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第２５回 木のあるくらし  

作文コンクール 審査結果報告 
 

 一般社団法人日本木造住宅産業協会は、毎年小学生を対象とし、今年で 25回

目となる作文コンクールの作品募集を 6月から始め、国土交通省「住生活月間」

に合わせ、10月に表彰式を実施しております。 

このコンクールは、国土交通省・文部科学省・農林水産省・環境省・外務省・

住宅金融支援機構・朝日学生新聞社のご後援により、各大臣賞ならびに各賞を設

け、全国の小学校、特別支援学校および海外の日本人学校に広くご案内をいたし

ました。 

 その結果、国内 938 校に加え、特別支援学校 3 校、海外の日本人学校 5 ヶ国

から 5校、その他個人応募等を含め、合計 5,765点のご応募をいただきました。

作品を送っていただいた小学生のみなさん、保護者、学校関係者方々など、すべ

ての関係者の皆様に感謝の意味を含め、表彰式を 10月 29日（土）に実施いたし

ます。 

 寄せられた作文は、どれも甲乙つけ難い作品ばかりでしたが、厳正な審査を経

て各賞の入賞者が決定いたしましたので、ここにご報告いたします。 

                                以上 

 

  

 

本件に関する問い合わせ先  

一般社団法人 日本木造住宅産業協会  業務・広報部 森松 克典 
 

〒106-0032 東京都港区六本木1-7-27全特六本木ビルＷＥＳＴ棟２階  

 電話 ０３-５１１４-３０１５ FAX ０３-５１１４-３０２０ 

                 ホームページ http://www.mokujukyo.or.jp 



第 25 回 「木のあるくらし」作文コンクール受賞者 
 

 

国土交通大臣賞 

【低学年の部】 

大和田 悠真（おおわだ ゆうま）さん  【茨城県】 

   題    名：家づくりは木のリレー 

【高学年の部】 

    杉野 愛梨（すぎの あいり）さん    【千葉県】 

   題   名：時が創り出すもの 

 

文部科学大臣賞 

【低学年の部】 

   昆 光葵（こん みつき）さん      【宮城県】 

題   名：木ってすごいな 

【高学年の部】 

田中 琴菜（たなか ことな）さん    【福井県】 

題   名：あーちゃんの桜の木 

 

農林水産大臣賞 

【低学年の部】 

   中村 瑠里（なかむら るり）さん    【千葉県】 

題   名：アイスのぼうってどんな木 

【高学年の部】 

小田原 志竜（おだはら しりゅう）さん 【鹿児島県】 

題   名：木の七変化 

 

環境大臣賞 

【低学年の部】 

   馬場 望（ばば のぞみ）さん      【千葉県】 

題   名：木の良いところ 

 



【高学年の部】 

佐藤 迪洋（さとう みちひろ）さん   【静岡県】 

題   名：ぼくのチャーギ 

 

外務大臣賞 

【低学年の部】 

   吉田 直太朗（よしだ なおたろう）さん 【マレーシア】 

   題  名：みんなやさしく 

   【高学年の部】 

   吉田 桜子（よしだ さくらこ）さん   【マレーシア】 

   題  名：みんながくらしやすい社会へ 

   

住宅金融支援機構 理事長賞 

【低学年の部】 

   袴田 あい（はかまた あい）さん    【静岡県】 

題   名：しゃべる木のおうち 

【高学年の部】 

斎藤 瑠乃（さいとう るの）さん    【兵庫県】 

題   名：神様の木に出会って 

 

日本木造住宅産業協会 会長賞 

【低学年の部】 

   武田 英里（たけだ えり）さん     【愛媛県】 

題   名：やさしいじいちゃんち 

【高学年の部】 

泉 奏花（いずみ そよか）さん     【千葉県】 

題   名：祖父の眠る棺 

 

 

 

 

 



朝日小学生新聞賞 

【低学年の部】 

   山下 晃生（やました みつき）さん   【滋賀県】 

題   名：さびしそうな木 

【高学年の部】 

田中 伊織（たなか いおり）さん    【京都府】 

題   名：僕の周りは素敵な木に溢れている。 

 

審査員特別賞 

【低学年の部】 

   角岡 こころ（つのおか こころ）さん  【宮城県】 

題   名：木と森と 

【高学年の部】 

   筱 茉莉紗（しの まりさ）さん     【エジプト・アラブ共和国】 

題   名：木のすばらしさと生きるたくましさ 

 

日本木造住宅産業協会 ブロック賞 

北海道ブロック 

【低学年の部】 

   野原 琉太（のはら りゅうた）さん   【北海道】 

   題  名：バルコニーの木 

【高学年の部】 

   前田 健志（まえだ けんじ）さん    【北海道】 

   題  名：ぼくの自慢の木の家 

 

東北ブロック 

【低学年の部】 

   水野谷 良太（みずのや りょうた）さん 【福島県】 

   題  名：森の木のプレゼント 

【高学年の部】 

   戸村 杏莉（とむら あんり）さん    【山形県】 

   題  名：我が家のシンボルツリー 



関東ブロック 

【低学年の部】 

   福井 遥（ふくい はるか）さん     【埼玉県】 

   題  名：木をめぐる二つの気もち 

【高学年の部】 

   清水 冬和子（しみず とわこ）さん   【千葉県】 

   題  名：木の香りいっぱいの学校 

 

北信越ブロック 

【低学年の部】 

   髙橋 結（たかはし ゆい）さん      【福井県】 

   題  名：たいせつな木 

【高学年の部】 

   名取 優寿希（なとり ゆずき）さん    【長野県】 

 題  名：木と共に生きていく 

    

甲・静岡ブロック 

【低学年の部】 

   高橋 陽馬（たかはし はるま）さん    【静岡県】 

   題  名：会えなくてもつながっている 

【高学年の部】 

   赤堀 塔子（あかほり とうこ）さん    【静岡県】 

   題  名：「自然の恵みの清沢和紙」 

 

中部ブロック 

【低学年の部】 

   松浦 衣那（まつうら えな）さん      【岐阜県】 

   題  名：大すきな木のいえ 

【高学年の部】 

   内藤 綾乃（ないとう あやの）さん    【愛知県】 

   題  名：間伐体験で学んだこと 

 



近畿ブロック 

【低学年の部】 

   寺内 湊都（てらうち みなと）さん    【滋賀県】 

   題  名：「クロガネモチのき」 

【高学年の部】 

   宮﨑 純大（みやざき じゅんだい）さん  【兵庫県】 

   題  名：家族をつなぐ木 

 

四国ブロック 

【低学年の部】 

   柚山 琴美（ゆやま ことみ）さん     【愛媛県】 

   題  名：木で作られたおままごとセット  

【高学年の部】 

   城福 悠々香（じょうふく ゆゆか）さん  【徳島県】 

   題  名：「私の好きな場所」 

 

中国・九州・沖縄ブロック 

【低学年の部】 

  盤若 よつば（はんにゃ よつば）さん   【鹿児島県】 

   題  名：木にかこまれたわたし 

【高学年の部】 

   釘宮 里帆（くぎみや りほ）さん     【大分県】 

   題  名：三千年の時を超えて 

 

団体賞             （＊50音順） 

【最優秀団体賞】 

沖縄市立美東小学校   【沖縄県】 

【優秀団体賞】 

   国府台女子学院小学部  【千葉県】 

   高崎市立東部小学校   【群馬県】 

   富田林市立喜志小学校  【大阪府】 

   矢吹町立矢吹小学校   【福島県】 



佳作              （＊50音順） 

 【低学年の部】 

  上田 実織（うえだ みおり）さん   【中華人民共和国】    

  緒方 莉月（おがた りつき）さん   【熊本県】 

   兼岡 史典（かねおか ふみのり）さん 【千葉県】 

    神谷 友梨子（かみや ゆりこ）さん  【静岡県】    

   北野 結華（きたの ゆいか）さん   【鹿児島県】    

     平 結愛（たいら ゆあ）さん     【鹿児島県】 

髙田 茉里花（たかだ まりか）さん  【大阪府】 

段野 陽葵（だんの ひまり）さん   【千葉県】 

中村 沙友梨（なかむら さゆり）さん 【鹿児島県】 

中本 凜（なかもと りん）さん    【奈良県】 

福嶋 心ノ花（ふくしま このか）さん 【鹿児島県】 

古川 琴葉（ふるかわ ことは）さん  【福島県】 

松平 瑞也（まつだいら もとなり）さん【福井県】 

松本 結（まつもと ゆい）さん    【兵庫県】 

【高学年の部】 

   青山 結葵（あおやま ゆいき）さん  【千葉県】 

   片山 紗江（かたやま さえ）さん   【鹿児島県】 

   小牧 愛子（こまき あいこ）さん   【神奈川県】 

   佐々木 璃都（ささき りと）さん   【宮城県】 

   武田 直起（たけだ なおき）さん   【愛媛県】 

  田中 琉凰（たなか るおん）さん   【岐阜県】 

谷澤 あかり（たにざわ あかり）さん 【滋賀県】 

筒井 美唯子（つつい みいこ）さん  【千葉県】 

中川 結奏（なかがわ ゆいか）さん  【徳島県】 

中村 冴輝子（なかむら さきこ）さん 【和歌山県】 

行木 まり（なめき まり）さん    【千葉県】 

新倉 将希（にいくら まさき）さん  【神奈川県】 

馬場崎 心（ばばさき こころ）さん  【佐賀県】 

丸山 結愛（まるやま ゆめ）さん   【ドイツ連邦共和国】 

横道 弘樹（よこみち こうき）さん  【静岡県】 



特別賞 

【高学年の部】 

江隈 粋心（えぐま すいしん）さん  【福岡県】 

西川 洋夢（にしかわ ひろむ）さん  【鳥取県】 

藤原 蓮（ふじはら れん）さん    【鳥取県】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 25回「木のあるくらし」作文コンクール審査員の紹介 

 

審査員長  はせがわゆうじ氏：イラストレーター 

名古屋市生まれ。名古屋芸術大学卒。広告や出版の  

イラストを幅広く手がける。色鉛筆でほのぼのとし

た優しいタッチのイラストレーションで知られる。 

東京書籍国語教科書表紙、名古屋市母子手帳表紙、 

ＮＨＫみんなのうたアニメーションなど。 

著書に「ベンジャミンの空」(サンリオ)他。 

 

                         
南雲 ゆりか 氏：南雲国語教室主宰   

東京生まれ。横浜国立大学教育学部卒。横浜市立小

学校教諭を経て大手進学塾へ。難関クラス指導と模

試・教材の作成を担当した。都内で国語教室を主宰

し、「正確に読む力、正確に伝える力」をモットー

に指導にあたっている。朝日新聞 EduA『国語のチカ

ラ 読解力・表現力の基本のき』連載中。著書に『名

探偵コナンの 12 才までに身につけたい本物の漢字

力 1026字』（小学館）、「考える力がつく『国語』

勉強法」（ダイヤモンド社）など。 

 

 

石井 秀明 氏：国土交通省住宅局住宅生産課木造住宅振興室長 

 

嘉藤 鋭  氏：（独）住宅金融支援機構マンション・まちづくり支援部 

技術統括室長 

 

今澤 勇  氏：(株)朝日学生新聞社取締役営業担当兼大阪支社長 

 

越海 興一  ：（一社）日本木造住宅産業協会専務理事 

 

 

以上 ６名 


