
小学校１年生の部
名前 学校 テーマ

最優秀賞 平賀　亜十夢 音更町立木野東小学校 しんぶんすくらっぷ
優秀賞 濱田　成美 幕別町立糠内小学校 もっと知りたいのりものブック

小学校３年生の部
名前 学校 テーマ

最優秀賞 廣瀬　功多 音更町立木野東小学校 スクラップ帳
優秀賞 上西　和紀 帯広市立啓西小学校
努力賞 八鍬　恭子 音更町立木野東小学校 夏休み自由研究新聞スクラップ
努力賞 岡田　授 音更町立木野東小学校 冬休み中の気温調べ

小学校４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 生物多様性について
優秀賞 上西　紫桜 帯広市立啓西小学校
優秀賞 橋本　ちひろ 清水町立清水小学校 新聞スクラップ
優秀賞 藤井　崚将 清水町立清水小学校 新聞スクラップ
優良賞 小川　あかり 帯広市立啓西小学校 自由研究
優良賞 武田　彩李 清水町立清水小学校 新聞スクラップ
優良賞 本間　乃愛 清水町立清水小学校 新聞スクラップ
優良賞 斉藤　諒太 清水町立清水小学校 新聞スクラップ
努力賞 赤羽　志穂 清水町立清水小学校 新聞スクラップ
努力賞 三好　ゆき菜 清水町立清水小学校 新聞スクラップ
努力賞 深野　光希 帯広市立啓西小学校 スポーツ
努力賞 平賀　璃寿夢 音更町立木野東小学校 新聞スクラップ
努力賞 福本　涼太 音更町立木野東小学校

学級特別賞

小学校５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 スクラップノート～政治編～
優秀賞 黒田　沙耶 音更町立木野東小学校 スクラップ帳
優秀賞 石黒　未有 帯広市立啓西小学校 新聞スクラップ
優秀賞 小須田　真衣 帯広市立啓西小学校 私のスクラップ帳
優良賞 髙木　大輔 上士幌町立上音更小学校 新聞スピーチ
優良賞 伊藤　啓吾 上士幌町立上音更小学校 新聞スピーチ
優良賞 堀切　　希 帯広市立啓西小学校 卓上四季
努力賞 谷崎　真也 上士幌町立上音更小学校 新聞スピーチ
努力賞 牧野　　響 音更町立木野東小学校 新聞スクラップ
努力賞 土田　琴絵 帯広市立啓西小学校 スクラップノート
努力賞 田村　　萌 帯広市立啓西小学校 スクラップノート

小学校６年生の部
名前 学校 テーマ

最優秀賞 高津　久未歩 帯広市立開西小学校 新聞スクラップ
優秀賞 三上　真穂 帯広市立開西小学校 新聞スクラップ
優秀賞 八田　海里 帯広市立開西小学校 新聞スクラップ
優秀賞 兼子　育実 帯広市立開西小学校 新聞スクラップ
優秀賞 谷崎　峻右 上士幌町立上音更小学校 新聞スピーチ
優良賞 日﨑　真菜美 帯広市立啓西小学校
優良賞 遠山　直哉 上士幌町立上音更小学校 新聞スピーチ
優良賞 髙木　洋樹 上士幌町立上音更小学校 新聞スピーチ
優良賞 林　朝樹 幕別町立札内北小学校
努力賞 稲上　歩李 帯広市立啓西小学校
努力賞 工藤　祐平 帯広市立啓西小学校
努力賞 西川　礼奈 帯広市立開西小学校 新聞スクラップ
努力賞 坪倉　弘明 帯広市立開西小学校 新聞スクラップ
努力賞 大瀧　健太 帯広市立開西小学校 新聞スクラップ

学級特別賞
学級特別賞
学級特別賞

帯広市立啓西小学校６年２組
帯広市立啓西小学校６年３組

第１４回　全十勝小中学生新聞スクラップコンクール審査結果

帯広市立啓西小学校６年１組

清水町立清水小学校4年2組



中学校１年生の部
名前 学校 テーマ

最優秀賞 加納　早稀 清水町立御影中学校 国語冬休み新聞スクラップ
優秀賞 坂井　玲衣 鹿追町立鹿追中学校 新聞スクラップ
優秀賞 河田　将斗 清水町立御影中学校 新聞スクラップ
優秀賞 奥村　南海 清水町立御影中学校 国語科冬休みの課題０９新聞スクラップ

優良賞 福原　千里 清水町立御影中学校 新聞スクラップ
優良賞 松下　　紳 清水町立御影中学校 新聞スクラップ
優良賞 鎌上　　芽 陸別町立陸別中学校 スクラップノート
優良賞 芳賀　宏紀 陸別町立陸別中学校 スクラップノート
努力賞 法岡　真央 帯広市立大空中学校
努力賞 大上　明莉 鹿追町立鹿追中学校 スクラップノート
努力賞 山田　詠美里 幕別町立糠内中学校 新聞スクラップ
努力賞 白木　康博 帯広市立清川中学校 新聞スクラップ
努力賞 中尾　　綾 帯広市立大空中学校

審査員特別賞 大倉　　萌 帯広市立清川中学校 新聞スクラップ
審査員特別賞 鳥羽　広夢 帯広市立清川中学校 新聞スクラップ
審査員特別賞 五十嵐　絵吏 帯広市立大空中学校

中学校２年生の部
名前 学校 テーマ

最優秀賞 西山　菜花 清水町立御影中学校 新聞スクラップ
優秀賞 弓削　仁美 浦幌町立上浦幌中学校 新型インフルエンザワクチンを追え
優秀賞 佐藤　光里 帯広市立清川中学校 新聞スクラップ
優秀賞 村田　美咲 幕別町立糠内中学校 新聞スクラップ
優良賞 廣山　里沙 帯広市立清川中学校 新聞スクラップ
優良賞 永村　祐花 清水町立御影中学校 新聞スクラップ
優良賞 松浦　立弥 清水町立清水中学校 新聞スクラップブック
優良賞 志賀　あずさ 浦幌町立上浦幌中学校 The animals news
努力賞 宍戸　晴香 幕別町立糠内中学校 新聞スクラップ
努力賞 小竹　北斗 清水町立御影中学校 新聞スクラップ
努力賞 中島　薫兵 清水町立御影中学校 新聞スクラップ
努力賞 香川　ゆり 浦幌町立上浦幌中学校 高齢者を危機から救う
努力賞 廣川　泰斗 浦幌町立上浦幌中学校 様々な「食」について

審査員特別賞 横山　くるみ 帯広市立清川中学校 新聞スクラップ
審査員特別賞 小笠原　恵 清水町立御影中学校 新聞スクラップ
審査員特別賞 長内　来夏 清水町立御影中学校 新聞スクラップ
審査員特別賞 田口　詩織 陸別町立陸別中学校 スクラップノート

中学校３年生の部
名前 学校 テーマ

最優秀賞 舘　　侑子 幕別町立糠内中学校 新聞スクラップ
優秀賞 中川　奈穂 帯広市立清川中学校 新聞スクラップ
優秀賞 及川　亜里紗 帯広市立清川中学校 新聞スクラップ
優良賞 濱野　　愛 帯広市立清川中学校 新聞スクラップ
優良賞 河瀬　一葉 帯広市立清川中学校 新聞スクラップ
優良賞 白木　丈博 帯広市立清川中学校 新聞スクラップ
努力賞 仙道　智美 幕別町立糠内中学校 スクラップ
努力賞 西田　美咲 帯広市立清川中学校 新聞スクラップ
努力賞 黒沼　悠記 幕別町立糠内中学校
努力賞 長崎　柊史 幕別町立糠内中学校

学級特別賞
学級特別賞
学級特別賞

学校奨励賞
浦幌町立上浦幌中学校
帯広市立清川中学校
帯広市立大空中学校
音更町立緑南中学校
鹿追町立鹿追中学校
清水町立清水中学校
清水町立御影中学校
幕別町立糠内中学校
陸別町立陸別中学校

清水町立清水小学校

音更町立緑南中学校３-Ａ

帯広市立開西小学校
上士幌町立上音更小学校
幕別町立札内北小学校

音更町立緑南中学校３-Ｂ
音更町立緑南中学校３ーＣ

音更町立木野東小学校
帯広市立大空小学校
帯広市立啓西小学校



  今年は、学年や学級を単位としたグループでスクラップに取り組んだ傾
向が見られました。その中でも学級で取り組んだ作品の中には、学級担任
が一人ひとりにコメントや感想を書いているものもあり、ていねいさを感
じます。テーマに沿って取り組まれた作品やスクラップのレイアウトを工
夫している作品もあり、楽しく取り組まれた様子がうかがえます。難しい
テーマに挑戦し詳しく調べている作品や何冊もの作品を読み進むと、取り
組んだ児童の変容が感じられる作品もあって、継続の大切さを実感しまし
た。
今後の課題として
①　感想やコメントの具体的記述を心がける
②　文字をていねいに書く
③　スクラップをきれいに切り取り、まっすぐに貼る
などに気をつけると、もっと素敵に仕上がると感じる作品がたくさんあり
ました。
来年には、低学年の皆さんにもたくさんのスクラップの挑戦を期待してい
ます。
　
　　　　　　　　　　　                  帯広市立緑丘小学校　橋本隆史

　今年度の作品は、色使いやレイアウトなどに、昨年よりもレベルの上
がっていることを感じました。新聞スクラップは、記事の着眼点（要点）
がわかることと、それに対する自分の考えや感想、読み取りやとらえ方が
ポイントになります。その基本が全体としてとても素晴らしかったと感じ
ます。
①　記事の中の事柄を、さらに詳しく調べている。
②　自分の考えに見出しを加えてインパクトを表現している。
③　テーマを設定して取り組み、さらにテーマに沿った自分の考えをまと
めている。
④　記事中の都道府県を白地図に色づけする。
　など、さらには友だちの考えをコメントしてもらうなどの工夫もありま
した。
　語句の使い方が気になる作品も数点ありました。コンクールですので、
読む人がいることを意識した言葉の正確さや美しさを大切にすることも必
要です。
　着色で、大切さを訴えることも必要ですが、付けすぎて、かえって読み
にくくなってしまった作品もありました。来年も、多くの素晴らしい作品
に出会えることを楽しみにしています。

　　　　　　　　　　　　　              浦幌町立上浦幌中学校　板垣青空

平成２１年度　審査員講評（小学校）

平成２１年度　審査員講評（中学校）


