
議案第６５号

上記の議案を提出する。

（提案内容）

（提案理由）

　青少年健全育成作文コンクール優秀賞・佳作受賞者への表彰状の贈呈について

　別紙のとおり贈呈する。

平成29年11月16日

提出者　墨田区教育委員会教育長　　加　藤　裕　之

　墨田区教育委員会表彰状交付基準要綱に基づき、表彰する必要がある。
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(1)応募総数

   小学校25校：5,733編、中学校10校：1,735編　合計7,468編

(2)受賞者内訳

   最優秀賞9名(小学生6名・中学生3名）、優秀賞33名（小学生24名・中学生9名）、佳作135名（小学生118名・中学生17名）　合計177名

(3)受賞者名簿一覧
学年 氏名 ふりがな 作品名 入賞名 交付主体

1 錦糸 小学校 1年 山下　貫志 やました　かんじ えがおでタッチ 最優秀賞 区長

2 第三寺島 小学校 2年 鶴田　桃子 つるた　ももこ つながりを広げるじいじのやさい 最優秀賞 区長

3 外手 小学校 3年 長谷川　智香 はせがわ　ともか 思い出の卒園式 最優秀賞 区長

4 八広 小学校 4年 髙橋　優介 たかはし　ゆうすけ やっと気づいた感謝の気持ち 最優秀賞 区長

5 第二寺島 小学校 5年 栗山　勇希 くりやま　いさき ぼくの妹 最優秀賞 区長

6 第二寺島 小学校 6年 渡邉　碧 わたなべ　あおい ぼくのおじいちゃん 最優秀賞 区長

7 竪川 中学校 1年 岩﨑　龍哉 いわさき　りゅうや 家族の絆 最優秀賞 区長

8 両国 中学校 2年 清水　優美 しみず　ゆみ 私と父、そしてお祭り 最優秀賞 区長

9 両国 中学校 3年 樫尾　実久 かしお　みく おばあちゃんの原理 最優秀賞 区長

10 二葉 小学校 1年 住吉　祐亮 すみよし　ゆうすけ ぼくのじぃじ 優 秀 賞 教育長

11 第三寺島 小学校 1年 森岡　睦 もりおか　むつみ まんなかのわたし 優 秀 賞 教育長

12 中川 小学校 1年 野村　泰聖 のむら　たいせい ぼくのともだち 優 秀 賞 教育長

13立花吾嬬の森 小学校 1年 早瀬　福 はやせ　ふく えいごでつながる 優 秀 賞 教育長

14 言問 小学校 2年 大﨑　暖士 おおさき　はるじ 工じげん場のお兄さん 優 秀 賞 教育長

15 柳島 小学校 2年 大和田　沙愛 おおわだ　さら がんばるお母さんと大切な弟 優 秀 賞 教育長

16 両国 小学校 2年 武部　聡之介 たけべ　そうのすけ ともだち 優 秀 賞 教育長

17 第二寺島 小学校 2年 小松　優貴 こまつ　ゆうき 手のひらのじじ 優 秀 賞 教育長

18 中和 小学校 3年 長谷川　馨太郎 はせがわ　けいたろう ぼくのわたなべさん 優 秀 賞 教育長

19 横川 小学校 3年 溝渕　由莉奈 みぞぶち　ゆりな 親切な心 優 秀 賞 教育長

20 第一寺島 小学校 3年 中島　嘉美 なかじま　よしみ ラジオ体操と私 優 秀 賞 教育長

21 第二寺島 小学校 3年 平野　和弘 ひらの　かずひろ お母さんのおなか 優 秀 賞 教育長

22 外手 小学校 4年 佐藤　陽斗 さとう　はると 行動力が生むやさしさ 優 秀 賞 教育長

23 第三吾嬬 小学校 4年 奥野木　志純 おくのぎ　もとずみ 横づながつける「横づな」 優 秀 賞 教育長

24 中川 小学校 4年 稲見　明莉 いなみ　あかり ずーっと大好きだよ 優 秀 賞 教育長

25 東吾嬬 小学校 4年 安藤　大輝 あんどう　だいき 「あいさつ」って大切だ 優 秀 賞 教育長

26 小梅 小学校 5年 葦澤　綾乃 あしざわ　あやの 私より私 優 秀 賞 教育長

27 業平 小学校 5年 中井　大翔 なかい　やまと 安心させる言葉 優 秀 賞 教育長

28 両国 小学校 5年 井苅　栞菜 いかり　かんな バツ印のごほうびはえんぴつ 優 秀 賞 教育長

29 横川 小学校 5年 森田　駿太 もりた　しゅんた 動物と人のつながり 優 秀 賞 教育長

30 二葉 小学校 6年 田島　日向汰 たじま　ひなた ひいおばあちゃんから学んだ大切な事 優 秀 賞 教育長

31 第三吾嬬 小学校 6年 松田　怜己 まつだ　りおな 未来の僕には親友がいる 優 秀 賞 教育長

32 第一寺島 小学校 6年 野間　かのん のま　かのん 協力のすばらしさ 優 秀 賞 教育長

33立花吾嬬の森 小学校 6年 打井　華乃子 うちい　かのこ 小さな箱のご近所付き合い 優 秀 賞 教育長

34 墨田 中学校 1年 水牧　鷹哉 みずまき　たかや 地域の人とのかかわり 優 秀 賞 教育長

35 錦糸 中学校 1年 永山　絵莉香 ながやま　えりか 背中をおしてくれた言葉 優 秀 賞 教育長

36 吾嬬立花 中学校 1年 荒井　隼弥 あらい　しゅんや 部活との出会い 優 秀 賞 教育長

37 本所 中学校 2年 日下部　瑞木 くさかべ　みずき 優しさの糸 優 秀 賞 教育長

38 文花 中学校 2年 遠藤　葵 えんどう　あおい 心をつなぐ挨拶 優 秀 賞 教育長

39 桜堤 中学校 2年 永井　智美 ながい　ともみ 目標の人 優 秀 賞 教育長

40 竪川 中学校 3年 伯田　美詞 はくた　みこと 楽しさを伝えられる人 優 秀 賞 教育長

41 桜堤 中学校 3年 牧野　杏奈 まきの　あんな 本当の思いやり 優 秀 賞 教育長

42 吾嬬立花 中学校 3年 飛田　実紀 とびた　みのり 優先席は、魔法のイス 優 秀 賞 教育長

43 緑 小学校 1年 小林　詩子 こばやし　うたこ おねえちゃんとのこと 佳作 教育長

44 外手 小学校 1年 西谷　麗音 にしたに　れお あいさつ 佳作 教育長

45 中和 小学校 1年 大須賀　薫 おおすが　かおる しまね 佳作 教育長

46 言問 小学校 1年 田﨑　未奈子 たざき　みなこ おかあさん　がんばって 佳作 教育長

47 小梅 小学校 1年 萩尾　承太郎 はぎお　しょうたろう だっこのしゅくだい 佳作 教育長

48 業平 小学校 1年 清水　紬生 しみず　つむぎ ぼくのいもうと 佳作 教育長

49 両国 小学校 1年 内野　聡太 うちの　そうた ぼくはえいえいのにいに 佳作 教育長

50 横川 小学校 1年 澤部　泰我 さわべ　たいが ぼくのいもうと 佳作 教育長

学校名
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平成29年度　青少年健全育成作文コンクール受賞内定者一覧

学年 氏名 ふりがな 作品名 入賞名 交付主体

51 菊川 小学校 1年 野村　雪乃 のむら　ゆきの おうちのごはんをつくる 佳作 教育長

52 第三吾嬬 小学校 1年 落合　美遥 おちあい　みはる おみまい 佳作 教育長

53 第四吾嬬 小学校 1年 庄司　優太 しょうじ　ゆうた ぼくのかぞく 佳作 教育長

54 第一寺島 小学校 1年 村井　仁羽 むらい　とわ たのしかったえんにち 佳作 教育長

55 第二寺島 小学校 1年 小栗　未結佳 おぐり　みゆか うちのねこがいなくなったはなし 佳作 教育長

56 曳舟 小学校 1年 花澤　龍 はなざわ　りゅう やさしいおじいちゃん 佳作 教育長

57 東吾嬬 小学校 1年 椿田　亜美 つばきだ　あみ おともだち 佳作 教育長

58 押上 小学校 1年 松本　創人 まつもと　そうと マスターとぼく 佳作 教育長

59 八広 小学校 1年 町田　のん乃 まちだ　のんの いなかがなくても 佳作 教育長

60 隅田 小学校 1年 戸田　木花 とだ　このはな いつもありがとう 佳作 教育長

61 梅若 小学校 1年 駒井　楓 こまい　かえで おじさん　いつもありがとう 佳作 教育長

62 緑 小学校 2年 青田　虎太郎 あおた　こたろう お父さんの日び 佳作 教育長

63 外手 小学校 2年 廣瀬　伊吹 ひろせ　いぶき フレンドリークラブ 佳作 教育長

64 二葉 小学校 2年 冨永　悠月 とみなが　ゆづき ぼくのおじいちゃん 佳作 教育長

65 錦糸 小学校 2年 桝井　彩吹 ますい　いぶき もう１ど会ってみたい人 佳作 教育長

66 中和 小学校 2年 岡田　莉邦 おかだ　りほ ごろごろこう園 佳作 教育長

67 小梅 小学校 2年 岡﨑　広睦 おかざき　ひろちか 新潟の笹川流れの海水浴に行った 佳作 教育長

68 業平 小学校 2年 今村　陽 いまむら　よう あいさつとうばんはひみつのれんしゅう 佳作 教育長

69 横川 小学校 2年 片上　ひなた かたがみ　ひなた あたたかい気持ち 佳作 教育長

70 菊川 小学校 2年 檀上　陽太 だんじょう　ようた カキーン 佳作 教育長

71 第三吾嬬 小学校 2年 平井　栄次 ひらい　えいじ じゅう道と家族 佳作 教育長

72 第四吾嬬 小学校 2年 進藤　沙皇 しんどう　しやら 大きい　いのち 佳作 教育長

73 第一寺島 小学校 2年 服部　萌衣　 はっとり　めい おじいちゃんのやさい 佳作 教育長

74 曳舟 小学校 2年 二宮　凛央 にのみや　りお やさしいお母さん 佳作 教育長

75 中川 小学校 2年 上林　芽生 かんばやし　めい 友だち 佳作 教育長

76 東吾嬬 小学校 2年 堀越　陽咲 ほりこし　ひなた わたしのたからもの 佳作 教育長

77 押上 小学校 2年 大束　礼 おおつか　れい ほいくえんボランティア 佳作 教育長

78 八広 小学校 2年 谷口　大人 たにぐち　ひろと かぞくのつながり 佳作 教育長

79 隅田 小学校 2年 松村　尚 まつむら　なお みんな、ありがとう 佳作 教育長

80立花吾嬬の森 小学校 2年 佐伯　香子 さえき　きょうこ 日ぶをならって 佳作 教育長

81 梅若 小学校 2年 森泉　皓成 もりいずみ　こうせい ぼくのおじいちゃん 佳作 教育長

82 緑 小学校 3年 丹藤　光 たんどう　ひかる ゆづきさんのえがお 佳作 教育長

83 二葉 小学校 3年 平沼　夏穂 ひらぬま　かお わたしのばあば 佳作 教育長

84 錦糸 小学校 3年 平野　花 ひらの　はな 子ども会にさんかして 佳作 教育長

85 言問 小学校 3年 足立　乃紀奈 あだち　のきな ボーリング大会 佳作 教育長

86 小梅 小学校 3年 久米　真菜 くめ　まな 一人でやった食きあらい 佳作 教育長

87 柳島 小学校 3年 嶋田　人徠 しまだ　きよら わたしの家ぞく 佳作 教育長

88 業平 小学校 3年 岸上　茉奈 きしがみ　まな 「道ピカ」おじいちゃん 佳作 教育長

89 両国 小学校 3年 佐藤　魁 さとう　かい ひろばとぼく 佳作 教育長

90 菊川 小学校 3年 尾﨑　優仁 おざき　まさと 交通安全のお母さん　ありがとう 佳作 教育長

91 第三吾嬬 小学校 3年 中佐藤　紗織 なかさとう　さおり おばあちゃんの「ありがとう」 佳作 教育長

92 第四吾嬬 小学校 3年 大杉　真人 おおすぎ　まさと 大切な出会い 佳作 教育長

93 第三寺島 小学校 3年 草野　颯月 くさの　さつき 人と人とのつながり 佳作 教育長

94 曳舟 小学校 3年 神谷　夏妃 かみたに　なつき かぞくの旅行 佳作 教育長

95 中川 小学校 3年 柴田　姫愛 しばた　ひより はぜつり大会 佳作 教育長

96 東吾嬬 小学校 3年 遠藤　拓麻 えんどう　たくま ぼくの弟　かんた 佳作 教育長

97 押上 小学校 3年 杉山　桜介 すぎやま　おうすけ 自分がすむ町 佳作 教育長

98 八広 小学校 3年 久冨　哩駆 ひさとみ　りく おばあちゃんがたおれた 佳作 教育長

99 隅田 小学校 3年 髙木　咲和 たかぎ　さわ 夏まつりのみこし 佳作 教育長

100立花吾嬬の森 小学校 3年 平井　蒼空 ひらい　そら サッカーの合しゅくに行って 佳作 教育長

学校名
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平成29年度　青少年健全育成作文コンクール受賞内定者一覧

学年 氏名 ふりがな 作品名 入賞名 交付主体

101 梅若 小学校 3年 大野　風稀 おおの　ふうき じゅう道ではげまされたこと 佳作 教育長

102 緑 小学校 4年 浅尾　双葉 あさお　ふたば ＰＴＡのお母さん 佳作 教育長

103 二葉 小学校 4年 市川　南帆 いちかわ　みなみ 人々のくらしをおびやかすごみ 佳作 教育長

104 錦糸 小学校 4年 國府田　朋輝 こうだ　ともき ほめられるうれしさ 佳作 教育長

105 中和 小学校 4年 中村　優恵 なかむら　ゆめ わたしとおばあちゃん 佳作 教育長

106 言問 小学校 4年 杉本　心宙 すぎもと　みひろ 地域のイベントで思ったこと 佳作 教育長

107 小梅 小学校 4年 岡澤　和暉 おかざわ　かずき いつもありがとう 佳作 教育長

108 柳島 小学校 4年 瀧澤　史兜 たきざわ　あやと 家族で協力 佳作 教育長

109 業平 小学校 4年 佐久間　晴孝 さくま　はるたか 引っこしで体験したこと 佳作 教育長

110 両国 小学校 4年 山本　莉美 やまもと　りみ 両国に来て色々感じ学んだ事 佳作 教育長

111 横川 小学校 4年 重田　直太郎 しげた　なおたろう 大好きな小松竜道場 佳作 教育長

112 菊川 小学校 4年 福岡　みなみ ふくおか　みなみ 世界からやさしさが消えてしまったら 佳作 教育長

113 第四吾嬬 小学校 4年 渡辺　光 わたなべ　ひかり ひいおばあちゃんとの思い出 佳作 教育長

114 第一寺島 小学校 4年 榎本　心結 えのもと　みゆう パスモとお姉さん 佳作 教育長

115 第二寺島 小学校 4年 菊地　衣桜菜 きくち　いおな 大切な友達 佳作 教育長

116 第三寺島 小学校 4年 野村　悠月 のむら　ゆづき 兄弟とのつながり 佳作 教育長

117 曳舟 小学校 4年 安川　惺七 やすかわ　せいな 地いきの人たちといっしょに 佳作 教育長

118 押上 小学校 4年 メレウ　ミルコ　 めれう　みるこ 見守り隊の仕事 佳作 教育長

119 隅田 小学校 4年 柴田　悠太 しばた　ゆうた ぼくのお姉ちゃん 佳作 教育長

120立花吾嬬の森 小学校 4年 寺沢　咲楽 てらさわ　さくら 「ありがとう」と「さようなら」 佳作 教育長

121 梅若 小学校 4年 山口　友里 やまぐち　ゆり たくさんの人のおかげで 佳作 教育長

122 緑 小学校 5年 柳瀬　陽 やなせ　ひなた 仲間がいる喜び 佳作 教育長

123 外手 小学校 5年 濱田　朱希 はまだ　あかね 私の地域の人たちは 佳作 教育長

124 二葉 小学校 5年 市川　漣太朗 いちかわ　れんたろう ゴミ拾いで心までスッキリ 佳作 教育長

125 錦糸 小学校 5年 木野　愛菜 きの　あいな ポイ捨てをなくすために 佳作 教育長

126 中和 小学校 5年 大内　彩希 おおうち　あき やさしい友だち 佳作 教育長

127 言問 小学校 5年 杉浦　暢 すぎうら　りょう 「人と人とのつながり」について 佳作 教育長

128 柳島 小学校 5年 川原　乙華 かわはら　おとか そうじを通して学んだこと 佳作 教育長

129 菊川 小学校 5年 福澤　結菜 ふくざわ　ゆな 人と人とのつながりについて 佳作 教育長

130 第三吾嬬 小学校 5年 諸岡　心愛 もろおか　こあ すてきな人を目指して 佳作 教育長

131 第一寺島 小学校 5年 松下　拓生 まつした　たくみ 言葉の大切さ 佳作 教育長

132 第三寺島 小学校 5年 根村　日彩 ねむら　ひろ やさしい近所の人たち 佳作 教育長

133 曳舟 小学校 5年 村田　健太朗 むらた　けんたろう 人とつながる「あいさつ」 佳作 教育長

134 中川 小学校 5年 宮尾　歩夢 みやお　あゆむ みんなでつないだトライ 佳作 教育長

135 東吾嬬 小学校 5年 三井　ジェシー みつい　じぇしー 国をこえたつながり 佳作 教育長

136 押上 小学校 5年 唐澤　迅斗 からさわ　はやと 人と人とのつながり 佳作 教育長

137 八広 小学校 5年 神村　真叶 かみむら　まなと 命と家族 佳作 教育長

138 隅田 小学校 5年 柴田　ゆいか しばた　ゆいか 感謝の言葉 佳作 教育長

139立花吾嬬の森 小学校 5年 木本　春花 きもと　はるか 協力して学んだ事 佳作 教育長

140 梅若 小学校 5年 工藤　恵華 くどう　けいか 家族 佳作 教育長

141 緑 小学校 6年 栗山　真衣子 くりやま　まいこ 日本人の精神 佳作 教育長

142 外手 小学校 6年 木下　駈 きのした　かける ぼくを支えてくれる人 佳作 教育長

143 錦糸 小学校 6年 櫻井　優太朗 さくらい　ゆうたろう いつも笑顔で 佳作 教育長

144 中和 小学校 6年 江口　千菜 えぐち　ちな たくさんのありがとうを言える幸せ 佳作 教育長

145 言問 小学校 6年 工藤　依愛 くどう　いちか 言葉 佳作 教育長

146 小梅 小学校 6年 髙島　朱莉 たかしま　あかり 人のことまで考えられる優しさ 佳作 教育長

147 柳島 小学校 6年 保科　陸 ほしな　りく バスケで学んだこと 佳作 教育長

148 業平 小学校 6年 三輪　奈央莉 みわ　なおり 私がやったボランティア 佳作 教育長

149 両国 小学校 6年 金田　和佳奈 かねだ　わかな 商店街の明るさ 佳作 教育長

150 横川 小学校 6年 篠塚　莉生 しのづか　りお 努力の大切さ 佳作 教育長

学校名
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平成29年度　青少年健全育成作文コンクール受賞内定者一覧

学年 氏名 ふりがな 作品名 入賞名 交付主体

151 菊川 小学校 6年 羽田　有璃 はねだ　ゆり 本音で話せる友達のつながり 佳作 教育長

152 第四吾嬬 小学校 6年 松尾　結衣 まつお　ゆい 母の温かさ 佳作 教育長

153 第三寺島 小学校 6年 小田　悠斗 おだ　ゆうと 日光移動教室 佳作 教育長

154 曳舟 小学校 6年 泉水　真央 せんすい　まお たくさん学んだボランティア 佳作 教育長

155 中川 小学校 6年 鏑木　愛深 かぶらぎ　まなみ あいさつと思いやり 佳作 教育長

156 東吾嬬 小学校 6年 矢嶋　大椰 やじま　だいや 人と人との触れ合い 佳作 教育長

157 押上 小学校 6年 濱田　美優 はまだ　みゆ 防災宿泊訓練を経験して 佳作 教育長

158 八広 小学校 6年 髙橋　　友優 たかはし　ともひろ 近所のおじいさん 佳作 教育長

159 隅田 小学校 6年 石倉　和 いしくら　のどか 小学校生活最後の一年 佳作 教育長

160 梅若 小学校 6年 新藤　旭 しんどう　あさひ 剣道と出会えたぼく 佳作 教育長

161 本所 中学校 1年 佐藤　瑞夕里 さとう　みゆり 友達とは何か 佳作 教育長

162 両国 中学校 1年 石橋　花菜 いしばし　かな 笑顔を広げるボランティア 佳作 教育長

163 吾嬬第二 中学校 1年 髙丸　凜 たかまる　りん 思いやりバトン 佳作 教育長

164 文花 中学校 1年 山本　翔音 やまもと　かのん つながれた奇跡 佳作 教育長

165 桜堤 中学校 1年 芳澤　翼大 よしざわ　ゆうと 人と人とのつながり 佳作 教育長

166 墨田 中学校 2年 堀　湖麦 ほり　こむぎ 温かい気持ちと恩返し 佳作 教育長

167 竪川 中学校 2年 穂刈　はるか ほかり　はるか いろいろな人と関わると・・・。 佳作 教育長

168 錦糸 中学校 2年 吉川　栞 よしかわ　しおり バスでの出会い 佳作 教育長

169 吾嬬第二 中学校 2年 鈴木　杏 すずき　あん 初めて 佳作 教育長

170 寺島 中学校 2年 上原　結衣子 うえはら　ゆいこ 私の母 佳作 教育長

171 吾嬬立花 中学校 2年 大橋　悠生 おおはし　ゆうせい 都市部と田舎のあいさつのちがい 佳作 教育長

172 墨田 中学校 3年 田中　千紗都 たなか　ちさと 人と人とのつながり 佳作 教育長

173 本所 中学校 3年 福井　幹大 ふくい　みきひろ 修学旅行で得たもの 佳作 教育長

174 錦糸 中学校 3年 金澤　杏美 かなざわ　あずみ 瞳のコミュニケーション 佳作 教育長

175 吾嬬第二 中学校 3年 小川　紗季 おがわ　さき 友達の大切さ 佳作 教育長

176 寺島 中学校 3年 小池　尚生 こいけ　なおき 国境を越えて 佳作 教育長

177 文花 中学校 3年 田光　葉奈 たこう　はな 絆と幸せについて 佳作 教育長

学校名
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青少年健全育成作文コンクール募集要項 

１ 目的 

青少年の健全育成と非行防止のためには、青少年が地域社会の一員として多くの人と

交流を深め、互いに支え合える社会環境を作ることが大切です。こうした社会環境を作るた

めには、大人が青少年の意識や考え方、取り巻く環境を理解し、互いに歩み寄ることが必

要です。 

そこで、青少年が日常や学校生活の中で感じていること、考えていることを文章に表現す

ることにより、自分自身を見つめ直す機会とするとともに、大人が青少年の意識や考え方を

知り、理解を深めることを目的として、広く小・中学生の作文を募集します。 

 

２ 主催 

  墨田区・墨田区教育委員会 

 

３ 対象 

  区内小学生・中学生 

 

４ テーマ 

「家庭・学校・地域などの生活の中で『人と人とのつながり』について感じていることや考

えていること。」 

   （例）互いに協力し合うことの大切さを感じたこと、支えてくれる家族に感謝したこと等 

 

５ 応募上の注意 

 (1) ４００字詰め原稿用紙３枚以内とします。 

 (2) 作品には、氏名、学校名、学年、性別を明記してください。 

    【明記無し、文字判別が困難等である場合、学校側で余白等に記載をお願いいたします。】 

 (3) 学校ごとにとりまとめて応募してください。 

 (4) 入選作品の著作権は区に属します。 

 

６ 締切日 

  平成２９年９月１２日（火）【必着】 

※作品審査のスケジュールに支障をきたしますので、締切日につきましては遵守してい

ただきますようお願いいたします。なお、作品は『原本』ではなく、『写し』をお送りくださ

いますようお願いいたします。 

《問合わせ及び提出先》               

  〒130-8640 墨田区吾妻橋１－２３－２０          

墨田区教育委員会事務局地域教育支援課 

担当 柚木（ゆのき）・池澤 ℡5608-6503（直通）  
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《青少年健全育成作文コンクール実施細目》 

１ 部門 

  小学校学年別（全 6部門）、中学校学年別（全 3部門）の計 9部門とする。 

２ 提出方法 

  各学校で、学年ごとに代表作品を 1点選び、「学年別作品表」、「応募数調書」と共に、

平成２９年９月１２日（火）【必着】までに地域教育支援課に提出する。 

３ 審査方法及び表彰 

   審査のうえ入選を定め、賞状と記念品を贈呈する。 

（１） 審査基準 

  ア 児童・生徒の発達段階に応じて書かれているか。 

  イ 各自の設定課題に対して、幅広い視野からとらえているか。 

  ウ 問題意識を持っているか。 

  エ 自己の考えがしっかり述べられているか。 

  オ 文章の構成力はどうか、よく整理されているか。 

  カ 表現力はどうか。 

（２） 第一次審査 

   審査を依頼した国語教員（審査員は小・中学校各教育研究会国語部長に推薦を依

頼）により、学年ごとに代表作品の評価を行う。 

 （３） 第二次審査 

   ア 第一次審査で評価が高い上位５作品（中学校は４作品）及び同率の作品を学年ご

とに選出し、これを対象に第二次審査を行い、学年ごとに最優秀賞・優秀賞（代表

受賞者含む）を選出する。 

   イ 審査員は、小・中学校校長会会長、小・中学校教育研究会国語部長、小学校ＰＴ

Ａ協議会会長、中学校ＰＴＡ連合会会長、青少年育成委員会連絡協議会会長、青

少年委員協議会会長、墨田区少年団体連合会会長、区社会教育主事・指導員に

依頼する。 

（４） 入選作品数及び表彰式 

ア 最優秀賞   学年ごとに１点 （計９点） 

イ 優 秀 賞   小学校は学年ごとに４点、中学校は学年ごとに３点 （計３３点） 

ウ 佳   作   その他の代表作品 

 

表彰式を平成２９年１１月２５日（土）開催予定の墨田区青少年健全育成区民大

会にて行う。また、最優秀賞及び優秀賞の作品を収録した作品集を作成し、青少年

健全育成の資料として関係者に配布する。 
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資 料 １ 

第 64回墨田区文化祭入賞者に対する表彰状の贈呈について 

 
 平成２９年９月２３日（土）から１１月３日（金・祝）まで開催した「第６４回墨

田区文化祭」において、以下のとおり各部門の成績優秀者に対して、賞状を贈呈した

ので報告する。 
 
 
（１）展示部門 
   絵画  太田 敏子 （おおた としこ） 
   陶芸  百瀬 正明 （ももせ まさあき） 
   水墨画 川島 好枝 （かわしま よしえ） 
   花道  山口 正美 （やまぐち まさみ） 
   書道  嶽本 珠穂 （たけもと しゅすい） 
   写真  佐藤 優江 （さとう まさえ） 
   俳句  内藤 和香子（ないとう わかこ） 
 
（２）大会部門 
   民謡     大槻 松男（おおつき まつお） 
   詩吟     髙橋 櫻岳（たかはし おうがく） 
   珠算（一部） 菅沼 文哉（すがぬま ふみや） 
   珠算（二部） 内山 大輔（うちやま だいすけ） 
   珠算（三部） 須藤 葵 （すどう あおい） 
   珠算（四部） 堀江 祐奈（ほりえ ゆうな） 
 
 

1-18

saitou-kyouko
フリーテキスト
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資 料 ２ 

墨田区登録無形文化財の認定解除及び感謝状贈呈について 

 

 墨田区登録無形文化財技術保持者の死亡に伴い、墨田区文化財保護条例第６条第３

項の規程に基づき、保持者の認定が解除されたので報告する。 

 また、死亡した墨田区登録無形文化財技術保持者に対して、永年にわたり墨田区の

文化財の保護及び普及に寄与した功績を称えるため、墨田区教育委員会感謝状交付基

準要綱第２条第３号、同要綱細目基準第１６の規定に基づき感謝状を贈呈する。 

 

記 

 

種別 保持者 解除理由 

工芸技術 

裁縫（帯仕立て） 

すずき やすひと 

鈴木 康仁 

墨田区文化財保護条例第６条第３項（保持者

の死亡による登録及び認定の解除） 

登録年月日：平成１９年８月６日 

解除年月日：平成２９年９月２２日 

（登録期間 １０年１か月）  

感謝状交付主体：墨田区教育委員会 
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資 料 ３  

教育課題の進捗状況について（平成２９年１１月報告分） 

課題名 進捗状況 主管課 

学校校舎等の改

築・改修事業 

【計画】 

 ■吾二中 付属棟・校庭整備工事 

 ■吾立中 校舎新築工事 

 ■非構造部材（天井崩落防止・ガラス飛散防止等）の

耐震化工事 

【実績】 

 ■吾二中 10/2付属棟施工業者決定、北・西側側溝、

フェンス整備、防球ネット建柱 

 ■吾立中 試掘・地盤改良、10/16試験杭、地縄張り 

 ■非構造部材 工事実施・完了検査、10/4ガラス飛散

設計委託 

【進捗状況】順調・遅延・他（ ） 

庶務課 

 

新学習指導要領

への対応 

【計画】 

 ■副校長会で「特別の教科 道徳」に関する研修を実 

  施 

 ■がん教育の実施 

【実績】 

 ■副校長会で「特別の教科 道徳」に関する研修を実 

施した。（10/27） 

 ■がん教育の指導パッケージを各学校に配付した。 

  年度末までに、小6、中3を対象に全ての学校でがん 

教育を実施する。 

【進捗状況】順調・遅延・他（  ） 

指導室 

学力向上新３か

年計画の実施 

 

【計画】 

 ■区学習状況調査結果等、各学校ホームページ掲載 

 ■ＰＴＡ対象区学習状況調査結果説明会 

【実績】 

■区学習状況調査結果と学力向上の計画を各学校の 

ホームページに掲載 

■ＰＴＡ対象区学習状況調査結果説明会（10/26） 

【進捗状況】順調・遅延・他（  ） 

すみだ教育

研究所 

 

幼保小中一貫教

育推進計画の改

定 

 

【計画】 

 ■幼保小中一貫教育推進計画改定検討会（第２回） 

【実績】 

 ■幼保小中一貫教育推進計画改定検討会（10/16） 

【進捗状況】順調・遅延・他（  ） 

すみだ教育

研究所 
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緑 37 -2 0 抽選

柳　　　島 30 5 0

菊　　　川 27 8 0

第三寺島 24 11 0

曳　　　舟 23 12 0

八　　　広 28 7 0

立　　　花 24 11 0

合　　　計 193 52 0

幼稚園 ４歳児 ５歳児 合　　計

緑 35 27 62

柳　　　島 23 34 57

菊　　　川 28 22 50

第三寺島 24 21 45

曳　　　舟 34 23 57

八　　　広 33 32 65

立　　　花 26 21 47

合　　　計 203 180 383

定員残数 補欠人数 備　　考

１学級：３５人定員

平成２９年度 区立幼稚園在籍数
平成29年11月10日現在

１学級：３５人定員

平成３０年度区立幼稚園入園の応募状況について

平成30年度区立幼稚園入園申込状況一覧

平成29年11月10日現在

幼稚園 申込人数

11

saitou-kyouko
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学区域内 受入可能 入学予定人数
住基人数
※１

人　数
（※４）

緑 105 23 82 ( 82 ) 82

外 手 90 1 5 86 ( 85 ) 93 86

二 葉 95 8 87 ( 87 ) 87

錦 糸 91 10 41 60 ( 50 ) 86 60

中 和 45 19 7 57 ( 38 ) 50 57

言 問 37 5 9 33 ( 28 ) 50 33

小 梅 63 5 8 60 ( 55 ) 85 60

柳 島 85 16 11 90 ( 74 ) 85 85 11（ 5）

業 平 66 46 2 110 ( 64 ) 85 85 21（ 25）

両 国 67 15 5 77 ( 62 ) 85 77

横 川 64 6 58 ( 58 ) 58

菊 川 59 15 10 64 ( 49 ) 85 64

第三吾嬬 59 42 3 98 ( 56 ) 85 85 29（ 13）

第四吾嬬 38 10 17 31 ( 21 ) 50 31

第一寺島 50 9 9 50 ( 41 ) 85 50

第二寺島 71 39 10 100 ( 61 ) 85 85 24（ 15）

第三寺島 54 13 11 56 ( 43 ) 53 56

曳 舟 72 3 69 ( 69 ) 69

中 川 67 5 30 42 ( 37 ) 64 42

東 吾 嬬 40 19 7 52 ( 33 ) 50 52

押 上 76 14 9 81 ( 67 ) 85 81

八 広 117 36 81 ( 81 ) 81

隅 田 78 7 71 ( 71 ) 71

立花吾嬬の森 67 12 6 73 ( 61 ) 85 73

梅 若 89 7 19 77 ( 70 ) 87 77

合　　計 1,745 302 302 1,745 (1,443 ) 1,433 1,687

※２　入学見込人数…通学区域内で他の小学校を希望しなかった児童と、通学区域外からの申込人数の合計

※３　学区域内人数…学区域内住基人数から他学区申込者を引いた人数

※４　入学予定人数…抽選実施校は学区域内人数と当選人数の合計、抽選を実施しない学校は入学見込人数

の学校が抽選実施対象校(4校）

全員入学可

※１　学区域内住基人数…平成29年11月6日現在

全員入学可

全員入学可

全員入学可

全員入学可

全員入学可

全員入学可

全員入学可

全員入学可

全員入学可

全員入学可

全員入学可

全員入学可

全員入学可

全員入学可

全員入学可

全員入学可

全員入学可

全員入学可

全員入学可

全員入学可

（最終結果） 平成29年11月6日現在

小 学 校
他学区から
の申込人数
（増人数）

学区内他学
区申込
（減人数）

入学見込人数（※２）
当選人数

（補欠予定
人数）（学区域内人数）（※３）

平成30年度区立小学校希望選択申込状況一覧
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学区域内 入学予定人数

住基人数
(※１）

　(※４）

墨　　　田 167 29 60 136 （ 107 ） 180 136

本      所 170 79 40 209 （ 130 ） 180 149 19 （ 60 ）

両      国 191 271 8 454 （ 183 ） 220 207 24 （ 247 ）

竪      川 121 18 53 86 （ 68 ） 140 86

錦      糸 197 18 117 98 （ 80 ） 220 98

吾嬬第二 123 38 47 114 （ 76 ） 140 114

寺      島 88 63 24 127 （ 64 ） 140 127

文      花 201 17 93 125 （ 108 ） 220 125

桜　  　堤 234 13 79 168 （ 155 ） 233 168

吾嬬立花 137 10 35 112 （ 102 ） 140 112

合　　　計 1,629 556 556 1,629 （ 1,073 ） 1,813

※２　入学見込人数…通学区域内で他の中学校を希望しなかった生徒と、通学区域外からの申込人数の合計

※３　学区域内人数…学区域内住基人数から他学区申込みを引いた人数

※４　入学予定人数…抽選実施校は学区域内人数と当選人数の合計、抽選を実施しない学校は入学見込人数

 の学校が抽選実施対象校（2校）

(学区域内人数)(※3)

平成30年度区立中学校希望選択申込状況一覧

（最終結果）　平成29年11月6日現在

中学校名
入学見込人数（※２）

受入可能
　人　数

他学区から
の申込人数
（増人数）

学区内他学
区申込
（減人数）

(補欠予定
人数)

当選人数

全員入学可

※1　学区域内住基人数…平成29年11月6日現在

全員入学可

全員入学可

全員入学可

全員入学可

全員入学可

全員入学可

全員入学可
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部門 賞 学校名 学年 氏名 作品名

金賞 錦糸小学校 2年生 桑波田　育 ぼくは染ものやさん

銀賞 両国小学校 2年生 平山　涼一 切ってもしなないプラナリア～ふしぎな生き物のひみつ～

銀賞 第二寺島小学校 2年生 米田　途 きらわれものの生きもの　蛇

銅賞 緑小学校 2年生 宮本　理子 大すき　ジグソーパズル

銅賞 二葉小学校 1年生 荻原　宗義 かもつれっ車のたび　どこからきて、どこへいくの？

銅賞 二葉小学校 2年生 桐山　芽衣 すごいな　マンホールのひみつ

銅賞 錦糸小学校 2年生 伊地知　蒼空 真珠がほしい

銅賞 小梅小学校 1年生 井上　楓望 あかりのけんきゅう

銅賞 小梅小学校 1年生 久和　蒼大 クジラのひみつ

銅賞 小梅小学校 1年生 小森　日菜子 ひなこのニホンカワウソふっかつだいさくせん

銅賞 業平小学校 1年生 片野田　基 ぼくはカナヘビをかってみた

銅賞 業平小学校 1年生 込山　枝美里 あっタネ　すごいタネ

銅賞 業平小学校 2年生 岡野　将太 炭ってなあに？

銅賞 横川小学校 1年生 米津　ナナ みんなもってる　たいないどけい

銅賞 横川小学校 2年生 大塚　七緒 世かいはカニ王国

銅賞 曳舟小学校 2年生 碓井　悠大 ぼくはなっとうマスター

銅賞 押上小学校 1年生 段　宇宙 しりたいなヴァイオリンのせかい

銅賞 立花吾嬬の森小学校 2年生 平松　優希 バネ

金賞 緑小学校 3年生 松本　仁実 読むだけで！！あなたもぜったい好きになる！！ピーマン

銀賞 緑小学校 4年生 石江　桜子 漢字～知らなかった！漢字の歴史～

銀賞 錦糸小学校 4年生 吉田　麻倫 私は茶つみむすめ

銅賞 緑小学校 4年生 成田　日和 おいしいコーヒーが飲みたい

銅賞 外手小学校 3年生 浅輪　くるみ 生き物のすみかをうばわないで！

銅賞 外手小学校 3年生 綾井　萌々子 わたしたちと糸は長～い友だち

銅賞 外手小学校 4年生 伊藤　万佑子 知ってびっくり！石の事

銅賞 柳島小学校 3年生 茂手木　香凛 せんいって　じつはおくがふかい！

銅賞 柳島小学校 4年生 鷲尾　果純 東京に湧き水があった！？湧き水大研究

銅賞 業平小学校 3年生 五十畑　煉 ぼくの小さな生態系　睡蓮鉢ビオトープ

銅賞 両国小学校 4年生 平山　夏帆 わたしは何歳まで生きられるの？～長寿と遺伝子のひみつ～

銅賞 菊川小学校 4年生 馬場　貴之 ぼくのメダッチは１０６日間卵を産み続けました！！

銅賞 第四吾嬬小学校 3年生 伊東　珠希 大すき！じゃがいも

銅賞 第三寺島小学校 4年生 福光　花蓮 私の防災

銅賞 曳舟小学校 3年生 足立　雅香 ～自然からのおくりもの～湧き水

銅賞 曳舟小学校 3年生 渡辺　瑛太 食べてノリノリ　のりのひみつ

銅賞 東吾嬬小学校 3年生 鈴木　楓果 身近だけれどナゾだらけ！見たい知りたいスズメ

銅賞 梅若小学校 3年生 大森　花音 ＡＧＨ＜アゲハ＞からのまなび

金賞 押上小学校 6年生 内林　佑斗 歌で伝える百の想ひ

銀賞 緑小学校 5年生 成住　すず ハスの葉＝ヨーグルトのフタ～生き物の特長を生かしたものづくり～

銀賞 曳舟小学校 6年生 田口　文喜 ぼくはやっぱり日本人！！心にひびく音を感じて　世界の民族楽器　そして　雅楽への旅

銅賞 緑小学校 5年生 渡邉　志埜 みんなまめに食べている！？日本人にはかかせない食品大豆

銅賞 外手小学校 5年生 濱田　朱希 知りたい犬について　おじいちゃんになったうちの犬と長く一緒にいるために

銅賞 錦糸小学校 5年生 辻本　杏介 指紋のふしぎ

銅賞 両国小学校 6年生 菊池　花梨 もっともっと美しくなるために　“黒髪”美人の大研究

銅賞 横川小学校 5年生 坂本　弥優 アイス大好き～冷たくておいしいアイスクリームのひみつ～

銅賞 横川小学校 5年生 米津　アンナ チョコレートとフェアトレード

銅賞 横川小学校 6年生 川名　凜空 睡眠と人の関係　快適な睡眠を探して

銅賞 菊川小学校 6年生 庄子　天悠 食べることは生きること～給食のひみつ～

銅賞 菊川小学校 6年生 橋立　心美 お茶は私たちの宝物！！～それには深ーい理由がある～

銅賞 第三吾嬬小学校 6年生 岡　春花 大発見！放射線～原子力発電所の今～

銅賞 第三吾嬬小学校 6年生 前田　航生 ホームランが出やすい球場はここだ!!～球場の大きさとホームラン数の関係について～

銅賞 第一寺島小学校 5年生 酒井　紫帆 夏の大敵　蚊

銅賞 第一寺島小学校 6年生 堀中　柚来 知って得する　心臓の秘密

銅賞 第三寺島小学校 5年生 久田　優人 ぼくたちの生命のバトンＤＮＡ～ＤＮＡの構造～

銅賞 曳舟小学校 6年生 渡辺　智貴 お金のひみつ大研究

平成２９年度　第７回「墨田区　図書館を使った調べる学習コンクール」入賞作品一覧　

小
学
校
低
学
年

（
一
・
二
年
生

）
の
部

小
学
校
中
学
年

（
三
・
四
年
生

）
の
部

小
学
校
高
学
年

（
五
・
六
年
生

）
の
部

＜入賞作品＞　※小学校各部門：金賞１点、銀賞２点、銅賞１５点　／　中学校：金賞１点、銀賞２点、銅賞１０点
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金賞 寺島中学校 1年生 八馬　志帆 『私は落語女子？落語のなぞを調べてみる』

銀賞 本所中学校 2年生 大賀　理紗子 ようこそ理紗子の直虎研究所へ～戦国時代を生き抜いた女について調べる～

銀賞 本所中学校 2年生 鈴木　輝恵 なぜたくさんの犬が殺処分されるのか

銅賞 本所中学校 1年生 成澤　クルミ 髪の健康を守る為に

銅賞 本所中学校 2年生 柴　菜摘 ウイルスと感染症　どうやって移る？どうしたら防げる？

銅賞 両国中学校 1年生 原田　望海 これからの地球

銅賞 竪川中学校 2年生 橋都　藍子 日本とオーストラリアの道路標識の違いから読み解く　色のユニバーサルデザイン

銅賞 錦糸中学校 1年生 小川　七美 地球温暖化について

銅賞 寺島中学校 1年生 小野　桜子 ひびけ！私の歌声！！～合唱コンクールに向けて～

銅賞 寺島中学校 2年生 後屋敷　尚花 何で、、、お化け屋敷は怖い？何で、、、嬉しいと涙は出るの？　感情について

銅賞 文花中学校 2年生 佐藤　愛果 日本の行事食と郷土料理について

銅賞 文花中学校 2年生 山川　未桜 紫外線　太陽光の謎

銅賞 吾嬬立花中学校 1年生 柳澤　希亜 緊急地震速報　発令されたら？どう備える？

部門 賞 学校名 学年 氏名 作品名

努力賞 外手小学校 2年生 中村　美南 夏の夜空はどんなかな？

努力賞 言問小学校 1年生 柴田　美緒 すごいにっぽんのえかきさん　かつしかほくさい

努力賞 柳島小学校 1年生 茂手木　伶哉 おいしいトマトをさがそう！

努力賞 柳島小学校 2年生 大畠　康太郎 オムレツつくったよ

努力賞 柳島小学校 2年生 我部　陽太 りく上きょうぎ大すきボルト！

努力賞 第三吾嬬小学校 2年生 大久保　美希 すごいぞ！ＬＥＤライト！

努力賞 曳舟小学校 1年生 田中　愛莉 くらげはゆめかわ！とってもだいすき

努力賞 中川小学校 1年生 河内　聡美 だんごむし

努力賞 押上小学校 1年生 石塚　琴葉 ゼリいのふしぎ　ぜらちんとかんてんだいじっけん

努力賞 八広小学校 1年生 國近　絢子 かつしかほくさいのふがく３６けいから　いまとむかしをくらべる

努力賞 隅田小学校 1年生 小藤田　史織 ぼくの６３２．５ｃｍのたび

努力賞 立花吾嬬の森小学校 2年生 来住　龍之介 トカゲすごいぜ!!～うちのトカゲの、ニホカになが生きしてもらうためのけんきゅう～

努力賞 外手小学校 4年生 富田　凪 ニャンていったの？＜ニャンコの言葉を調べよう！！＞

努力賞 言問小学校 4年生 黒沢　菜乃 目のふしぎとアレコレ

努力賞 業平小学校 4年生 竹内　悠眞 忍者虎の巻～忍者とは何者じゃ～

努力賞 第二寺島小学校 4年生 米田　推 暗闇の世界　深海－生物の源の奥底－

努力賞 第三寺島小学校 4年生 小野　百合子 ほくろからの～メッセージ～

努力賞 押上小学校 3年生 松岡　愛莉 ４７都道府県

努力賞 八広小学校 3年生 石山　美緒 みおの開脚大作戦　めざせ！チアダン　

努力賞 立花吾嬬の森小学校 3年生 佐々木　祐介 将棋の歴史

努力賞 立花吾嬬の森小学校 3年生 西田　珠緒 東京オリンピックを楽しもう！！

努力賞 立花吾嬬の森小学校 4年生 渡邊　羽唯 私たちを守る川～川と生きる～

努力賞 梅若小学校 3年生 竹澤　瑠唯 花火はどうしてあんなにきれいなの？

努力賞 梅若小学校 3年生 栁田　大和 す、すしのひみつ！？

努力賞 外手小学校 6年生 金井　青音 鼻水について調べてみた！！

努力賞 二葉小学校 5年生 小川　真菜 アルキメデスをアル日調べたんデス

努力賞 二葉小学校 6年生 小熊　志桜里 自然災害の危険

努力賞 錦糸小学校 5年生 小筆　愛梨 わたしは…かんごしさんになりたいのだ　～現役看護師さんからのおくりもの～

努力賞 錦糸小学校 5年生 戸邉　快 かわいい名前の落とし穴！？スベスベ　マンジュウガニ

努力賞 言問小学校 6年生 廣田　美遊 しおのお話　塩

努力賞 柳島小学校 5年生 川原　乙華 口から食べる喜びを　摂食・嚥下障害について

努力賞 菊川小学校 5年生 森　鈴花 メープルシロップはすごい～メープルシロップのなぞを大解明！～

努力賞 第三吾嬬小学校 6年生 金子　月星 皮ふの謎に迫れ！

努力賞 中川小学校 5年生 大津山　周 こんにゃくは、こんにゃんだったんだ

努力賞 立花吾嬬の森小学校 6年生 大島　拓未 パンダって一体何者？

努力賞 立花吾嬬の森小学校 6年生 門脇　麗 薬のスペシャリスト！！薬剤師さんの仕事って？～医りょう費削減問題～

努力賞 本所中学校 2年生 松原　聡 美味しいアイスクリームを探せ

努力賞 本所中学校 2年生 山田　菜々美 郵便について

努力賞 両国中学校 2年生 佐田　桃華 犬の生態大究明

努力賞 竪川中学校 1年生 岩波　小遥 ねりきり～なめらかでやさしい甘さはどこからくる～

努力賞 竪川中学校 1年生 中村　文 信じて大丈夫？？アルコール手指消毒薬～あたり前に使っているものには秘密があった～

努力賞 寺島中学校 1年生 西山　遼 寺島なす

努力賞 吾嬬立花中学校 1年生 田村　結 夢の世界

＜入賞作品＞　※小学校各部門：１２点　／　中学校：７点

小
学
校
低
学
年

（
一
・
二
年
生

）
の
部

小
学
校
中
学
年

（
三
・
四
年
生

）
の
部

小
学
校
高
学
年

（
五
・
六
年
生

）
の
部

中
学
生
の
部

中
学
生
の
部
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