
報道機関に依頼する事項に〇をつけてください 

 

①実施する事業の紹介   ②催事等の参加者募集    ③催事等の当日取材  

 

報道取材情報（沼津市）          令和２年 11 月 20 日（金）発表 

  名 称 等  読書感想文（画）コンクール受賞者の決定及び 

      表彰式（最優秀賞受賞者）の実施 

表 彰 式  実施日時  令和２年 11 月 26 日（木曜日） 17 時～ 

      場  所  市役所 水道部庁舎３階 会議室１ 

担  当  教育委員会事務局学校教育課  

        直通 ０５５－９３４－４８０９  内線 ２７８１ 

 

１ 内 容 

新型コロナウイルスの感染拡大防止のための小中学校臨時休業に伴い、沼津市内の全小 

 中学校児童生徒を対象とした図書カードの配布と併せて実施した読書感想文（画）コンク 

 ールについて、えがしらみちこ氏（絵本作家）を審査委員長とする審査の結果、受賞者（最 

 優秀賞・優秀賞・入選）が別紙のとおり決定しました。 

  最優秀賞受賞者については、えがしらみちこ氏にご出席いただき、上記日程にて表彰式 

 を実施します。 

 

２ 読書感想文（画）コンクールについて 

新型コロナウイルスの感染拡大防止のための小中学校臨時休業期間が長期化する中、「読 

 書の推進」及び「児童生徒の学習意欲の向上」を図るため、「命・健康・安全」をテーマと 

 する読書感想文（画）コンクールを実施しました（小学校１年生は読書感想画、２年生以 

 上は読書感想文を募集）。 

  令和２年６月 30 日の締切までに、小学校 382 点、中学校 111 点の計 493 点の応募を受け 

 ました。 

 

３ 受賞者（受賞者名簿は別紙のとおり） 

 ⑴ 最優秀賞   学年別に各１名（計９名） 

 ⑵ 優 秀 賞   学年別に各２名（計 18 名） 

 ⑶ 入 選   学年別に各４名（計 36 名） 

 

４ 審査委員長 

  えがしらみちこ（江頭路子）氏 

  絵本作家。1978 年福岡市生まれ。静岡県三島市在住。熊本大学教育学部卒業。 

  主な作品に『あめふりさんぽ』（講談社）『せんそうしない』（文：谷川俊太郎）『なきご 

  えバス』（白泉社）『いろいろおしたく』（小学館）など。※公式サイトより引用 

  なお、沼津市内の小中学校で使用されている以下の教科書に挿絵が挿入されている。 

  ・小学校道徳「かがやけみらい」（学校図書） 小学３・４・６年 

  ・中学校国語（学校図書） 

    



別紙 沼津市読書感想画・感想文コンクール 受賞者名簿 

 

１ 最優秀賞（各学年１作品） 

学年 氏名 作品名 学校名 
小１ 中西 智哉 なかにし ともや がんばれトリケラ！ 香貫小 
小２ 佐久間 湖々 さくま ここ 大切におもっているよ 第五小 
小３ 髙木 紅葉 たかぎ くれは 名前をつけてもらった日 第五小 
小４ 伏見 柚乃 ふしみ ゆの 心の色 金岡小 
小５ 鈴木 琴音 すずき ことね 感謝の気持ちをつたえたい 門池小 
小６ 一杉 瑶子 ひとすぎ たまこ 心まで健康に 今沢小 
中１ 青木 亮磨 あおき りょうま 一日江戸人 第一中 
中２ 土屋 星翔 つちや ひかる いろいろな形の命 愛鷹中 
中３ 菊池 慶貴 きくち よしき 種をまくために 愛鷹中 
 

 

２ 優秀賞（各学年２作品） 

学年 氏名 作品名 学校名 
小１ 萱沼 優友 かやぬま ゆゆ くじらとあそんだよ 第四小 

小１ 植松 愛菜 うえまつ あんな 
いまいるともだちとこれからであうみ
らいのともだち～だいすきなともだち
といっしょに♫ ～

開北小 

小２ 伊藤 早由 いとう さより いのちをいただくということは 原小 
小２ 宮城 唯 みやぎ ゆい 大切な友だち 金岡小 
小３ 村松 泰成 むらまつ たいせい 友だちを大切に、自分も大切に 開北小 
小３ 長倉 壮志 ながくら そうし 「ベイリー大好き」を読んで 原小 
小４ 根岸 蒼介 ねぎし そうすけ 生きる 第四小 
小４ 大宅 心奈 おおたく ここな きみがしらないひみつの三人を読んで 第五小 
小５ 三善 優花 みよし ゆうか 私にできること 第三小 
小５ 佐藤 綾那 さとう あやな 野口 英世を読んで 片浜小 
小６ 若林 実和 わかばやし みわ 青い心で生きる 第二小 
小６ 伊藤 愛莉 いとう あいり 前向きに考える強い気持ち 千本小 
中１ 大石 ひより おおいし ひより 尊い命を救っていくためには 第一中 
中１ 大野 愛梨香 おおの えりか 新しい未来へ向かって 大岡中 
中２ 大川 日陽 おおかわ ひなた 命に心をかたむけて 第四中 
中２ 菊池 亜衣 きくち あい 自分の命は自分で守る 門池中 
中３ 庄司 明日香 しょうじ あすか 一つの原爆 第四中 
中３ 渡辺 颯 わたなべ そう 夏の庭－The friends－を読んで 門池中 
 

 



 

３ 入選（各学年４作品） 

学年 氏名 作品名 学校名 
小１ 重田 真生 しげた まさき きょだいなうちゅうさいきんダリーと

コロナーをたおせ！！
第五小 

小１ 武藤 充生 むとう みつき おとうとと大きくなったぼく 浮島小 
小１ 杉山 結美 すぎやま ゆみ おやゆびひめがうまれたところ 大平小 
小１ 内村 華笑 うちむら はなえ いのちぴかぴか 静浦小中

小２ 岡 希寿七 おか きずな わたしのからだの中の三人のともだち 原東小 
小２ 野元 一叶 のもと いちか さいごのひとは 浮島小 

小２ 三宅 陸翔 みやけ りくと 「うちにあかちゃんがうまれるの」を
よんで 第五小 

小２ 海瀬 結空 かいせ ゆあ ばくだんのあつさ 西浦小 
小３ 内藤 留衣 ないとう るい お店への感しゃの気持ちに気づいて 第五小 
小３ 佐藤 大城 さとう だいき のこさずごはん 第五小 
小３ 松家 彩良 まついえ さら 強い心で病気をのりこえたみさきちゃん 大岡小 
小３ 石川 輝明 いしかわ てるあき 生きてく事 暁秀初等

小４ 佐野 綾音 さの あやね いのちのおはなしを読んで 第四小 
小４ 重田 結和 しげた ゆうわ どんなかんじかなあを読んで 第五小 
小４ 東城 秀明 とうじょう ひであき  家族や友達への思いやりの大切さ 開北小 
小４ 山田 弥由 やまだ みゆ きんさんぎんさんとの出会い 片浜小 
小５ 上村 公也 うえむら まさや 笑顔の力 開北小 
小５ 木村 泰晴 きむら やすはる 病院で働くベイリー 今沢小 
小５ 綾部 新太 あやべ あらた インターネット 静浦小中

小５ 松金 郁玖 まつがね いくひさ 自分の身は自分で守る 第五小 
小６ 村山 百果菜 むらやま もかな 原爆のきょうふ 第三小 
小６ 久保田 梓媛 くぼた あずえ 「犬たちをおくる日」を読んで 愛鷹小 
小６ 角田 蓮花 かくた れんか 命のリレー 原小 
小６ 大河 稜旺 おおかわ りお つながり 開北小 
中１ 植松 早由美 うえまつ さゆみ 改めて感じること 片浜中 
中１ 青島 和永 あおしま かずなが 平和を引き継ぐ者として 第一中 
中１ 阿部 穂花 あべ ほのか 透明な命づな 愛鷹中 
中１ 西岡 優 にしおか ゆう 『しろばんば』を読んで 暁秀中 
中２ 髙嶋 さくら たかしま さくら 家族の命というのは 第一中 
中２ 豊田 杏 とよた あんず 危機にある命を安全な所へ 浮島中 
中２ 室伏 晃希 むろふし こうき 共に成長する仲間たち 大岡中 
中２ 鈴木 杏菜 すずき ももな 「晴れたらいいね」を読んで 原中 
中３ 早川 未空 はやかわ みく 最後の医者は桜を見上げて君を想う 第一中 
中３ 加藤 由 かとう ゆう 友達がいること 第二中 
中３ 塚本 はるか つかもと はるか まさに一期一会 暁秀中 
中３ 花村 悠純 はなむら ゆずみ きいちゃんの本を読んで 浮島中 




