
小学校２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 新聞スクラップ
優良賞 財津　岳大 帯広市立啓北小学校 エコ

小学校３年生の部
名前 学校 テーマ

最優秀賞 戸草　奈々 鹿追町立笹川小学校 スクラップノート
優秀賞 吉田　　葵 鹿追町立笹川小学校 スクラップノート

小学校４年生の部
名前 学校 テーマ

最優秀賞 村上　碧 音更町立木野東小学校 スクラップ
優秀賞 川口　里音 鹿追町立笹川小学校 スクラップノート
優秀賞 鈴木　花音 池田町立利別小学校 芸術新聞スクラップ
優秀賞 山村　美里 池田町立利別小学校 植物スクラップ
優秀賞 谷本　潮音 音更町立木野東小学校 スクラップ
優良賞 稲葉　啓悟 鹿追町立笹川小学校 スクラップノート
優良賞 廣瀬　功多 音更町立木野東小学校 スクラップ～スポーツ編
努力賞 上西　和紀 帯広市立啓西小学校 スクラップノート
努力賞 榎本　千穂 池田町立利別小学校 新聞スクラップ
努力賞 川本みゆき 池田町立利別小学校 動物の新聞スクラップ
努力賞 高田　真希 池田町立利別小学校 動物＆植物新聞スクラップ
努力賞 山本　彩加 池田町立利別小学校 スポーツいっぱい新聞

小学校５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 絶滅危惧種について
優秀賞 黒島　悠吾 帯広市立啓西小学校 新聞スクラップ
優秀賞 大原　侑真 鹿追町立笹川小学校 スクラップノート
優良賞 若椙　彩絵 芽室町立芽室西小学校 情報ノート
優良賞 竹内　理絵 芽室町立芽室西小学校 情報ノート
優良賞 沖　　綾華 音更町立木野東小学校 スクラップノート
努力賞 野原　菜央 芽室町立芽室西小学校 情報ノート
努力賞 山田　玲菜 帯広市立啓西小学校 新聞スクラップ
努力賞 上西　柴桜 帯広市立啓西小学校 新聞スクラップ
努力賞 篠江　拓夢 本別町立本別中央小学校 まるちゃんノート
努力賞 山崎　瑞季 帯広市立川西小学校 新聞スクラップ

学級特別賞 ５年 帯広市立川西小学校
学級特別賞 ５年２組 芽室町立芽室西小学校

小学校６年生の部
名前 学校 テーマ

最優秀賞 村山　大河 鹿追町立笹川小学校 スクラップノート
優秀賞 戸草　克駿 鹿追町立笹川小学校 スクラップノート
優秀賞 樋渡菜々花 音更町立木野東小学校 新聞スクラップ
優良賞 鈴木那唯愛 帯広市立啓西小学校 新聞スクラップ
優良賞 樋口　太一 鹿追町立笹川小学校 スクラップノート
優良賞 黒田　沙耶 音更町立木野東小学校 スクラップとかち帯広
努力賞 中川　結貴 音更町立木野東小学校 スクラップノート

学校特別賞 鹿追町立笹川小学校

第１５回　全十勝小中学生
新聞スクラップコンクール審査結果



中学校１年生の部
名前 学校 テーマ

最優秀賞 松井大和 鹿追町立鹿追中学校 日本のNEWS
優秀賞 葭本樹奈 鹿追町立鹿追中学校 冬休みスクラップノート　日本編
優秀賞 経種海里 清水町立御影中学校 新聞スクラップ
優秀賞 酒井悠那 帯広市立清川中学校 人の病気
優良賞 中西穂奈美 清水町立御影中学校 新聞スクラップ
優良賞 船尾明里 鹿追町立鹿追中学校 スクラップノート
優良賞 桑折千裕 鹿追町立鹿追中学校
努力賞 池田華菜 清水町立御影中学校 新聞スクラップ
努力賞 松岡美沙希 幕別町立糠内中学校 新聞スクラップ
努力賞 及川僚真 帯広市立清川中学校 農業に関する記事　国際問題に関する記事

審査員特別賞 山口さくら 鹿追町立鹿追中学校 冬休みスクラップNOTE

中学校２年生の部
名前 学校 テーマ

最優秀賞 奥村南海 清水町立御影中学校 新聞スクラップ
優秀賞 加納早稀 清水町立御影中学校 冬休み新聞スクラップ
優秀賞 山田詠美里 幕別町立糠内中学校 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 橘井思音 清水町立御影中学校 新聞スクラップ
優良賞 斉藤祐希 帯広市立大空中学校 新聞スクラップ
努力賞 大倉　萌 帯広市立清川中学校 十勝の食について
努力賞 鳥羽広夢 帯広市立清川中学校 交通事故　大雪とその影響
努力賞 片山ひかる 幕別町立糠内中学校 新聞スクラップ
努力賞 法岡真央 帯広市立大空中学校 新聞スクラップ

中学校３年生の部
名前 学校 テーマ

最優秀賞 宍戸晴香 幕別町立糠内中学校 新聞スクラップ
最優秀賞 志賀あずさ 浦幌町立上浦幌中学校 裁判員裁判～実情と問題～
優秀賞 広山里沙 帯広市立清川中学校 日本の農業の現状
優秀賞 村田美咲 幕別町立糠内中学校 新聞スクラップ
優秀賞 弓削仁美 浦幌町立上浦幌中学校 将来のために美術研究スクラップ
優良賞 河岸桜子 帯広市立清川中学校 十勝の高校に関する記事
優良賞 中村仁美 幕別町立糠内中学校
努力賞 横山くるみ 帯広市立清川中学校 ゆれうごく日本
努力賞 佐藤光里 帯広市立清川中学校 ボランティア活動
努力賞 香川ゆり 浦幌町立上浦幌中学校 人と音楽～想いを伝える～

学校奨励賞
音更町立木野東小学校 浦幌町立上浦幌中学校
帯広市立大空小学校 帯広市立清川中学校
帯広市立啓西小学校 帯広市立大空中学校
鹿追町立笹川小学校 鹿追町立鹿追中学校
本別町立本別中央小学校 清水町立御影中学校
帯広市立川西小学校 幕別町立糠内中学校
清水町立清水小学校
芽室町立芽室西小学校
池田町立利別小学校
帯広市立啓北小学校
帯広市立稲田小学校



講評

　今年も多数の応募がありました。5年生の作品数は、学級を単位としたグループでスクラップを取
り組んだ傾向が見られました。自分の興味あることをテーマに決め、そのテーマにそって記事をス
クラップしている作品が多くありました。記事を読んで参考になったことやわかったこと、やってみ
たいことなど自分の考えをしっかりと書いていました。
　しかし、スクラップされているページが15ページ以下の作品も多くありました。1年を通してスク
ラップしていくことで、自分の考えをさらに広げていくことができるようになります。夏休みや冬休み
の長期休業を利用して取り組みを始め、そこで終わるのではなく、日常的に取り組めるようになる
ことが望まれます。家庭学習の入り口として、学習習慣をつける一つの方法として、おうちの人と
かかわり合いながらやることで、新聞を通して親子の会話を広げ、知識も深めることができます。
　また、スクラップしていく中で自分のまとめ方を確立できるようにしてほしいと思います。今回の作
品では、書き方がより進歩していくもの、逆に書けば書くほどシンプルになっていくものの二派に分
かれました。スクラップのまとめ方を自分なりに進歩させていくように心がけてほしいと思います。
　これからもよりよい作品作りをめざしてがんばってください。来年度の挑戦を待っています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鹿追町立笹川小学校　河江　邦教

　どの学年においても継続的に取り組んでいる作品が多く，一つひとつの作品から頑張っ
ている様子が伝わってきました。わからない言葉を調べたり，記事で取り上げられた人物
や事柄を更に詳しく調べている作品も多くありました。
　１年生では時間をかけて見た目の工夫にもこだわりながら仕上げた作品が多く，２年生
では中学生にとっては簡単ではない英字新聞を使ったスクラップにチャレンジしている作
品に驚かされました。３年生では難しいテーマを設定して自分なりの考えを持つ作品があ
るなど，それぞれの学年で興味深く作品を見させていただきました。
　更により良い取り組みにするために，①記事の読みとり方，②見た目の工夫の２点に気
をつけると良いと思います。①については，記事の中身どのようにとらえるか，というこ
とです。学年が上がるにつれて，記事を読んでの感想から，自分の経験と比較してみた
り，自分の立場に置き換えて考えを深めるということに気をつけながら取り組むことで，
より意義のある学習につながります。②では，記事をどのようにノートに貼るか，という
ことです。縦書きの記事を見開きのノートに貼る際に，左側のページに貼りきれなかった
記事を右側に貼ったため，見にくくなってしまった作品があったのが残念でした。記事の
流れを考えて，ノートを縦開き，もしくは右開きに使用する方法を取り入れると良いと思
います。また，色を使うだけではなく，空間も上手に取り入れると見やすく仕上がるで
しょう。
　来年度も更にレベルアップした作品が多く出品され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


