区立第三中学校 ３年 東京都

Wわたなべ探検隊Peach
渡邊夏実（武豊町立武豊中学校１年）・
渡邉朱未（武豊町立武豊中学校１年）・
渡邊陽菜（武豊町立武豊小学校５年）・
渡邉瑠美（武豊町立武豊小学校５年）・
渡邊桃花（武豊町立武豊小学校４年）



第１９回  図書館を使った調べる学習コンクール
優良賞（１１０作品）

高校生の部（５作品）

1
看護師の社会的地位を向上させるには～看護師の社
会的地位はどこに収束すべきなのか～

菅原智瑛 渋谷教育学園渋谷高等学校 ２年 東京都

2 絵本の翻訳 鈴木寛人 渋谷教育学園幕張高等学校 ２年 千葉県

3
マーチングバンドにはどのような歴史と教育的意義があ
るのか－部活動の音楽・身体・精神の視点から考える
－

石田麦人 清教学園高等学校 ３年 大阪府

4
日本のインバウンド政策の実態とは－中国人観光客の
消費を通じて－

杉山　輝 清教学園高等学校 ３年 大阪府

5
新聞購読者はなぜ減り続けるのか－その魅力を見つめ
直して－

橋本侑希美 清教学園高等学校 ３年 大阪府

大人の部（２作品）

1
鎌倉街道はどこに－八〇〇年の時空をさかのぼる－
（山中学区における鎌倉街道についての一考察）

小林清司 愛知県

2 調べ学習　江戸の野菜考－江戸っ子の野菜の話 佐々木　繁 東京都

子どもと大人の部（１作品）

1 すてきなピアノのしらべ　はじけたよ!キラキラなおと 千葉県

■調べる学習英語部門

1
What Influence does Greek Mythology have on
Modern Teen Literature in the United States?

藤田佳穂　 渋谷教育学園渋谷高等学校 ２年 東京都

2
Spreading Laughter Therapy in Japan  ～Differences
in American and Japanese Comedy

右田未来 渋谷教育学園渋谷高等学校 ２年 東京都

■調べる学習指導・支援部門（１作品）

1 姉小調べる学習8年間の歩み 石井裕子 市原市立姉崎小学校 千葉県

注連野咲良（袖ケ浦市立平岡小学校幽谷分校1

年）・注連野和美（母）

高校生の部（２作品）

八王子市中央図書館　八王子千人
塾



第19回　図書館を使った調べる学習コンクール
奨励賞(209作品)

■調べる学習部門
小学生の部（165作品）

1 ぼくのうちはつばめのおうち 一ノ宮慶伍 宇美町立原田小学校 １年 福岡県

2 にじ色キラキラしゃぼん玉 伊東花梨 新宿区立戸塚第二小学校 １年 東京都

3 ユニバーサルデザイン探検 岩井まゆ 豊島区立仰高小学校 １年 東京都

4
人によってたべもののすききらいがちがうのはな
ぜ？

大川原知哉 袖ケ浦市立長浦小学校 １年 千葉県

5 おなかのなかのだいじなこと 岡本理花 袖ケ浦市立奈良輪小学校 １年 千葉県

6 ハトはなぜマンションにくるの 笠原彩音 宗像市立赤間小学校 １年 福岡県

7 ロボットだいすき 加藤朋也 市原市立姉崎小学校 １年 千葉県

8 ようふくは、ぬれたらなぜおもくなるの？ 小岩旭飛 板橋区立緑小学校 １年 東京都

9 わたしとつき　とおいけどみぢかなつき 小林茉未 台東区立金曽木小学校 １年 東京都

10 いろいろないとでんわ 近藤遥人 袖ケ浦市立蔵波小学校 １年 千葉県

11
みんなにやさしいすてきなデザイン　ユニバーサル
デザイン大研究

志田真奈 豊島区立朋有小学校 １年 東京都

12
きってもきってもなぜのびる？
～つめのだいちょうさ～

白石尚行 板橋区立若木小学校 １年 東京都

13
ラグビーボールのひみつ～ヘンテコなかたちには
わけがある？～

田留源太郎 習志野市立谷津小学校 １年 千葉県

14
お兄ちゃんが新聞にのったよ－記事ができるまで
－

戸田昊生 茅野市立永明小学校 １年 長野県

15 だいすきいちばんこんやのおかず 西原典子
校

１年 東京都

16
うしのおなかをたんけんだ！！　～わたしとうしの
なつやすみ～

増戸紗紀
袖ケ浦市立平岡小学校幽谷
分校

１年 千葉県

17
きらいな？すきな？はじめての！！やさいのはな
たち

三浦暖花 富谷町立あけの平小学校 １年 宮城県

18 たいようのいろをしらべよう！ 村田都和 鴻巣市立小谷小学校 １年 埼玉県

19 うさぎのみみは、どうしてながい? 義本遥加 小松市立稚松小学校 １年 石川県

20 ぼくにもおすしにぎれるかな? 相葉桜介 木更津市立岩根小学校 ２年 千葉県

21
東京スカイツリーより高い？低い？～１日に使う水
をペットボトルに入れて並べてみたら～

青木明凛 荒川区立尾久宮前小学校 ２年 東京都

22
なんで青がすごいの?　～光とLEDとノーベルしょう
～

荒井柚帆 豊島区立長崎小学校 ２年 東京都

23 ケーケッ　あなたはだあれ？ 奥田真由 袖ケ浦市立平岡小学校 ２年 千葉県

24 目のひみつ大ちょうさ!! 小倉　将 江戸川学園取手小学校 ２年 茨城県

25 クモの糸たんけんたい 小野百合子 墨田区立第三寺島小学校 ２年 東京都

26 タマゾン川のサバイバル 貝原優心 青梅市立新町小学校 ２年 東京都

27
歯の生えかわり七つのひみつ～子どもの歯から大
人の歯へ～

久郷悠人 豊島区立池袋第一小学校 ２年 東京都



第19回　図書館を使った調べる学習コンクール
奨励賞(209作品)

小学生の部

28 ハキリバチのふしぎ 小堺優里奈 墨田区立横川小学校 ２年 東京都

29 おいしさup　むだなくながもち　すごいぞほしやさい 小湊結星 神戸市立春日台小学校 ２年 兵庫県

30 めざせ！！スイカ王 菅原琉生 袖ケ浦市立蔵波小学校 ２年 千葉県

31
どうして?けしきがひっくりかえった!?～雨のしずくの
ヒ・ミ・ツ～

鈴木こころ 宗像市立日の里西小学校 ２年 福岡県

32
ほしがきはふしぎのかたまり～しぶがき大へんしん
のたび～

武井智咲 豊島区立長崎小学校 ２年 東京都

33 たねってふしぎ～くだもののたねしらべ～ 武井莉子 市原市立若葉小学校 ２年 千葉県

34 おっぱいはすごい!!～母と子のきずなをむすぶ～ 長嶋　愛 袖ケ浦市立奈良輪小学校 ２年 千葉県

35 セミとぼくの夏休み 原田開翔 袖ケ浦市立長浦小学校 ２年 千葉県

36 みんないつねてるの？ 広瀬あずみ 袖ケ浦市立昭和小学校 ２年 千葉県

37 たんぽぽ名人になりたいな 溝口貴子 出水市立西出水小学校 ２年 鹿児島県

38
みどりのカエルの見分けかた　ニホンアマガエルと
シュレーゲルアオガエルのちがい

矢崎桃子 新宿区立四谷第六小学校 ２年 東京都

39 テーマ汗 安武万人 宇美町立井野小学校 ２年 福岡県

40
ゆかたはすごい!!　リサイクルとれきしと「そめ」ので
んとう文化

山下莉緒 雙葉小学校 ２年 東京都

41
ようこそ魔法の庭へ　ジャレットが教えてくれた
ハーブの薬

井苅栞菜 墨田区立両国小学校 ３年 東京都

42
ホップ・ステップ・マップ（地図づくりはさんすうだっ
た！？）

泉　空良 三郷市立新和小学校 ３年 埼玉県

43 ほおばずしのひみつ 今村駿太 高山市立丹生川小学校 ３年 岐阜県

44 牛乳のなぞをとけ 宇宿綾乃 三郷市立新和小学校 ３年 埼玉県

45 暗号大研究 小田切碧生 豊島区立高南小学校 ３年 東京都

46 今年は　しもやけにならないぞ！ 折井夢月 那須塩原市立三島小学校 ３年 栃木県

47 かみの毛のおくり物～わたしにできること～ 栗栖萌愛 大阪狭山市立第七小学校 ３年 大阪府

48 なぞの白いペラペラ 三枝碧映 浜松市立佐鳴台小学校 ３年 静岡県

49 くもはなぜ糸を出すのか？ 田邉佑樹 袖ケ浦市立奈良輪小学校 ３年 千葉県

50 アリの生活を調べてみよう！ 告坂美輝 宗像市立玄海小学校 ３年 福岡県

51 ―筋肉を調べるー　柔道が強くなりたい 長島玄樂 白山市立美川小学校 ３年 石川県

52 どうしてカビは生えるの？ 中田美優 新宿区立柏木小学校 ３年 東京都

53 牛乳からへんしん!?ヨーグルトのひみつ 成住すず 墨田区立緑小学校 ３年 東京都

54 音楽と人のかんけい
ニギッチパスカル
富

青山学院初等部 ３年 東京都



第19回　図書館を使った調べる学習コンクール
奨励賞(209作品)

小学生の部

55 地図の？（はてな） 野中　律 会津若松市立謹教小学校 ３年 福島県

56 われないシャボン玉を作ってみよう！ 広沢　凛 墨田区立菊川小学校 ３年 東京都

57 うどんのひみつをときあかせ! 福原　歩
校

３年 東京都

58 ほくろ占い 古川稜女 荒川区立尾久小学校 ３年 東京都

59

マラソンをはやく走るコツを調べる～世界陸上北
京大会マラソン日本代表今井正人せん手の強さ
のヒミツにせまる～

本田凪紗 宗像市立自由ヶ丘南小学校 ３年 福岡県

60 こんなにすごいぞ!!真夏の温度 牧野克拓 鴻巣市立鴻巣南小学校 ３年 埼玉県

61
なると海きょうのふしぎ　なぜ海にうずができる
の？

牧野夏花 播磨町立播磨南小学校 ３年 兵庫県

62 縄文大図鑑～縄文人のくらし～ 松原あおい 文教大学付属小学校 ３年 東京都

63 み近にいる野鳥かんさつ 水野　遥 行田市立泉小学校 ３年 埼玉県

64 風ってなあに？　わたしの知らない風のせかい 森　鈴花 墨田区立菊川小学校 ３年 東京都

65 見てみたら分かるよ!!ハンミョウのふしぎ 若尾将太郎 新宿区立落合第四小学校 ３年 東京都

66 どうして？私は甘いものを食べちゃうの？ 渡辺香雛 袖ケ浦市立奈良輪小学校 ３年 千葉県

67 まつたけはなぜ高いのか？ 天野瑛仁 新宿区立早稲田小学校 ４年 東京都

68
水道ってスゴイ！ ～水道は当たり前なんかじゃな
い～

石井優衣
江戸川区立下小岩第二小
学校

４年 東京都

69 バターとマーガリンのちがい 上田ひかり 宇美町立井野小学校 ４年 福岡県

70
亀戸と西新宿2つの町(ときどき他の町)でセミさが
し2015

小澤勝美 江東区立香取小学校 ４年 東京都

71
学校ってどうして行かなきゃいけないの？悩んで
調べて考えた　ぼくらが学校へ行く意味 真・渡辺健斗

袖ケ浦市立蔵波小学校 ４年 千葉県

72
近視・遠視　同じ目なのに何がちがう？！目の大
研究

川名凜空 墨田区立横川小学校 ４年 東京都

73 クモはそこにいる 木下春菜 釧路市立釧路小学校 ４年 北海道

74 夏だ！！祭りだ！！日本のおどり 行田奏斗 三郷市立八木郷小学校 ４年 埼玉県

75 ハチって天才！？ハニカム構造のひみつ 栗山真衣子 墨田区立緑小学校 ４年 東京都

76 伝統のある書道の技 甲野真衣 津幡町立津幡小学校 ４年 石川県

77
日本の算数の始まりの始まりってどんなかな?－
算数のぼうけんへようこそ－

古思　駿 青山学院初等部 ４年 東京都

78 くもだよ　くも 小室陽登 袖ケ浦市立根形小学校 ４年 千葉県

79
ぼくの妹がRh－の血えき型で生まれたわけ～血え
きセンターをたずねて～

佐川　潮 浜松市立広沢小学校 ４年 静岡県

80
教えよう えんぴつの?（はてな） 伊達政宗さんも
使っていた!?

佐藤由芽 富谷町立富ケ丘小学校 ４年 宮城県

81 指紋のヒ・ミ・ツ 眞田芽奈 津幡町立井上小学校 ４年 石川県
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82
いつからできた？　日本のお金！　－お金の歴史
にタイムスリップ！！－

鈴木康平
袖ケ浦市立平岡小学校幽谷
分校

４年 千葉県

83 にがくておいしい飲みものなーんだ？ 田中萌唯 墨田区立曳舟小学校 ４年 東京都

84
おしゃれ探検　化粧の力をさぐる　なぜ、子どもは
化粧をしてはいけないの?

中島柚香 青山学院初等部 ４年 東京都

85 ぼくの釣り日記 楢﨑健一 新宿区立愛日小学校 ４年 東京都

86
小水力発電について　―北杜市村山六ケ村堰水
力発電所―

根本理玖
江戸川区立篠崎第二小学
校

４年 東京都

87
ISS・国際宇宙ステーションへいこう！！～「きぼ
う」運用管制官・H－ⅡBロケット編～

野﨑翔瑛 三郷市立新和小学校 ４年 埼玉県

88 声でモノを見るコウモリ 藤井祐里 浜松市立内野小学校 ４年 静岡県

89 鳥人間になる方法 前田　彬 新宿区立四谷第六小学校 ４年 東京都

90 命をあずかる～愛犬と学ぶ動物愛護～ 前田彩葉 高松市立木太南小学校 ４年 香川県

91
山嵐ってどんな技！？　～どうしてマボロシ！？
～

山下万葉 白山市立鳥越小学校 ４年 石川県

92 深海はパラダイス!?　魚の気持ちになって考えた 吉野　元 八戸市立吹上小学校 ４年 青森県

93
ギョーザの魅力をさぐる～ギョーザで浜松を元気
に！！～

渡邉優音 浜松市立伊佐見小学校 ４年 静岡県

94 ダンスは世界をつなぐ 綿貫　凛 市原市立有秋東小学校 ４年 千葉県

95 困るのはペンギン 井上　碧 新宿区立西戸山小学校 ５年 東京都

96 なぜないの?黒鍵の謎とドレミの歴史 植木允武士
東京学芸大学附属小金井
小学校

５年 東京都

97 布って何からできている？　－布と糸の不思議－ 遠藤明日花 富谷町立富ケ丘小学校 ５年 宮城県

98
沖縄から基地をなくせ！～1940年からの戦争の
ひみつ～

遠藤菜々子 富谷町立明石台小学校 ５年 宮城県

99 いのちってスゴイ!　赤ちゃん誕生について 大槻凜菜 荒川区立尾久宮前小学校 ５年 東京都

100 天然水ができるまで 小野圭太 八千代市立大和田小学校 ５年 千葉県

101 コレってだれのホネ？ 笠原　創 浜松市立佐藤小学校 ５年 静岡県

102 水素は世界を救えるか？ 國枝蒼太郎 茅野市立永明小学校 ５年 長野県

103 わたしの髪はなぜくせ毛なのか？ 久米田真歩 白山市立明光小学校 ５年 石川県

104 錯視を知りたい 西海歩桜 三郷市立高州東小学校 ５年 埼玉県

105 アイヌ民族を知っていますか 榊　唯緒利 墨田区立二葉小学校 ５年 東京都

106 ヘビ？トカゲ？竜って何者？～竜の姿のなぞ～ 佐藤大空 袖ケ浦市立根形小学校 ５年 千葉県

107 車いすに乗ってどこまでも！ 佐藤紅愛 新宿区立落合第六小学校 ５年 東京都

108
大きな宇宙の小さな粒～マンガから始まったぼく
の興味は最先端の研究所へ～

志田一太 豊島区立朋有小学校 ５年 東京都



第19回　図書館を使った調べる学習コンクール
奨励賞(209作品)

小学生の部

109 おたまじゃくしがカエルにならない！？ 品川晴希 新宿区立市谷小学校 ５年 東京都

110 『こわい』という感情はどうしてあるの？ 芝上明花音 大田区立矢口東小学校 ５年 東京都

111 国会ってなーに？ 柴﨑裕大 袖ケ浦市立長浦小学校 ５年 千葉県

112 洗たくの世界　洗剤を使わないしみ落としに挑戦 村主結衣花 大田区立道塚小学校 ５年 東京都

113 キセキの古代生物　カブトエビの秘密 戸邉　大 墨田区立錦糸小学校 ５年 東京都

114 家もんの不思議～家もんには歴史がいっぱい～ 内藤理子 袖ケ浦市立昭和小学校 ５年 千葉県

115
ぼくのあこがれ！石田三成　家紋はどれを使って
いたの？

内藤想他 名古屋市立平針北小学校 ５年 愛知県

116 不思議ですごい！発こうパワー 中村志穂 桑名市立益世小学校 ５年 三重県

117 私たちとアユの神田川　水質調査 中村真琴 新宿区立早稲田小学校 ５年 東京都

118
わたしたちの町のししまい～守っていきたい戸ヶ崎
の伝統～

中村光・菅谷美
咲・櫻井陽菜

三郷市立戸ヶ崎小学校 ５年 埼玉県

119 音楽と絵画って似ているの? 新美喜子 武豊町立衣浦小学校 ５年 愛知県

120 四字熟語　手前味噌とは本当に手前味噌なのか 野田百花 墨田区立両国小学校 ５年 東京都

121 アオウキクサのふしぎ 畑中　発
荒川区立第一日暮里小学
校

５年 東京都

122 水引からつながる伝統工芸 二野千芽 白山市立蝶屋小学校 ５年 石川県

123 「ありがとう」はまほうの言葉 星　拓良 大田原市立西原小学校 ５年 栃木県

124 浮く野菜と沈む野菜の不思議 牧野結衣 荒川区立汐入小学校 ５年 東京都

125 溶姫が見た赤門 皆川もえぎ 文京区立本郷小学校 ５年 東京都

126 天気の不思議 村上凛々子 板橋区立高島第六小学校 ５年 東京都

127 ”しょうゆ”ってみそからできてるの？ 山口愛莉 宇美町立宇美小学校 ５年 福岡県

128
驚き　魚の名前の不思議　夏のつりを楽しむ方法
in浜名湖パート３

山田千颯良 浜松市立曳馬小学校 ５年 静岡県

129 ぼくとカブトとクワガタの365日　人工蛹室に挑戦 湯澤瑞己 荒川区立尾久西小学校 ５年 東京都

130
不思議の国のアリ巣～アリとアリの巣の不思議に
せまろう!～

吉岡咲笑 播磨町立播磨南小学校 ５年 兵庫県

131
未来へ語り続ける平和への願い～私が見た今も
残る長岡空襲～

伊藤　菫 長岡市立富曽亀小学校 ６年 新潟県

132 ウマってどんな生き物？ 伊平未紀 那須塩原市立大貫小学校 ６年 栃木県

133 クモの巣でばんそうこうを作れるのか? 岩佐凜咲
シカゴ双葉会日本語学校補
習校

６年 アメリカ

134
プレートプルーム　山は地球の上で動いてい
る？！　～日本はなぜ火山が多いの？～

内田帆香 白山市立千代野小学校 ６年 石川県

135 ふろしきと私たちの暮らし 小野寺美晴 京都市立朱雀第四小学校 ６年 京都府
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136
前田家がつかみとった百万石!石川の県民性大
調査!

片口有己 津幡町立中条小学校 ６年 石川県

137 ハンセン病ってどんな病気？ 加藤智大 白山市立白峰小学校 ６年 石川県

138 土の秘密をさぐってみよう！ 加藤未果 那須塩原市立三島小学校 ６年 栃木県

139 薬は味方?!本当楽になるの? 上東野明希 荒川区立第四峡田小学校 ６年 東京都

140 「石州和紙」とその「魅力」 川神理梨子 浜田市立石見小学校 ６年 島根県

141 栃木の古墳のプロフィール 久留生桃花 那須塩原市立稲村小学校 ６年 栃木県

142 小倉百人一首について 後藤花奈 江戸川区立北小岩小学校 ６年 東京都

143
義務教育ってなんの義務？～学校のはじまりとこ
れから～

小林歩楓 袖ケ浦市立昭和小学校 ６年 千葉県

144 きっかけはかき氷 佐々木　颯 大田区立道塚小学校 ６年 東京都

145 醤 佐藤野乃花 袖ケ浦市立昭和小学校 ６年 千葉県

146 水の世界を探れ　水は旅する 柴野花夏 富谷町立成田東小学校 ６年 宮城県

147 色の世界～色と私たち～
杉江華月姫・早川
奈実

知多市立旭北小学校 ６年 愛知県

148
体験した人、誰もが忘れない
広島原爆　長崎原爆

鈴木美優 板橋区立志村小学校 ６年 東京都

149
平安時代にタイムスリップ！私も清少納言みたい
に日記をかいてみよう！！

世戸千尋 白山市立湊小学校 ６年 石川県

150 役立つカタチ、三角～その強さと美しさを探る～ 高木洋徳 桑名市立修徳小学校 ６年 三重県

151 役立つ生き物　環形動物 高嶋玲佳 豊島区立仰高小学校 ６年 東京都

152
Why Japanese物流？！～物流のなぞを探り出
せ～

高橋楓音 富谷町立富谷小学校 ６年 宮城県

153 家紋に願いを☆ 髙林春羽 富谷町立東向陽台小学校 ６年 宮城県

154 走って走ってまた走る長距離の大研究！ 田中初奈 墨田区立曳舟小学校 ６年 東京都

155

「見えない」を「見える」に変える　魔法のバリアフ
リー・ユニバーサルデザイン～身の回りにあるユニ
バーサルデザインを調べる～

塚本凜泉 かほく市立高松小学校 ６年 石川県

156
天然酵母って何？？　私も酵母を育ててパンを
作りたい！！

冨澤梨々花 富谷町立東向陽台小学校 ６年 宮城県

157 日本酒を知ろう！ 野村千幸 小松市立矢田野小学校 ６年 石川県

158
日本最古の狭山池－たん生1400年おめでとう!!
－

橋本愛七
大阪狭山市立南第二小学
校

６年 大阪府

159
わたしの町の地産地消
～地元のものをたくさん食べよう！～

波多江南月 板橋区立志村第五小学校 ６年 東京都

160 「不思議生物くまむし」の研究 原子新大
江戸川区立第三松江小学
校

６年 東京都

161 国会大解明! 深田　萌 板橋区立三園小学校 ６年 東京都

162 平成10年台風10号について 牧野宏香 津山市立南小学校 ６年 岡山県
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163 知ってみりん！吉田城 松本翔太 豊橋市立野依小学校 ６年 愛知県

164 私の改造計画　めざせ片づけ名人 両角帆夏 茅野市立宮川小学校 ６年 長野県

165 色　～世界は色の魔法であふれてる～ 渡辺香音 墨田区立緑小学校 ６年 東京都

中学生の部（29作品）

1
２０１５年８月所沢道タイムトラベル！！～早稲田
通り・旧早稲田通りから～

小平桂彰 杉並区立東原中学校 １年 東京都

2 砂丘 ジェスキー笑茉
シカゴ双葉会日本語学校補
習校

１年 アメリカ

3 サボテンの本当　サボテンは砂漠だけじゃない!? 辻村祐里
シカゴ双葉会日本語学校補
習校

１年 アメリカ

4 蚊よ！なぜ僕ばっ蚊り？ 土屋翔馬 茅野市立長峰中学校 １年 長野県

5
豊橋に甘藷（さつまいも）の多収穫栽培の偉人が
いた！～昭和の青木昆陽、小澤豊氏を探る～

芳賀祐介 豊橋市立南部中学校 １年 愛知県

6 書道入門～行書が上手くなるには～ 林　大雅 袖ケ浦市立根形中学校 １年 千葉県

7
愛知の伝統工芸をたずねて　筆と硯と和紙とワタ
シ

渡邉奏萌
学校法人　南山学園　聖霊
中学校

１年 愛知県

8 平和とは何か～戦争がなければ平和なの？～ 朝倉弓奈 茅野市立北部中学校 ２年 長野県

9 縄文 石岡詩菜 名古屋市立志賀中学校 ２年 愛知県

10
大丈夫?鉄道駅のバリアフリー－「全ての人」の目
線から見る鉄道駅－

石塚翔大 海城中学校 ２年 東京都

11 南総里見八犬伝は江戸時代のベストセラー！？ 柴﨑朋花 袖ケ浦市立長浦中学校 ２年 千葉県

12 能楽にふれる　～杜若に出会って～ 清水麻衣 白山市立北星中学校 ２年 石川県

13
時間の謎に迫る～流れるだけではない時間の不
思議～

杉本夕璃 袖ケ浦市立昭和中学校 ２年 千葉県

14 為替のマジック 高橋愛理寿
シカゴ双葉会日本語学校補
習校

２年 アメリカ

15
狭山丘陵における自然保護活動－トトロのふるさ
と基金の取り組みから考える－

西澤駿佑 海城中学校 ２年 東京都

16 現代社会の難病 波羅日菜子 山梨英和中学校 ２年 山梨県

17
贈り物を包む文化について(^^♪　～♬O・MO・TE・
NA・SHI・OMOTENASHI♪～

堀井晶馨 白山市立松任中学校 ２年 石川県

18 復活　飛べる鳥へ～シャトルとなって～ 宮田羽菜子 荒川区立原中学校 ２年 東京都

19
猫と人間が共生する社会の実現～ノラネコ問題
～

若山野々花 文京区立第一中学校 ２年 東京都

20 受験生の強い味方！「漢方」 岩田彩夏 袖ケ浦市立根形中学校 ３年 千葉県

21 普通ってどんなこと？～ＬＧＢＴって何？～ 小川明乃 袖ケ浦市立蔵波中学校 ３年 千葉県

22
社会的養護～すべての子どもの未来のために～
いのち輝いて笑顔の花咲かせよう～

田中あゆみ 清教学園中学校 ３年 大阪府

23 中学生の睡眠時間と生活はどう関わっているか 辻　真奈 プール学院中学校 ３年 大阪府



第19回　図書館を使った調べる学習コンクール
奨励賞(209作品)

中学生の部

24 コンビニの不思議 成島立紀 荒川区立諏訪台中学校 ３年 東京都

25 落語～愛され続けて400年の理由～ 箱田直生 荒川区立諏訪台中学校 ３年 東京都

26
『日本の待機児童問題』～認可保育所の現状、
東京都23区、横浜市を中心に見ていく～

濱口泰征 海城中学校 ３年 東京都

27
「中村哲氏から学ぶ国際貢献とは」宗像国際育
成プログラムでの学びも交えて

本多賢一 宗像市立自由ヶ丘中学校 ３年 福岡県

28 世界の女子教育～10代の私たちにできること～ 森　百合香 玉川聖学院　中等部 ３年 東京都

29 知らなかった！！海のひみつ 森　琉風 荒川区立諏訪台中学校 ３年 東京都

高校生の部（10作品）

1 身近な植物からゴムをとる
大谷和菜・小津真
志保

東京都立戸山高等学校 １年 東京都

2 平安十色～平安時代の色の価値観～ 上笹のぞみ
兵庫県立加古川東高等学
校

１年 兵庫県

3 商店街の活性化について 生駒ゆり 茗溪学園高等学校 ２年 茨城県

4 タイムトラベルは可能??? 大谷琢朗
シカゴ双葉会日本語学校補
習校

２年 アメリカ

5
2015年労働者派遣法改正法の影響と派遣労働
のあり方を考える

小澤里佳 茗溪学園高等学校 ２年 茨城県

6
選挙の演説は若年層にとって本当に有効なのか
～18歳以上が選挙権を得る近未来に向けて～

金澤茉那
渋谷教育学園渋谷高等学
校

２年 東京都

7
戦時中の日本とアメリカのアニメにおける戦争を肯
定する表現の比較研究

下川悠海子 茗溪学園高等学校 ２年 茨城県

8
吉祥寺の魅力を維持する方法とは～「都会性」と
「文化性」の共存～

鈴木玲亜
渋谷教育学園渋谷高等学
校

２年 東京都

9
魅力的なライトアップとは?～手賀沼に最適なライ
ティングを探す～

髙塚理恵子
渋谷教育学園渋谷高等学
校

２年 東京都

10 なぜ日本人のまじめさには賛否両論あるのか 山田大暉 関西学院高等部 ３年 兵庫県

大人の部（4作品）

1
『川本幸民の研究』～蘭学（理科）史に於ける幸
民の業績～

足立元之 兵庫県

2

三田の偉人・三田藩出身　正二位勲一等男爵
九鬼隆一　日本初代の帝国博物館長　東京・京
都・奈良の国立博物館の生みの親　日本最初の
三田私立博物館の創立者

石井　保 兵庫県

3
大義なき日向路の西南戦争　西郷隆盛のなぞの
敗走路と「西郷札」が呼ぶ悲劇とロマン

蔵原敬吾 宮崎県

4 江戸時代 海外貿易の利益 桑野省吾 長崎県

子どもと大人の部（1作品）

1
僕とおじいちゃんの城探訪～好きです日本の城・
戦国武将の心～

千葉県
鴇田那智（君津市立坂畑小学校6年）・鴇田
源一（祖父）
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佳作(972作品)

■小学生の部（762作品）
小学1年生（68作品）

相内晴智 （江戸川区立南小岩小学校）
赤松惟月 （港区立御田小学校）
麻生大瑛 （大田区立道塚小学校）
足立雅香 （墨田区立曳舟小学校）
あべゆうと （習志野市立谷津小学校）
綾井萌々子 （墨田区立外手小学校）
荒生結太 （那須塩原市立大原間小学校）
五十嵐俊輔 （台東区立金曽木小学校）
石窪嘉人 （墨田区立菊川小学校）
五十畑　煉 （墨田区立業平小学校）
伊東珠希 （墨田区立第四吾嬬小学校）
稲原健斗 （鴻巣市立大芦小学校）
井上博貴 （大阪狭山市立南第一小学校）
内畑一貴 （荒川区立尾久小学校）
大木茉幌 （杉並区立高井戸第二小学校）
大塚心結 （新宿区立落合第一小学校）
大西湧晴 （井手町立多賀小学校）
大森花音 （墨田区立梅若小学校）
岡水開馳 （杉並区立高井戸第三小学校）
神奈川裕史 （大田区立仲六郷小学校）
金子ひより （神戸市立竹の台小学校）
川名乙寧 （袖ケ浦市立中川小学校）
喜多宥花 （白山市立蕪城小学校）
倉重壯志 （文京区立関口台町小学校）
小室暉来 （袖ケ浦市立根形小学校）
斉藤杏実 （宇美町立桜原小学校）
斎藤美和 （鴻巣市立鴻巣東小学校）
櫻井千晴 （新宿区立余丁町小学校）
さとみこう （習志野市立谷津小学校）
進藤秋真 （宇美町立宇美小学校）
鈴木心晴 （熊取町立東小学校）
瀬々音羽 （宇美町立井野小学校）
髙橋ひかる （毛呂山町立毛呂山小学校）
田畑礼穏 （杉並区立方南小学校）
千葉なら （東京学芸大学附属小金井小学校）
鶴岡茉歩 （市原市立鶴舞小学校）
外川　燎 （墨田区立東吾嬬小学校）
中川　衛 （墨田区立第三寺島小学校）
長田佳子 （白山市立千代野小学校）
仲波名叶真 （神戸市立春日台小学校）
中村友香 （荒川区立第六日暮里小学校）
楢﨑琴子 （新宿区立愛日小学校）
花島匠海 （杉並区立方南小学校）
樋口煌有 （宗像市立自由ヶ丘南小学校）
平野晴己 （宇美町立原田小学校）
福崎誠人 （大田区立大森第三小学校）
福丸綺愛來 （鹿屋市立祓川小学校）
藤野賢伸 （長崎市立戸石小学校）
藤橋尚汰 （荒川区立尾久宮前小学校）
面　珠々 （墨田区立業平小学校）
益山紗和 （港区立白金小学校）
三浦慶希 （浜田市立岡見小学校）
溝口萌花 （市原市立姉崎小学校）
三村沙耶 （江戸川区立南小岩小学校）
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佳作(972作品)

小学1年生
宮崎暖子 （新宿区立早稲田小学校）
向井湖都音 （岩手県一関市立一関小学校）
茂手木香凛 （墨田区立柳島小学校）
茂木　栞 （墨田区立言問小学校）
森岡瑠莉 （羽曳野市立白鳥小学校）
諸岡彩希　 （バンコク日本人学校小学校）
柳　良篤
山田桃安奈 （荒川区立尾久小学校）
吉川悠紀 （大阪狭山市立第七小学校）
吉澤眞悠子 （光塩女子学院初等科）
吉田紗英子 （新宿区立西戸山小学校）
和田陽咲 （江戸川区立鹿本小学校）
渡邉龍青 （かほく市立高松小学校）
渡辺瑛太 （墨田区立曳舟小学校）

小学2年生（89作品）
青木瞭真 （荒川区立尾久小学校）
青山悠珠 （大熊町立大野小学校）
明田梨沙 （墨田区立八広小学校）
阿部紗花 （荒川区立大門小学校）
池垣匠歩 （三田市立三田小学校）
石田彩佳 （杉並区立沓掛小学校）
石田まい （富谷町立明石台小学校）
石原福太郎 （新宿区立西戸山小学校）
伊藤万佑子 （墨田区立外手小学校）
岩﨑文音 （荒川区立第六日暮里小学校）
岩田和真 （高山市立山王小学校）
岩堀由芽 （宗像市立自由ヶ丘小学校）
江澤果帆 （杉並区立桃井第一小学校）
及川未來 （富谷町立あけの平小学校）
大多裕大 （かほく市立大海小学校）
小山祥生 （新宿区立落合第六小学校）
片井成海 （播磨町立播磨南小学校）
神奈川彰文 （大田区立仲六郷小学校）
金子桃花 （墨田区立第一寺島小学校）
鹿養真希人 （神戸市立高丸小学校）
河端　凌 （墨田区立両国小学校）
北嶋空河 （白山市立白峰小学校）
木下　周
倉瀨隆史 （富谷町立明石台小学校）
栗原智己 （新宿区立愛日小学校）
小池拓実 （那須塩原市立波立小学校）
小林　杏 （豊島区立駒込小学校）
小林那奈 （宮代町立笠原小学校）
齊藤京楓 （荒川区立尾久宮前小学校）
佐々田文乃 （荒川区立尾久宮前小学校）
佐藤世梨 （豊島区立仰高小学校）
佐藤　碧 （杉並区立永福小学校）
佐藤勇希 （墨田区立第四吾嬬小学校）
猿渡零士 （市原市立有秋東小学校）
塩島理史 （荒川区立第三日暮里小学校）
杉田　陽 （宇美町立井野小学校）
杉本心宙 （墨田区立言問小学校）
傍島馨子 （杉並区立四宮小学校）
高鍬智由 （かほく市外日角小学校）
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佳作(972作品)

小学2年生
髙田陽太
髙田琳太郎 （新宿区立牛込仲之小学校）
髙橋奏良 （荒川区立尾久小学校）
竹内美智 （播磨町立播磨南小学校）
伊達龍貴 （荒川区立大門小学校）
田中千晴 （荒川区立尾久第六小学校）
丹原笑花 （新宿区立柏木小学校）
土屋翔宇・平尾颯峨・栗栖怜生・宮所紗也 （有田川町立藤並小学校）
鶴薗　　実優 （知多市立旭北小学校）
寺町碧生 （墨田区立八広小学校）
天満愛菜 （白山市立千代野小学校）
德永実莉 （袖ケ浦市立昭和小学校）
戸村姿月 （三郷市立新和小学校）
中田沙良 （宇美町立宇美小学校）
西村雪那 （小松市立矢田野小学校）
林悠斗（2年）・林星玲彩（1年） （韮崎市立甘利小学校）
林　瑠威 （宗像市立自由ヶ丘小学校）
久田凌誠 （白山市立蕪城小学校）
左　かのこ （荒川区立第一日暮里小学校）
平井由季 （文京区立小日向台町小学校）
平田創也 （茅野市立豊平小学校）
平山夏帆 （墨田区立両国小学校）
福井輝十 （市原市立姉崎小学校）
福田真唯 （野々市市立富陽小学校）
舩越奏太 （宗像市立日の里西小学校）
船橋ひなた （行田市立下忍小学校）
堀川悠眞 （袖ケ浦市立蔵波小学校）
松岡大祐 （桑名市立益世小学校）
松本唯都 （座間市立旭小学校）
鞠子　結 （江戸川区立篠崎第二小学校）
三浦妃夏 （荒川区立第九峡田小学校）
三浦雷太郎 （文京区立千駄木小学校）
村井友香 （墨田区立第四吾嬬小学校）
最上絵菜 （三沢市立岡三沢小学校）
森岡　瑛 （墨田区立第三寺島小学校）
安江由希奈 （かほく市立高松小学校）
栁　大樹 （宇美町立宇美小学校）
柳瀬唯花 （荒川区立赤土小学校）
山口　星 （板橋区立志村第三小学校）
山口萌愛 （荒川区立尾久宮前小学校）
山口祐汰 （宇美町立井野小学校）
山﨑慶香 （宇美町立宇美小学校）
山本蒼史 （市原市立市原小学校）
横森穂夏 （韮崎市立穂坂小学校）
横山栞菜 （白山市立蕪城小学校）
吉田裕紀 （豊島区立駒込小学校）
米田　推 （墨田区立第二寺島小学校）
若生　倭 （荒川区立汐入東小学校）
和島乃愛 （石狩市立南線小学校）
渡辺莉音 （墨田区立緑小学校）

小学3年生（132作品）
青山理子 （神戸市立井吹東小学校）
浅田　響 （飯塚市立庄内小学校）
阿部史歩理 （板橋区立北野小学校）
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佳作(972作品)

小学3年生
阿部竜典 （荒川区立第三日暮里小学校）
阿部愛実 （小平市立花小金井小学校）
阿部実緒 （荒川区立汐入小学校）
阿部夢花 （富谷町立富谷小学校）
荒井結月 （袖ケ浦市立蔵波小学校）
安部紫乃 （杉並区立方南小学校）
五十嵐崇公 （青山学院初等部）
池上遥夏 （荒川区立第九峡田小学校）
伊﨑佑梧 （新宿区立落合第三小学校）
諌山奏斗 （習志野市立谷津小学校）
磯　眞佳 （文教大学付属小学校）
伊藤文太郎 （市原市立姉崎小学校）
井上愛香 （袖ケ浦市立長浦小学校）
岩渕朱音 （浜松市立元城小学校）
上野桃太郎 （上三川町立坂上小学校）
鵜澤　奏 （墨田区立第四吾嬬小学校）
内田悠斗 （播磨町立播磨南小学校）
大坂凜華 （市原市立姉崎小学校）
太田昴星 （市原市立姉崎小学校）
岡田紗英 （板橋区立志村第六小学校）
岡村瑞貴 （新宿区立西戸山小学校）
小川七愛 （荒川区立第三日暮里小学校）
荻野果稟 （飯塚市立庄内小学校）
落合　尊 （市原市立千種小学校）
小野えりか （小田原市立足柄小学校）
小野快晟 （富谷町立明石台小学校）

（青山学院初等部）
片瀬由理 （武豊町立緑丘小学校）
金澤佑美 （市原市立姉崎小学校）
鎌田理子 （市原市立姉崎小学校）
菊島大雅 （杉並区立馬橋小学校）
喜多志帆 （白山市立蕪城小学校）
北村麻衣 （青山学院初等部）
木下　響 （桑名市立修徳小学校）
木村琉偉 （播磨町立播磨南小学校）
木室優花 （飯塚市立庄内小学校）
熊本皓介 （宇美町立宇美小学校）
栗原佑馬 （杉並区立高井戸第二小学校）
小池輝音 （荒川区立第二瑞光小学校）
孝多里月 （大田区立道塚小学校）
輿石真緒 （荒川区立尾久第六小学校）
小松美穂 （上田市立塩川小学校）
小湊結雪 （神戸市立春日台小学校）
近藤佑磨 （墨田区立第四吾嬬小学校）
齋藤美伶 （荒川区立汐入小学校）
斉藤祐太 （宇美町立桜原小学校）
坂井希輝 （袖ケ浦市立蔵波小学校）
坂本弥優 （墨田区立横川小学校）
笹田胡羽 （袖ケ浦市立根形小学校）
笹原　碧 （江戸川区立鹿骨東小学校）
佐藤啓介 （新宿区立落合第三小学校）
澤　正周 （新宿区立早稲田小学校）
志太　証 （文京区立湯島小学校）
島田未梨 （文京区立湯島小学校）
正林花鈴奈 （茂原市立豊田小学校）
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佳作(972作品)

小学3年生
白石知行 （板橋区立若木小学校）
新谷千晶 （津幡町立津幡小学校）
杉下アンヘリカ 実結世 （荒川区立第二日暮里小学校）
杉野梨花子 （墨田区立小梅小学校）
杉ノ原征次郎 （播磨町立播磨南小学校）
杉平将貴 （荒川区立第三瑞光小学校）
鈴木明里 （浜松市立都田小学校）
鈴村茉紘 （荒川区立峡田小学校）
諏訪千佳子 （荒川区立第六瑞光小学校）
関口美沙子 （荒川区立第六日暮里小学校）
関灘翔太郎 （青山学院初等部）
関本　翠 （昭和学院小学校）
高木咲衣 （桑名市立修徳小学校）
髙須彩藍 （那須塩原市立大原間小学校）
高橋颯輝 （荒川区立第二峡田小学校）
髙橋美葉 （富谷町立富谷小学校）
髙林　快 （浜松市立有玉小学校）
髙林礼歩 （浜松市立元城小学校）
高山千宙 （文京区立昭和小学校）
立川ミシェル里咲 （青山学院初等部）
田中航平 （津幡町立津幡小学校）
種村心春 （板橋区立北野小学校）
田原卓武 （播磨町立播磨南小学校）
爲田涼菜 （播磨町立播磨南小学校）
杖田泰晴 （浜田市立三隅小学校）
寺内明星 （江戸川区立南小岩小学校）
寺川侑那 （神戸市立垂水小学校）
寺林　謙 （杉並区立松庵小学校）
照屋柊一朗 （新宿区立天神小学校）
戸髙月乃 （墨田区立東吾嬬小学校）
殿川莉子 （石狩市立双葉小学校）
外村梨桜 （荒川区立汐入東小学校）
戸邉　快 （墨田区立錦糸小学校）
冨澤龍太 （杉並区立杉並第二小学校）
富田梨花子 （荒川区立赤土小学校）
中嶋幸生 （荒川区立第一日暮里小学校）
中田大裕 （袖ケ浦市立長浦小学校）
永野将樹 （浜田市立原井小学校）
中平翔大 （大阪狭山市立南第三小学校）
中村美遥 （墨田区立曳舟小学校）
名倉由愛 （荒川区立第三峡田小学校）
奈良唯太郎 （東京学芸大学附属大泉小学校）
新村心葉 （坂戸市立勝呂小学校）
西田雛音 （神戸市立霞ケ丘小学校）
野﨑智弘 （かほく市立宇ノ気小学校）
箱石虎ノ介 （石狩市立花川南小学校）
花田咲和 （宇美町立桜原小学校）
久　結波 （墨田区立小梅小学校）
秀島弘兼 （長与町立長与小学校）
平野喬久 （宇美町立原田小学校）
福田光梨 （墨田区立言問小学校）
藤本埜花 （宇美町立原田小学校）
藤原　萌 （筑波大学附属聴覚特別支援学校　）
舟橋俊汰 （知多市立新田小学校）
古江颯十 （宇美町立井野小学校）



第19回　図書館を使った調べる学習コンクール
佳作(972作品)

小学3年生
逸見佳穂 （仙台市立旭丘小学校）
堀内　詩 （荒川区立第四峡田小学校）
堀川羅奈 （豊島区立西巣鴨小学校）
前田晃希 （かほく市立宇ノ気小学校）
松尾真帆 （茅野市立玉川小学校）
三森千佳代 （荒川区立尾久小学校）
宮澤亜純奈 （那須塩原市立槻沢小学校）
向野真生子 （青山学院初等部）
森田結子 （紫波町立彦部小学校）
安永義悠 （江東区立第三砂町小学校）
安福心優 （青山学院初等部）
山口幹太 （荒川区立第七峡田小学校）
山﨑ひかり （荒川区立赤土小学校）
山田純平 （津幡町立津幡小学校）
山本匠音 （小松市立苗代小学校）
湯澤希心 （荒川区立尾久西小学校）
横田美桜 （青山学院初等部）
吉田彪心 （三鷹市立第六小学校）
吉村亮哉 （京都市立朱雀第四小学校）

小学4年生（151作品）
青木創太 （羽曳野市立羽曳が丘小学校）
青木陽央里 （小松市立稚松小学校）
青柳　翼 （三郷市立八木郷小学校）
青山颯次 （津幡町立太白台小学校）
麻岡蒼介 （荒川区立汐入東小学校）
浅川瑞姫・飯野姫菜 （韮崎市立甘利小学校）
浅見萌花 （板橋区立徳丸小学校）
麻生隆瑛 （大田区立道塚小学校）
阿出川昊大 （荒川区立尾久西小学校）
阿部春輝 （知多市立新知小学校）
網中ゆりえ （江戸川区立下小岩第二小学校）
荒木愛凛 （神戸市立竹の台小学校）
有井心希 （三田市立あかしあ台小学校）
石井杏彩 （宗像市立河東小学校）
石田小雪 （江戸川区立宇喜田小学校）
石田淳之介 （荒川区立尾久第六小学校）
石田桃香 （神戸市立高羽小学校）
伊藤千結 （茅野市立豊平小学校）
犬塚琉理 （碧南市立新川小学校）
上原咲野 （青山学院初等部）
上原花野 （青山学院初等部）
氏家育琉 （荒川区立汐入小学校）
宇田川菜月 （三郷市立彦成小学校）
内林佑斗 （墨田区立押上小学校）
江頭あかり （浜松市立井伊谷小学校）
大崎　優 （墨田区立柳島小学校）
大竹凛・西川眞由 （白山市立松陽小学校）
大野耕太郎 （豊島区立富士見台小学校）
大橋馨子 （豊島区立目白小学校）
大森匠德 （青山学院初等部）
岡田雄哉 （上三川町立本郷北小学校）
岡田　塁 （習志野市立谷津小学校）
岡野悠愛 （白山市立松任小学校）
岡安巧夢 （荒川区立赤土小学校）



第19回　図書館を使った調べる学習コンクール
佳作(972作品)

小学4年生
小川春樹 （白山市立東明小学校）
小野新之介 （文京区立湯島小学校）
小野田　猛 （荒川区立峡田小学校）
甲斐翔太 （飯塚市立庄内小学校）
開發美咲 （大田区立糀谷小学校）

（石狩市立紅南小学校）
片井若葉 （播磨町立播磨南小学校）
金子歩未 （袖ケ浦市立中川小学校）
神村愛華 （井手町立井手小学校）
河合琢登 （豊田市立小清水小学校）
川畑優奈 （鹿屋市立串良小学校）
瓦田侑子 （宇美町立桜原小学校）
岸上恵大 （石狩市立双葉小学校）
木下咲歩 （袖ケ浦市立昭和小学校）
木下恵麻
木村風葉 （会津若松市立行仁小学校）
木村利優 （墨田区立横川小学校）
金城聖捺 （袖ケ浦市立平岡小学校）
九里　篤 （杉並区立桃井第三小学校）
久保田大輝 （鴻巣市立鴻巣南小学校）
熊澤暖人 （板橋区立北野小学校）
久米里奈 （青山学院初等部）
源内杏太朗 （荒川区立汐入東小学校）
河野隆之介 （豊後高田市立桂陽小学校）
兒嶋一樹 （有田川町立藤並小学校）
後藤由宇 （宇美町立井野小学校）
小西叶和 （燕市立分水小学校）
小針巧巳 （足立区千寿双葉小学校）
小山耀子 （上里町立上里東小学校）
今度哲玄 （荒川区立尾久小学校）
齋藤卯弥 （墨田区立菊川小学校）
坂井　綸 （茅野市立永明小学校）
坂上奏斗 （吉川市立栄小学校）
坂本舜介 （神戸市立霞ケ丘小学校）
櫻井千昂 （新宿区立余丁町小学校）
佐藤ショーン優樹 （熊取町立中央小学校）
佐藤玲香 （杉並区立済美小学校）
島崎隼汰 （板橋区立中根橋小学校）
清水脩志 （青山学院初等部）
清水翔太 （墨田区立錦糸小学校）
清水毅志 （鴻巣市立常光小学校）
志村一瑠 （青山学院初等部）
下郡結太 （新宿区立愛日小学校）
鈴木空華葉 （墨田区立第三吾嬬小学校）
鈴木知音 （荒川区立第二日暮里小学校）
関　朝羽 （宇美町立原田小学校）
瀬戸山　円 （宗像市立自由ヶ丘小学校）
高田愛巴 （白山市立松任小学校）
髙野知紗 （袖ケ浦市立蔵波小学校）
高橋悠太
髙平彩葉 （富谷町立富ケ丘小学校）
瀧田　旭 （市原市立有秋東小学校）
田中彩音 （苫小牧市立拓進小学校）
田中花奈 （宗像市立日の里西小学校）
田中凛奈 （新宿区立津久戸小学校）
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佳作(972作品)

小学4年生
田渕遵征 （新宿区立愛日小学校）
多部田千花 （荒川区立汐入東小学校）
田村美結 （白山市立北陽小学校）
辻　樹賢 （大阪狭山市立第七小学校）
辻　皇一郎 （宇美町立原田小学校）
寺前百葉 （神戸市立霞ケ丘小学校）
遠島麻央 （豊島区立目白小学校）
中神陽菜 （豊橋市立栄小学校）
長坂拓哉 （茅野市立玉川小学校）
中島　　理貴 （LCA国際小学校）
西井真永 （北区立王子第一小学校）
西出衣織 （小松市立稚松小学校）
橋立心美 （墨田区立菊川小学校）
橋本　至 （恵庭市立松恵小学校）
服部叶愛 （有田川町立小川小学校）
早川航平 （荒川区立尾久小学校）
林　進義 （邑南町立矢上小学校）
林　岳志 （茅野市立湖東小学校）
原田泰正 （豊田市立堤小学校）
東　鈴夏 （白山市立松陽小学校）
平木悠翔 （板橋区立緑小学校）
廣畑七海 （宗像市立赤間小学校）
深田彩音 （小松市立国府小学校）
深田結希 （板橋区立三園小学校）
福田　翔 （荒川区立尾久西小学校）
福山裕子 （江戸川区立臨海小学校）
藤原愛子 （青山学院初等部）
渕尻　千尋 （西宮市立広田小学校）
星　りほ （荒川区立汐入小学校）
本多　結 （市原市立姉崎小学校）
蒔苗大和 （杉並区立高井戸東小学校）
松下結貴 （播磨町立播磨南小学校）
松原由香 （京都市立宇多野小学校）
松本陽琉 （小松市立粟津小学校）
松本桃華 （新宿区立東戸山小学校）
丸井梗凪 （かほく市外日角小学校）
三國泰誠 （市原市立姉崎小学校）
水越宥吾 （青山学院初等部）
實生　葉 （新宿区立戸山小学校）
宮下隼平 （大阪狭山市立南第一小学校）
宮本紗有 （京都市立宇多野小学校）
三輪航暉 （青山学院初等部）
宗像琴美 （文教大学付属小学校）
村田　葵 （大阪教育大学附属平野小学校）
村松夏芽 （荒川区立汐入東小学校）
室谷柚葉 （津幡町立津幡小学校）
茂田井啓仁 （LCA国際小学校）
樅野琴祢 （熊取町立北小学校）
森　葵 （板橋区立志村小学校）
安岡蓮香 （荒川区立瑞光小学校）
安田優香 （荒川区立第二日暮里小学校）
山川耀介 （荒川区立尾久第六小学校）
山口翔平 （宇美町立井野小学校）
山口智也 （津幡町立井上小学校）
山口夢ノ介 （荒川区立尾久宮前小学校）
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佳作(972作品)

小学4年生
山口唯桜 （羽曳野市立白鳥小学校）
山﨑花奏 （白山市立松任小学校）
山﨑実花 （新宿区立戸塚第一小学校）
山田健斗 （新宿区立淀橋第四小学校）
山元萌々夏 （かほく市立七塚小学校）
山本　菫 （三郷市立新和小学校）
米田賢人 （新宿区立落合第一小学校）

小学5年生（160作品）
岡木梨音 （三条市立大崎小学校）
秋田夕葵 （綾川町立滝宮小学校）
秋本秀翔 （筑波大学附属聴覚特別支援学校　）
朝井ひたき （小松市立芦城小学校）
朝倉志侑 （恵庭市立若草小学校）
朝倉ちひろ （茅野市立北山小学校）
浅里優芽 （石狩市立生振小学校）
阿蘇晴高 （吉川市立栄小学校）
荒井航汰 （東大和市立第九小学校）
安間　馨 （高根沢町立西小学校）
池野舞香 （浜松市立和地小学校）
石川うらら （墨田区立緑小学校）
石川大瑚 （新宿区立津久戸小学校）
石川　華 （湘南学園小学校）
石橋花菜 （墨田区立緑小学校）
市村康青 （板橋区立常盤台小学校）
稲庭香歩 （江戸川区立第二松江小学校）
今長谷崇司 （宗像市立自由ヶ丘小学校）
入江花夏 （宇美町立宇美小学校）
岩村朱夏 （荒川区立第五峡田小学校）
上田咲希 （杉並区立和田小学校）
上田未来 （三郷市立丹後小学校）
上原桃佳 （新宿区立戸塚第一小学校）
内山綺乃 （袖ケ浦市立奈良輪小学校）
江口佳蓮 （江戸川区立西小岩小学校）
圓本倫子 （墨田区立二葉小学校）
近江谷夏美 （北広島市立西部小学校）
大坂蒼馬 （市原市立姉崎小学校）
大塚悠航 （宗像市立日の里東小学校）
大朏侑子 （上里町立長幡小学校）

（神戸市立糀台小学校）
大橋由采 （白山市立旭丘小学校）
大平優奏 （白山市立蝶屋小学校）
大山　凜 （文京区立汐見小学校）
岡崎　紗 （荒川区立汐入東小学校）
緒方里紗 （宇美町立井野小学校）
岡部一路 （荒川区立汐入東小学校）
奥森麻奈加 （有田川町立田殿小学校）
小澤日向 （北広島市立西部小学校）
小名木みなみ （韮崎市立韮崎小学校）
小野桜子 （墨田区立第三寺島小学校）
小野友菜 （新宿区立戸塚第一小学校）
甲斐妃奈乃 （墨田区立第三吾嬬小学校）
片山喜・木村凌・真辺亮佑　 （府中市立栗生小学校）
金岩帆洋 （荒川区立ひぐらし小学校）
金子竜也 （墨田区立錦糸小学校）
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佳作(972作品)

小学5年生
金子穂乃花 （神戸市立井吹東小学校）
釜谷優梨花 （富谷町立東向陽台小学校）
川﨑寛生 （習志野市立谷津小学校）
川端美月 （新宿区立余丁町小学校）
岸　優貴 （荒川区立第四峡田小学校）
木下花乃 （筑波大学附属聴覚特別支援学校　）
鬼原伊吹 （石狩市立花川南小学校）
久多里一颯 （宇美町立桜原小学校）
久冨祐奈 （大田区立洗足池小学校）
窪田綾乃 （筑波大学附属聴覚特別支援学校　）
越川萌伽 （三郷市立桜小学校）
後藤蓮汰 （東久留米市立第三小学校）
小林育未 （荒川区立汐入東小学校）
小松玲那 （荒川区立第三瑞光小学校）
小松原蒼乃 （神戸市立糀台小学校）
近藤　花 （羽曳野市立丹比小学校）

原美咲 （武豊町立衣浦小学校）
佐々木希実 （荒川区立第五峡田小学校）
佐藤魁星 （豊島区立高南小学校）
佐藤祐希 （茂原市立中の島小学校）
志岐真步 （山梨学院大学附属小学校）
澁谷桃代 （富谷町立東向陽台小学校）
嶋多真爾 （小松市立第一小学校）

杉角心優 （墨田区立横川小学校）
鈴木ころも （静岡大学教育学部附属浜松小学校）
鈴木大貴 （吉川市立中曽根小学校）
鈴木仁菜 （西宮市立広田小学校）
鈴木日南子 （荒川区立第六日暮里小学校）
砂澤あゆみ
瀬上祐汰 （江戸川区立南小岩小学校）
髙木あろは （武豊町立衣浦小学校）
髙倉　暉 （小松市立稚松小学校）
髙橋　凱 （京都市立朱雀第四小学校）
高橋充輝 （荒川区立第二峡田小学校）
高柳遥太郎 （荒川区立第七峡田小学校）
忠内乃々子 （荒川区立尾久西小学校）
立野万彩子 （宗像市立赤間西小学校）
田中瑞樹 （内灘町立大根布小学校）
玉木克海 （新宿区立西戸山小学校）
玉木なのは （江戸川区立小岩小学校）
田村奈々 （富谷町立成田東小学校）
土谷秀太朗 （播磨町立播磨南小学校）
德富　天 （墨田区立錦糸小学校）
十時希美 （宇美町立原田小学校）
豊川ライ （津幡町立太白台小学校）
中木美香 （内灘町立大根布小学校）
中田こころ （神戸市立竹の台小学校）
中村祐允 （新宿区立鶴巻小学校）

すーくんクラブ
福塚マミ（五條市立牧野小学校5年）・水本吏音（五條市立西吉野小学校5年）・津田悠妃（五
條市立牧野小学校4年）・宮澤羽琉（五條市立牧野小学校4年）・植田遥斗　（五條市立北宇
智小学校4年）・堀内珠羅（五條市立阪合部小学校4年）・米田千尋（五條市立宇智小学校4
年）・石田視弓（五條市立北宇智小学校4年）・宮澤里奈（五條　市立北宇智小学校4年）・上
田弘菜（五條市立宇智小学校4年）・窪田凱斗（五條市立阪合部小学校3年）・中川はる（五條
市立阪合部小学校3年）・廣田紗織（五條市立野原小学校3年）
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佳作(972作品)

小学5年生
成田朱里 （小松市立西尾小学校）
西島寛瑛 （熊本市立帯山西小学校）
西宮瑞希 （杉並区立馬橋小学校）
西村莉子 （津山市立林田小学校）
納所創真 （江戸川区立鎌田小学校）
野口　苺 （荒川区立第三瑞光小学校）
野崎律澄 （白山市立千代野小学校）
長谷川綾音 （新宿区立津久戸小学校）
長谷川富大 （文京区立湯島小学校）
花田佳紀 （宇美町立原田小学校）
早川友梨 （三郷市立彦郷小学校）
原　夢叶 （宇美町立井野小学校）
東　琴音 （高根沢町立西小学校）
久　奏海 （墨田区立小梅小学校）
左　遥日 （荒川区立第一日暮里小学校）
平石　渉 （荒川区立汐入東小学校）
平松優生 （一宮市立神山小学校）

（新宿区立戸塚第一小学校）
藤田啓祐 （宗像市立日の里東小学校）
藤田真生 （大田原市立大田原小学校）
藤田優希 （香港日本人学校小学部香港校）
藤谷美凛 （大和高田市立陵西小学校）
藤本幸紀 （市原市立国分寺台西小学校）
藤原惺大 （杉並区立四宮小学校）
船坂李来 （高山市立国府小学校）
古地夏弓 （墨田区立言問小学校）
古橋ビスマ （荒川区立汐入小学校）
細島弘熙 （三条市立大崎小学校）
堀田　開 （八千代市立大和田小学校）
堀籠ひなた （杉並区立高井戸小学校）
本庄陸人 （播磨町立播磨西小学校）
前多果琳 （白山市立東明小学校）
牧山アリナ （知多市立岡田小学校）
松本貫太郎 （熊取町立西小学校）
松本ひなた （宗像市立赤間小学校）
松本みなみ （荒川区立第二日暮里小学校）
松本萌華 （荒川区立尾久西小学校）
馬淵璃裕奈 （八千代市立大和田小学校）
丸小時生 （新宿区立天神小学校）
三嶋多恵 （文京区立誠之小学校）
三林心温 （京都市立宇多野小学校）
南　英里佳 （播磨町立播磨南小学校）
宮澤青怜 （杉並区立馬橋小学校）
宮本沙楽 （内灘町立大根布小学校）
宮本瑠莉 （白山市立松南小学校）
森本航太 （播磨町立蓮池小学校）
森本結音 （白山市立蕪城小学校）
安永義章 （江東区立第三砂町小学校）
薮野智香 （播磨町立播磨南小学校）
山岸小春 （墨田区立二葉小学校）
山﨑玲二 （荒川区立第二峡田小学校）
山里一心 （東京学芸大学附属世田谷小学校）
山下栞奈 （宗像市立吉武小学校）
山下結生佳 （恵庭市立若草小学校）
山田朔藍 （中津川市立福岡小学校）
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佳作(972作品)

小学5年生
山田柊斗 （荒川区立尾久西小学校）
山中朔也 （内灘町立大根布小学校）
山本　侑 （杉並区立杉並第四小学校）
山本英貴 （荒川区立汐入東小学校）
横関亜美 （茅野市立北山小学校）
吉田千夏 （茅野市立永明小学校）
米田佳世 （羽曳野市立高鷲北小学校）
若田惇心 （墨田区立曳舟小学校）
渡邉結生 （荒川区立赤土小学校）
王　熠 （浜田市立美川小学校）

小学6年生（162作品）
青木悠真 （宗像市立玄海小学校）
赤石晃太郎 （神戸市立霞ケ丘小学校）
網代瞳子 （墨田区立第四吾嬬小学校）
渥美里菜 （浜松市立葵西小学校）
天野叡志 （シカゴ双葉会日本語学校補習校）
安斎美郁 （武豊町立衣浦小学校）
池田祐美 （宗像市立東郷小学校）
池端夏穂 （松阪市立中川小学校）
石井杏実 （宗像市立自由ヶ丘南小学校）
石田　萌 （荒川区立第三日暮里小学校）
石塚望愛 （白山市立北陽小学校）
磯　汰誠 （那須塩原市立東小学校）
伊藤　蘭 （浜松市立豊西小学校）
糸谷優希
射塲大輔 （新宿区立花園小学校）
岩野由弥 （墨田区立第三吾嬬小学校）
岩間遥香 （袖ケ浦市立昭和小学校）
植島綾香 （大和高田市立陵西小学校）
鵜澤　匠 （墨田区立第四吾嬬小学校）
内山美宇 （浜松市立西気賀小学校）
宇野樹生 （津幡町立中条小学校）
梅村風花 （板橋区立高島第三小学校）
驛野颯太 （文京区立柳町小学校）
大木健祐 （井手町立多賀小学校）
大楠理央 （宇美町立宇美東小学校）
太田彩乃 （墨田区立第三吾嬬小学校）
大場海依 （富谷町立あけの平小学校）
大森凪紗 （小松市立矢田野小学校）
岡戸蓮奈 （岡崎市立広幡小学校）
小川莉奈 （墨田区立八広小学校）
奥田琉夏 （荒川区立第六瑞光小学校）
奥野智尋 （かほく市立金津小学校）
貝保心美 （木更津市立岩根小学校）
貝谷悠馬 （浜松市立瑞穂小学校）
葛西萌恵 （江戸川区立平井小学校）
笠原琴音 （荒川区立尾久西小学校）
梶田理杏 （荒川区立汐入小学校）
柏倉　元 （三郷市立前谷小学校）
片桐紗英 （三郷市立早稲田小学校）
片山璃乃 （かほく市立宇ノ気小学校）
勝部真衣 （新宿区立早稲田小学校）
勝本麻仁 （高浜市立港小学校）
嘉土陽咲 （三田市立志手原小学校）
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佳作(972作品)

小学6年生
加藤由佳 （宗像市立赤間西小学校）
門田若菜 （新宿区立西戸山小学校）
金田あかり （白山市立東明小学校）
鎌田彩花 （新宿区立余丁町小学校）
上笹なつき （播磨町立播磨小学校）
河合鈴夏 （豊田市立小清水小学校）
川瀬結子 （神戸市立狩場台小学校）
川田航輝 （八潮市立中川小学校）
河原　輝 （荒川区立尾久第六小学校）
川村悠花 （鴻巣市立鴻巣南小学校）
神成郁佳 （恵庭市立和光小学校）
北岡真里 （川崎市立宮崎小学校）
木村仁美 （宮代町立笠原小学校）
木村愛唯 （文京区立関口台町小学校）
金　紗梨奈 （札幌市立平岸高台小学校）
蔵谷保乃可 （津幡町立条南小学校）
栗林　結 （荒川区立汐入小学校）
輿石菜緒 （荒川区立尾久第六小学校）
小嶋夏音 （荒川区立汐入小学校）
児玉匡門 （荒川区立峡田小学校）
小畠知夏 （宗像市立南郷小学校）
小林仁花 （荒川区立尾久小学校）
小間井紗彩 （白山市立北陽小学校）
小槙祥子 （袖ケ浦市立長浦小学校）
込山拓弥 （江戸川区立清新第一小学校）
小山喜八 （杉並区立桃井第三小学校）
酒井美玖 （墨田区立第一寺島小学校）
笹川昌暉 （新宿区立戸塚第一小学校）
佐々木美空 （三沢市立三川目小学校）
佐藤寿美 （荒川区立第三瑞光小学校）
佐野悠羽 （墨田区立第三吾嬬小学校）
澤井瑞希 （富谷町立東向陽台小学校）
澤田理花 （荒川区立尾久西小学校）
澤野敬思 （白山市立蕪城小学校）
塩原美彩 （杉並区立浜田山小学校）
志水健太郎 （宗像市立自由ヶ丘小学校）
下田優希 （毛呂山町立毛呂山小学校）
新藤間篤生 （墨田区立外手小学校）
末吉菜々実 （八潮市立大原小学校）
菅　綾夏 （シカゴ双葉会日本語学校補習校）
杉江美緒 （荒川区立尾久宮前小学校）
須佐風音 （袖ケ浦市立蔵波小学校）
鈴木颯太 （熊取町立西小学校）
鈴木妃愛華 （浜松市立城北小学校）
鈴木遼真 （西宮市立広田小学校）
瀬川大地 （江戸川区立一之江小学校）
瀨能彩音・阿部佑希　 （市原市立姉崎小学校）
高枝　駿 （かほく市立宇ノ気小学校）
高澤りな （新宿区立落合第三小学校）
高橋　葵 （荒川区立汐入小学校）
髙橋一颯 （荒川区立尾久西小学校）
高橋一彰 （江戸川区立二之江第二小学校）
高間結子 （墨田区立緑小学校）
高松悠大 （杉並区立天沼小学校）
髙栁　耀 （杉並区立杉並第四小学校）
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佳作(972作品)

小学6年生
田口くるみ （小平市立花小金井小学校）
田中紅美 （韮崎市立韮崎北東小学校）
田中千鶴 （小松市立粟津小学校）
田中　牧 （鴻巣市立鴻巣南小学校）
田中真優 （小松市立芦城小学校）
谷口昌史 （習志野市立谷津小学校）
千田優希 （新宿区立富久小学校）
塚原なつ・髙橋叶恵・宮根夢奈 （坂戸市立坂戸小学校）
塚本蒼生 （小松市立月津小学校）
辻　美咲 （富谷町立東向陽台小学校）
土田楓太 （小松市立波佐谷小学校）
土屋はな （墨田区立両国小学校）
土屋　暖 （新宿区立西戸山小学校）
土屋百代 （新宿区立東戸山小学校）
筒井美依奈 （播磨町立播磨南小学校）
テッラコーネ沙夜　 （トリノ補習授業校）
寺村虹空 （荒川区立大門小学校）
富樫萌花 （東久留米市立第三小学校）
徳毛　南 （府中市立栗生小学校）
トランゴクアントゥ （新宿区立余丁町小学校）
内貴勇武 （神戸市立竹の台小学校）
永江玲那 （宇美町立井野小学校）
長岡碧海 （那須塩原市立稲村小学校）
中田千優 （江戸川区立中小岩小学校）
永山ふうか （大田区立清水窪小学校）
西井結海 （北区立王子第一小学校）
西原琴恵 （高浜市立港小学校）
西村　聡 （知多市立新知小学校）
長谷川　楓 （新宿区立市谷小学校）
畑中りん （白山市立東明小学校）
濵野美涼 （熊取町立北小学校）
平川　粹 （宇美町立宇美小学校）
深谷麻依 （岡崎市立広幡小学校）
船戸　凜 （津幡町立中条小学校）
寳地美咲 （宇美町立井野小学校）
星　立騎 （三郷市立丹後小学校）
細川海音 （小松市立矢田野小学校）
細川真綾 （小松市立第一小学校）
本田彩佳 （かほく市立宇ノ気小学校）
町浦彩恵 （大阪狭山市立東小学校）
松井みかげ （石狩市立緑苑台小学校）
松田さくら （津幡町立英田小学校）
松田宥之介 （杉並区立杉並第十小学校）
丸屋結愛 （鶴岡市立朝暘第一小学校）
三田ひとみ （国立市立国立第五小学校）
宮下壮一郎 （大阪狭山市立南第一小学校）
宮田　樹 （播磨町立播磨南小学校）
宮原和輝 （尼崎市立立花西小学校）
村上　葵 （東久留米市立第三小学校）
馬渡弘太朗 （新宿区立愛日小学校）
森　姫向 （大和高田市立陵西小学校）
森山　魁　 （シカゴ双葉会日本語学校補習校）
安井幹周 （豊橋市立鷹丘小学校）
山内優花 （市原市立姉崎小学校）
山浦琢朗 （荒川区立第二瑞光小学校）
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佳作(972作品)

小学6年生
山本真央 （岩出市立岩出小学校）
山本倫未 （荒川区立第三日暮里小学校）
幸　美玖 （飯塚市立庄内小学校）
横山璃桜 （岡崎市立広幡小学校）
吉村優希 （荒川区立第二日暮里小学校）

（大和高田市立陵西小学校）
米田ひかる （三田市立三輪小学校）
渡辺成海 （新宿区立落合第一小学校）
渡辺莉央 （恵庭市立松恵小学校）

■中学生の部（186作品）
中学1年生（60作品）

足立愛結紗 （福岡県立宗像中学校）
荒木有志　 （シカゴ双葉会日本語学校補習校）
石川うらら （新宿区立牛込第一中学校）
伊東ありさ （新宿区立西早稲田中学校）
植田幸成 （井手町立泉ヶ丘中学校）
梅原千春 （南部町立南部中学校）
大久保瑠南 （韮崎市立韮崎西中学校）
岡田　遥 （浜田市立浜田東中学校）
小川　茜 （那須町立那須中学校）
落合祐輔 （墨田区立両国中学校）
小俣真慈 （韮崎市立韮崎東中学校）
加藤美凪 （神戸市立垂水中学校）
上戸桃華 （出水市立出水中学校）
北原綾乃 （茅野市立永明中学校）
木村悠人・橋本滉生 （那須塩原市立日新中学校）
國藤夢奈 （墨田区立吾嬬立花中学校）
久保田璃子 （板橋区立高島第三中学校）
ケニー真矢 （シカゴ双葉会日本語学校補習校）
後藤綾花 （新宿区立西早稲田中学校）
齋藤匠希 （板橋区立志村第五中学校）
實崎有紗 （宇美町立宇美南中学校）
篠原月名 （白山市立光野中学校）
新里悌生　 （シカゴ双葉会日本語学校補習校）
菅野愛理 （墨田区立墨田中学校）
菅本駿介 （白山市立松任中学校）
菅原奈々子 （茅野市立永明中学校）
鈴木凜太郎 （宗像市立日の里中学校）
関　彩香 （吉川市立東中学校）
竹川瑶夏 （宇美町立宇美南中学校）
田中　陽 （宇美町立宇美東中学校）
田村日向子 （大田区立蒲田中学校）
徳永歩南 （袖ケ浦市立昭和中学校）
富山裕加 （宇美町立宇美南中学校）
中上英里香 （神戸市立垂水中学校）
夏木綾加 （荒川区立第七中学校）
奈良幹太 （江戸川区立鹿本中学校）
西村理子 （荒川区立第九中学校）
則久桃葉 （今治市立日吉中学校）
橋本瑞生 （西宮市立甲陵中学校）
橋本梨沙 （小松市立国府中学校）
長谷川　渚 （神戸市立垂水中学校）
平野帆花 （那須塩原市立三島中学校）
潘　平原 （シカゴ双葉会日本語学校補習校）
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中学1年生
保坂和奏 （荒川区立第四中学校）
三鴨昂将 （南部町立南部中学校）
三木颯真 （シカゴ双葉会日本語学校補習校）
水野　奏 （中津川市立第二中学校）
三井結生奈 （小松市立丸内中学校）
宮本彩香 （小松市立中海中学校）
村山琴音 （荒川区立第七中学校）
森﨑瑛基 （墨田区立吾嬬立花中学校）
山下日菜 （長崎市立茂木中学校）
山下瑠成 （小松市立安宅中学校）
山本章悟 （袖ケ浦市立蔵波中学校）
結城壱政 （白山市立鳥越中学校）
好住まゆ （墨田区立吾嬬立花中学校）
吉田　凪 （公文国際学園中等部）
吉田鈴奈 （小松市立芦城中学校）
寄金良圭 （文京区立第九中学校）
渡邊七洋 （恵庭市立恵み野中学校）

中学2年生（85作品）
朝井たしぎ （小松市立芦城中学校）
麻生陽聖 （宇美町立宇美東中学校）
阿蒜佳歩 （荒川区立第五中学校）
阿部瑠菜 （板橋区立志村第三中学校）
荒木萌恵
飯塚若菜 （荒川区立第三中学校）
石井三愛 （杉並区立東田中学校）
石橋花緒 （荒川区立南千住第二中学校）
市川智己 （荒川区立南千住第二中学校）
今村栞菜 （宇美町立宇美東中学校）
今村萌々 （宗像市立自由ヶ丘中学校）
伊豫田麦穂 （板橋区立中台中学校）
榎本航平 （荒川区立第三中学校）
大島侑馬 （荒川区立尾久八幡中学校）
大曽根亜衣 （荒川区立南千住第二中学校）
太田彩音 （荒川区立南千住第二中学校）
太田紗菜 （墨田区立文花中学校）
大瀧悠馬 （荒川区立第三中学校）
大橋朱音 （相模原市立鵜野森中学校）
大橋清香 （相模原市立鵜野森中学校）
岡崎千晶 （荒川区立第三中学校）
小川明日香 （墨田区立竪川中学校）
小川由華 （墨田区立竪川中学校）
小名木ちなみ （韮崎市立韮崎東中学校）
片山悠史 （宗像市立河東中学校）
鎌倉啓伍 （海城中学校）
川村優奈 （袖ケ浦市立蔵波中学校）
神田温海 （恵庭市立恵明中学校）
木元来美・吉田彩乃・増田凜太郎・
柴崎雪乃・二上紗耶香

（関西学院中学部）

楠本麗奈 （宇美町立宇美南中学校）
河野紗季 （荒川区立原中学校）
河野美波 （相模原市立鵜野森中学校）
小河原　統 （鴻巣市立吹上中学校）
五島亜美 （荒川区立第三中学校）
児玉聖璃花 （上田市立丸子北中学校）
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中学2年生
小沼敬子 （荒川区立第九中学校）
齋藤すみれ （荒川区立第五中学校）
坂本優衣 （袖ケ浦市立根形中学校）
佐久香菜子 （荒川区立第三中学校）
佐々木英音 （荒川区立原中学校）
澤田和真 （墨田区立桜堤中学校）
島村美佳 （白山市立松任中学校）
白井美咲 （荒川区立原中学校）
菅原彩夏 （荒川区立第七中学校）
鈴木駿吾 （荒川区立第七中学校）
須藤由衣 （宗像市立中央中学校）
髙木美羽 （松本秀峰中等教育学校）
髙萩美穂 （名古屋市立上社中学校）
武田怜来 （墨田区立墨田中学校）
棚橋由梨亜 （墨田区立文花中学校）
戸田遼平 （墨田区立桜堤中学校）
冨山琴絵　 （シカゴ双葉会日本語学校補習校）
中澤あい （荒川区立第九中学校）
中嶋美侑菜 （松本秀峰中等教育学校）
中園直樹 （宇美町立宇美南中学校）
那須和英 （恵庭市立柏陽中学校）
生井　響 （荒川区立南千住第二中学校）
奈良井理恵 （松本秀峰中等教育学校）
根本望花 （墨田区立桜堤中学校）
野中美沙子 （恵庭市立恵明中学校）
白田大弥 （海城中学校）
早川菜月 （宗像市立玄海中学校）
比嘉ひち樹 （相模原市立鵜野森中学校）
日中奈那 （相模原市立鵜野森中学校）
日野美鈴 （荒川区立第三中学校）
古屋星奈 （板橋区立高島第三中学校）
堀江優斗 （墨田区立寺島中学校）
洪　知延 （新宿区立西早稲田中学校）
前田磨緖 （松阪市立嬉野中学校）
前田優生・中野遥奈・太田あさひ・
川村未羽・鐘ヶ江幸音

（春日市立春日西中学校）

牧野哲也 （板橋区立志村第三中学校）
松崎宇志 （荒川区立第三中学校）
三内悠吾 （海城中学校）
三澤来実 （相模原市立鵜野森中学校）
宮川蒼生 （松本秀峰中等教育学校）
宮本あゆな （宗像市立玄海中学校）
安髙　遼 （宇美町立宇美中学校）
矢野洋子 （新宿区立西早稲田中学校）
横瀬さくら （荒川区立南千住第二中学校）
吉田秀人　 （シカゴ双葉会日本語学校補習校）
吉武百花 （袖ケ浦市立平川中学校）
吉原稀蘭 （荒川区立第三中学校）
吉村彩夏 （宇美町立宇美中学校）
和氣　蒼 （墨田区立文花中学校）
渡邉のん （荒川区立原中学校）

中学3年生（41作品）
井上玲奈 （荒川区立第七中学校）
植村果穂 （文京区立第九中学校）
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中学3年生
薄井巴菜 （荒川区立第七中学校）
大迫瑞季 （荒川区立諏訪台中学校）
尾田亜美 （プール学院中学校）
久保真花 （宗像市立中央中学校）
窪田涼花 （板橋区立中台中学校）
後藤　文 （荒川区立第七中学校）
小松瑞季 （恵庭市立恵庭中学校）
近藤岳琉 （白山市立北星中学校）
齋藤元希 （板橋区立志村第五中学校）
坂井忍暢 （袖ケ浦市立蔵波中学校）
清水菜津美 （墨田区立両国中学校）
鈴木奈美　 （シカゴ双葉会日本語学校補習校）
鈴木茉由子 （文京区立第三中学校）
鈴木琉斗 （海城中学校）
髙橋あなん （札幌聖心女子学院中学校）
高見和花 （プール学院中学校）
滝　真美子 （荒川区立諏訪台中学校）
田村采々未 （清教学園中学校）
鎮守優衣・鎮守舞衣 （宗像市立城山中学校）
永井響子 （宗像市立自由ヶ丘中学校）
中尾郁斗 （清教学園中学校）
中西里奈 （プール学院中学校）
中山祐輔 （羽曳野市立峰塚中学校）
成田亮介 （東大和市立第四中学校）
西島亜美 （プール学院中学校）
羽尻初音・小島萌・山本佳奈・
田中美咲・吉田光

（関西学院中学部）

林　夕貴 （荒川区立第七中学校）
飛矢地華音 （板橋区立中台中学校）
穂積香菜 （玉川聖学院　中等部）
真中志保里 （墨田区立錦糸中学校）
三橋りさ （玉川聖学院　中等部）
村中志帆 （札幌聖心女子学院中学校）
森宮健輔 （袖ケ浦市立長浦中学校）
矢野瑛歌 （東大和市立第四中学校）
山岡和可奈 （荒川区立諏訪台中学校）
山口夏実 （清教学園中学校）
横井彩人 （名古屋市立志賀中学校）
米川雄大 （茅野市立長峰中学校）
蓬田彩乃 （荒川区立第一中学校）

■高校生の部（15作品）
高校1年生（5作品）

稲垣侑成 （東京都立戸山高等学校）
大石　健　 （シカゴ双葉会日本語学校補習校）

楠　りえ子 （東京大学教育学部附属中等教育学校）
宮本　樹 （東京都立戸山高等学校）

高校2年生（4作品）
石川想眞 （東京都立戸山高等学校）
鈴木武尊 （渋谷教育学園渋谷高等学校）
田中彩絵 （広島県立安古市高等学校）
古川夏帆 （白百合学園高等学校）

梶山晃平（武相高等学校１年）・齋藤雅功（武相高等学校１年）・高梨駿（武相中学校１年）・
平形康貴（武相中学校１年）
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高校3年生（6作品）
魚谷航平 （関西学院高等部）
久保直輝 （関西学院高等部）
佐藤菜花 （関西大学高等部）
土屋優介 （関西学院高等部）
秦　芳樹 （関西学院高等部）
森脇由衣 （関西大学高等部）

■大人の部（7作品）
澤田秀隆
竹田充子
千葉郁美・木村優里花・広瀬恵実 （苫小牧市立中央図書館）
中村有里 （武豊町立図書館）
八王子千人塾古街道研究会
（根岸幸雄・毛利宏・塩見幸市・岩槻健一・
岩佐直美・櫻田幸久・水田正憲） （八王子市中央図書館　八王子千人塾）
福原　克
若槻健一 （八王子市中央図書館　八王子千人塾）

■子どもと大人の部（2作品）

小滝愛斗（袖ケ浦市立奈良輪小学校5年）・小滝遥斗（袖ケ浦市立奈良輪小学校6年）・小滝
美由紀（母）

中山響（有田川町立小川小学校3年）・中山友子（母）


