
平成２０年度
　第１３回　全十勝小中学生新聞スクラップコンクール審査結果
小学校２年生の部

名前 学校 テーマ
最優秀賞 工藤　紗樹 音更町立木野東小学校

小学校３年生の部
名前 学校 テーマ

最優秀賞 助川　麻衣 帯広市立大空小学校 アイヌ民族について
優秀賞 黒島　悠吾 帯広市立啓西小学校 冬休みの新聞スクラップ
優秀賞 平賀璃寿夢 音更町立木野東小学校 冬休みの新聞スクラップ
優秀賞 林　　舜平 帯広市立啓西小学校 エコ

小学校４年生の部
名前 学校 テーマ

最優秀賞 橋本　隆平 音更町立木野東小学校 気になる記事をスクラップ
優秀賞 内藤　理絵 帯広市立啓西小学校 新聞きりぬき
優秀賞 小須田真衣 帯広市立啓西小学校 スクラップ新聞
優秀賞 片　　健伸 帯広市立啓西小学校 冬休み自由研究スクラップ
優良賞 黒田　沙耶 音更町立木野東小学校 おいしい食べ物スクラップ
優良賞 今野　望恵 音更町立木野東小学校
努力賞 飯田奈々海 音更町立木野東小学校 漫画あんずちゃん
努力賞 後藤　大輝 音更町立木野東小学校 スクラップ
努力賞 中野　秀也 音更町立木野東小学校
努力賞 土田ことえ 帯広市立啓西小学校
努力賞 羽賀　大生 帯広市立大正小学校 スケート大会新聞スクラップ

小学校５年生の部
名前 学校 テーマ

最優秀賞 関　さくら 上士幌町立萩が丘小学校情報ノート
優秀賞 山下　鈴乃 大樹町立石坂小学校 情報ノート
優秀賞 田原　美優 音更町立音更小学校 スクラップノート
優秀賞 長平　紗彩 帯広市立啓西小学校
優良賞 白石　翔大 上士幌町立萩が丘小学校情報ノート
優良賞 日﨑真菜美 帯広市立啓西小学校
優良賞 米村　春香 帯広市立啓西小学校
努力賞 今村かえで 大樹町立石坂小学校 情報ノート
努力賞 大木　美優 大樹町立石坂小学校 情報ノート
努力賞 小島　廣己 大樹町立石坂小学校 情報ノート

小学校６年生の部
名前 学校 テーマ

最優秀賞 武田　美里 帯広市立開西小学校 情報ノート
優秀賞 鈴木　魁声 帯広市立啓西小学校 冬休み中に気になった記事
優秀賞 横山　咲季 大樹町立石坂小学校 情報ノート
優秀賞 前崎　愛実 帯広市立開西小学校 情報ノート
優良賞 牧野穂乃香 帯広市立開西小学校 情報ノート
優良賞 上西　瑠架 帯広市立啓西小学校
優良賞 稲葉　有咲 鹿追町立鹿追小学校 スクラップ
優良賞 金曽　美来 大樹町立石坂小学校 情報ノート
努力賞 佐藤　綾香 大樹町立石坂小学校 情報ノート
努力賞 北守　恵理 大樹町立石坂小学校 情報ノート
学級特別賞帯広市立開西小学校６年１組

中学校１年生の部
名前 学校 テーマ

最優秀賞 弓削　仁美 浦幌町立上浦幌中学校 私たちの町：浦幌町を知ろう
優秀賞 佐藤　光里 帯広市立清川中学校 企業の動きと売り上げ



優秀賞 田口　詩織 陸別町立陸別中学校 冬・スクラップノート
優秀賞 石割真侑子 浦幌町立上浦幌中学校 私たちの町：浦幌町を知ろう
優良賞 西山　菜花 清水町立御影中学校 都道府県調べ
優良賞 宍戸　晴香 幕別町立糠内中学校 新聞スクラップ
優良賞 安倍　暉恵 鹿追町立鹿追中学校 スクラップノート
優良賞 廣川　泰斗 浦幌町立上浦幌中学校 私たちの町：浦幌町を知ろう
努力賞 佐藤　憂奈 鹿追町立鹿追中学校 スクラップノート
努力賞 河岸　桜子 帯広市立清川中学校 野生動物と保護動物について
努力賞 山崎　朋香 鹿追町立鹿追中学校 スクラップノート
努力賞 村田　美咲 幕別町立糠内中学校

中学校２年生の部
名前 学校 テーマ

最優秀賞 田口　裕望 陸別町立陸別中学校 スクラップノート
優秀賞 今井　佑磨 鹿追町立鹿追中学校 スクラップノート
優秀賞 松井　葉月 鹿追町立鹿追中学校 冬休みスクラップノート
優秀賞 大原　成美 鹿追町立鹿追中学校 スクラップノート
優良賞 青砥未歩乃 鹿追町立鹿追中学校 スクラップノート
優良賞 及川亜里紗 帯広市立清川中学校
優良賞 平原　彩加 清水町立御影中学校
優良賞 渡辺　麻友 鹿追町立鹿追中学校 スクラップノート
優良賞 濱野　　愛 帯広市立清川中学校 まさか自分が死ぬとは
努力賞 今井　僚之 清水町立御影中学校 食
努力賞 中川　奈穂 帯広市立清川中学校 新聞スクラップ
努力賞 舘　　侑子 幕別町立糠内中学校 国語新聞スクラップ
努力賞 田中　秀和 鹿追町立鹿追中学校 スクラップノート
審査員特別賞黒沼　悠記 幕別町立糠内中学校

中学校３年生の部
名前 学校 テーマ

最優秀賞 奥秋　郁美 清水町立御影中学校 新聞スクラップ
優秀賞 井上　雄貴 帯広市立南町中学校 新聞記事
優秀賞 松田　彩花 幕別町立糠内中学校 新聞スクラップ
優秀賞 苅谷　侑里 清水町立御影中学校 新聞スクラップ
優良賞 廣山　勝巳 帯広市立清川中学校 中国に関するニュース
優良賞 正木　理実 帯広市立南町中学校 スクラップ
優良賞 小竹　　翠 清水町立御影中学校 新聞スクラップ
優良賞 中村　知美 幕別町立糠内中学校 新聞スクラップ
努力賞 平井　伶奈 清水町立御影中学校 新聞スクラップ
努力賞 小笠保菜美 帯広市立南町中学校 スクラップ
努力賞 後藤　　茜 帯広市立清川中学校 お金について
努力賞 齋藤　敏和 幕別町立糠内中学校

学校奨励賞
音更町立音更小学校 浦幌町立上浦幌中学校
音更町立木野東小学校 帯広市立清川中学校
帯広市立大空小学校 帯広市立南町中学校
帯広市立啓西小学校 鹿追町立鹿追中学校
帯広市立大正小学校 清水町立御影中学校
帯広市立開西小学校 幕別町立糠内中学校
上士幌町立萩が丘小学校陸別町立陸別中学校 応募総数
鹿追町立鹿追小学校 小学校　　　６３点
大樹町立石坂小学校 中学校　　４６６点

合計　　　５２９点
講評
小学校



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幕別町立糠内小学校　池田圭子

中学校

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浦幌町立上浦幌中学校　板垣　青空

　小学校は、冬休みにコツコツ継続して取り組んだ作品や、社会科や国語の学習
の発展的なものが多く見られた。記事の内容からわからない語句を調べて丁寧に
まとめているものもあった。新聞記事から言葉の学習に発展していくのは語彙力を
高めると感じた。記事の感想は、自分の考えを率直に書いてある作品が多く目を
引いた。低学年の作品が少なかったので、気軽に参加してほしい。

　出品されたものは，国語や社会，総合的な学習の時間など様々な授業で取り組
んだ作品が多くありました。夏，冬休みなどの長期休業も活用しながら，継続的に
取り組んでいる点が素晴らしいと思います。入賞した作品には記事の要約だけで
はなく，自分の考えや感想をまとめているものが多くありました。
　さらに上位に入賞した作品の中には，記事の中に使われている言葉の意味を調
べたり，要約の際に記事を書いた記者を取材したような書き方で上手にまとめて
いる作品もあり，工夫して取り組んでいる様子が伝わってきました。出品作品には
色を使ったりイラストを描いたりしながらまとめている作品も数多くあり，時間をか
けて取り組んでいる印象を受けました。　しかし，中学生なので見た目の工夫だけ
ではなく，記事の中身をどうとらえるか，そしてその記事に対して自分はどのように
考えるか，というところに時間をかけて取り組んでこそ意義のある学習になると思
います。テーマを設定して取り組み，スクラップを終えた後にまとめとして更に自分
の考えを深められると良いと思います。今年度は昨年度よりも応募総数が減って
しまったのが残念でした。来年度は今年度よりも更にレベルアップした作品が数多
く出品されることを楽しみにしています。


