
「⻘少年⾚⼗字１００⽂字作⽂」受賞者⼀覧 
                                                                令和４年２月１０日 

 
小学校（低学年） 小学校（中学年） 小学校（高学年） 中学校 高等学校 

⽀部⻑賞 
やさしいけんけつ 
霧島市立国分小学校 

１年 八木 ここあ 

わたしにできるボランティア 
鹿児島市立原良小学校 

３年 有水 のぞみ 

朝のボランティア 
霧島市立大田小学校 
    ５年 豊島 圭悟 

世界平和 
鹿児島市立桜丘中学校 

３年 東郷 真由子 

私と⾚⼗字 
神村学園高等部 

１年 松山 未夢 

ＪＲＣ指導者 
協議会会⻑賞 

ぼくがしたボランティア活動 
鹿児島市立武小学校 

１年 中澤 佑星 

ヘアドネーション 
鹿屋市立⻄原小学校 
    ４年 ⻄ かれん 

 

わたしのやってみたいボラ
ンティア 
姶良市立加治木小学校 

６年 有村 好加 

祖⺟が教えてくれたボラン
ティア 
鹿児島市立喜入中学校 

１年 樋髙 宗志 

私と⾚⼗字 
県立鹿屋高等高校 

１年 柿元 彩那 

金賞 
手わのボランティア 
鹿児島市立吉野東小学校 

１年 田はら ななか 

助けてもらった妹の命 
鹿児島市立武小学校 

４年 宮原 蒼士 

個性がかがやく時代 
鹿児島市立名山学校 

６年 橋口  舞 

私にできるランティア 
鹿児島市立喜入中学校 

１年 日髙  茜 

私の父 
神村学園高等部 

３年 藤  鼓美 
 
 
 
 
 

入選 
 
 
 
 
 
 
 

世界の平和 
与論町立与論小学校 

２年 し水 そうし 
みんなのしあわせ 
鹿児島市立宇宿小学校 

１年 境  栞那 
なかよしきょうだい 
知名町立下平川小学校 

１年 たいら ゆうひ 
「とべないほたる」の絵本
をとおして 
霧島市立国分小学校 

１年 ほっ田 えり 

コロナ禍の中で考えるこ
と・思うこと 
鹿児島市立東谷山小学校 

３年 山中 ひなの 
空っぽの家 
鹿児島市立山下小学校 

４年 堀添 莉愛 
世界のえがおのために 
屋久島町立神山小学校 

３年 杉下 真優 
コロナ禍の中で考えるこ
と・思うこと 
鹿児島市立吉野東小学校 

コロナ禍の中で考える事・
思うこと 
鹿児島市立⻄紫原小学校 

６年 中島 和花 
コロナ禍で考える事・思う事 
鹿児島市立原良小学校 

５年 前園  葵 
コロナ禍の中で考えるこ
と・思うこと 
鹿児島市立吉野東小学校 

５年 羽根田 優香 
世界のヒーロー 
鹿児島市立紫原小学校 

離島診療について 
鹿児島市立桜丘中学校 

２年 前原 あきら 
献血について 
鹿児島市立郡山中学校 

２年 上野 瑛蓮 
災害の減災について 
鹿屋市立上小原中学校 

２年 田上 優衣 
コロナ禍で私たちがすべき
こと 
喜界町立喜界中学校 

３年 喜禎 あさひ 

コロナ禍の中で考えるこ
と・思うこと 
神村学園高等部 

３年 岡元 さくら 
コロナ禍の中で考えるこ
と・思うこと 
県立鹿屋高等学校 

１年 末吉 ⻯雅 
コロナ禍の中で思うこと 
神村学園高等部 

２年 小田 向日葵 
私の考える防災・減災 
鹿児島玉龍高等学校 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

入選 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

コロナかの中で思うこと 
姶良市立加治木小学校 

２年 川村 しゅん 
コロナかの中で思うこと 
鹿児島市立吉野東小学校 

２年 あたけ みう 
まほうの手 
鹿児島市立名山小学校 

２年 あづま りょう 
コロナ禍の中で考える事・
思うこと 
南種子町立大川小学校 

２年 まつおか さえ 
いのち 
鹿児島市立東谷山小学校 

１年 ばば ゆうく 
みのりさんってすごいな 
南九州市立中福良小学校 

２年 うきべ なおき 
シュガーとジン 
鹿児島市立坂元台小学校 

１年 いけ田 ひかり 
ちいきのおじさんのすばら
しいところ 
鹿児島市立大明丘小学校 

２年 石川 ゆうしょう 
ぼくのいいところ 
鹿児島市立福平小学校 

１年 田ざと ゆうま 

４年 井上 怜治郎 
コロナ禍の中で考えるこ
と・思うこと 
鹿児島市立吉野東小学校 

３年 上村 たいが 
コロナ禍の中で考えるこ
と・思うこと 
鹿児島市立⻄紫原小学校 

４年 薗田 朱音
わたしにできるボランティ
ア 
曽於市立岩北小学校 

３年 中山 みあ 
姉のすばらしいところ 
南九州市立九玉小学校 

３年 北野  芽 
私の思う世界の平和 
姶良市立加治木小学校 

４年 外園 あま美 
わたしが思うけん血 
鹿児島市立武小学校 

３年 宮本 呼幸 
おばあちゃんへ 
鹿児島市立吉田小学校 

３年 上岡 隼希 
わたしのやってみたいボラ
ンティア 
鹿児島市立原良小学校 

２年 寺園 ゆあ 

６年 小嶋 蒼太朗 
コロナ禍で感じたこと 
鹿児島市立山下小学校 

６年 髙﨑 莉奈 
友達のいい所 
鹿児島市立原良小学校 

６年 前田 結人 
私にできるボランティア 
鹿屋市立南小学校 
   ６年 深堀 志依佳 
防災について 
鹿児島市立原良小学校 

５年 ⻄元 琉唯 
けん血のおかげ 
姶良市立加治木小学校 

６年 植園 ひより 
戦争について 
知名町立下平川小学校 

６年 出雲 心陽 
命を大切に 
鹿児島市立福平小学校 

５年 石本 ゆき 
コロナ禍だから 
姶良市立三船小学校 

６年 小屋敷 真白 
ありがとう 
鹿児島市立宇宿小学校 

５年 松下 はると 
コロナで感じた日常の生活

１６歳になったら 
鹿児島市立喜入中学校 

１年 野村 舞桜 
世界の平和 
鹿児島市立松元中学校 

２年 福嵜 美莉愛 
私の考える防災・減災 
指宿市立南指宿中学校 

３年 山下 智華子 
世界の平和 
鹿児島市立喜入中学校 

２年 前畑 咲来良 
コロナ禍の中で気づいたこ
と 
鹿屋市立第⼀鹿屋中学校 

１年 松村 心暖 
コロナ禍の中で考えたこ
と・思うこと 
出水市立高尾野中学校 

３年 荒川 博矢 
私と命 
鹿児島市立桜丘中学校 

２年 日髙 雪乃 
軽石のはなし 
喜界町立喜界中学校 

２年 小山  光 
コロナ禍の中で考えるこ
と・思うこと 
鹿児島市立松元中学校 

２年 松清 日向子 
コロナ禍の中で考えるこ
と・思うこと 
県立鹿屋高等学校 

１年 兒島 壮吾 
私のやってみたいボランテ
ィア 
神村学園高等部 

３年 田尻 星南 
私の考える防災・減災 
県立鹿屋高等学校 

１年 坂元 未来 
世界の平和 
鹿児島玉龍高等学校 

２年 池田 鈴音 
世界の平和 
鹿児島玉龍高等学校 

１年 内野 花香 
 



 
 
 
 

入選 

あいさつで人をげんきに 
姶良市立三船小学校 

１年 もり ちはる 
コロナ禍で考える事・思う
こと 
鹿児島市立春山小学校 

１年 永田 つむぎ 

私の考える防災・減災 
三島村立三島硫⻩島学園 

４年 ヴィノクロフ 怜 
コロナ禍で考えること・思
うこと 
鹿児島市立山下小学校 

３年  中元 陽紀 
⺟子手ちょうのシール 
出水市立上場小学校 

３年 山さき りあら 

のありがたさ 
鹿児島市立春山小学校 

５年 吉村 綾夏 
日本の立場 
鹿児島市立名山小学校 

６年 石踊  茜 

１年 森田 楓恋 
コロナ禍の中で気づいたこと 
三島村立三島硫⻩島学園 

９年 海老原 心美 
私のやってみたいボランテ
ィア 
鹿児島市立桜丘中学校 

１年 新村 みらい 

 

学校賞 
鹿児島市立原良小学校  鹿児島市立吉野東小学校  姶良市立加治木小学校 
鹿児島市立喜入中学校  鹿児島市立桜丘中学校   神村学園高等部 


