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【最優秀賞】（１作品）

都道府県 学校名 学年 氏名 作品名

京都府 京都市立福西小学校 5年 橋本　颯太 水の極新聞

【セディア財団特別賞】（１作品）

都道府県 学校名 学年 氏名 作品名

神奈川県 湘南白百合学園小学校 4年 多根　弥咲 二階堂新聞

【優秀賞】（4作品）

都道府県 学校名 学年 氏名 作品名

神奈川県 日本大学藤沢小学校 3年 小松平　悠生 オイカワ新聞

大阪府 羽曳野市立高鷲小学校 3年 宮﨑　宗獅郎 プラスチックを食べて!?地球をえ顔に

神奈川県 日本大学藤沢小学校 5年 岡田　佳蓮、西川　結望 水と生きる　~Life With Water~

岐阜県 揖斐川町立谷汲小学校 5年 植山　あおい 水の神様新聞

【準優秀賞】（11作品）

都道府県 学校名 学年 氏名 作品名

埼玉県 熊谷市立石原小学校 3年 村上　琉偉 きれいな水で天然記念物を守ろう!

埼玉県 戸田市立戸田第一小学校 4年 小峰　碧月 水はどこから来る？

東京都 筑波大学附属小学校 4年 土倉　歩美 まちを守る大切な水!　火事を消すために活やくする水

東京都 筑波大学附属小学校 4年 松本　悠希 水で起こる争い

東京都 星美学園小学校 4年 邉見　宏太 バーチャルウォーターって何？

岐阜県 白川村立白川郷学園 4年 伊藤　千輝 水と共に

静岡県 御前崎市立第一小学校 4年 吉田　夏菜 地球を守ろう新聞

大分県 大分市立敷戸小学校 4年 川野　凌來 しき戸明治大分水路新聞

沖縄県 那覇市立天久小学校 5年 宮城　仁寧 世界各国の水とSDGｓ

山形県 山形市立高瀬小学校 6年 伊藤　瑞希 清流高瀬川

山形県 山形市立高瀬小学校 6年 斎藤　翠 高瀬川

第7回 セディア財団　全国小学生「わたしたちのくらしと水」かべ新聞コンテスト2021

審 査 結 果

［応募総数］5,784作品        ［応募校数］208校



【佳　作】（20作品）

都道府県 学校名 学年 氏名 作品名

山形県 鶴岡市立朝暘第三小学校 4年 池田　奏太、鈴木　光璃、髙田　光莉 青い地球

埼玉県 草加市立栄小学校 4年 登　奏翔 今　私たちにできることは?　SDGｓと水の問題

千葉県 市川市立柏井小学校 4年 大滝　冬芽 まもろうかぎりある水

東京都 星美学園小学校 4年 秋葉　季摩 水のいろいろ新聞

東京都 国分寺市立第五小学校 4年 杉本　紗花 みんなの水

東京都 国分寺市立第五小学校 4年 高橋　花恩 大切な水

石川県 金沢市立浅野町小学校 4年
小林　ひまり、齊田　優菜

福田　寛太、福島　光騎
水の歴史新聞

愛知県 蒲郡市立塩津小学校 4年 山本　杏 ウォーター新聞

滋賀県 大津市立長等小学校 4年 水本　彩音 SDGｓ水新聞

兵庫県 明石市立林小学校 4年 佐野　日葵 明石の水道新聞

兵庫県 加古川市立加古川小学校 4年 前川　空澄 守れ!!地球の水新聞

和歌山県 和歌山市立高松小学校 4年 山本　千尋 分け合う水

福岡県 北九州市立黒崎中央小学校 4年 塚田　遥陽 みんなに知ってほしい　水の大切さ

石川県 珠洲市立大谷小中学校 5年 和田　晃太郎 ぼくたちの水道水

長野県 佐久市立高瀬小学校 5年 寺沢　笑里、柳澤　有唯 これからの水と環境のつながり新聞

兵庫県 神戸市立魚崎小学校 5年 小山　莉奈 水とエネルギー

岩手県 盛岡市立緑が丘小学校 6年 三浦　結衣 SDGｓと水

宮城県 仙台市立市名坂小学校 6年 富谷　菜々子 くらしと水と自分と

東京都 品川区立小山小学校 6年 白井　咲羽 水道フォーカス

福岡県 福岡雙葉小学校 6年 森山　英衣 インドネシア水新聞



【努力賞】（64作品）

都道府県 学校名 学年 氏名 作品名

宮城県 聖ドミニコ学院小学校 2年 奈良　芹香 仙台四ツ谷用水のヒミツ新聞

千葉県 八千代市立村上小学校 3年 秦　光章 学校や家で使う水はどこからくるの？

青森県 青森市立堤小学校 4年 楢山　紗央 SDGｓで守る!　私たちの宝　水

青森県 青森市立堤小学校 4年 竹腰　美音 水新聞

青森県 青森市立堤小学校 4年 柿﨑　春佳 水新聞

茨城県 かすみがうら市立霞ヶ浦南小学校 4年 田澤　佳奈 水は大切新聞

栃木県 小山市立旭小学校 4年 市村　龍聖 自然新聞

群馬県 桐生市立東小学校 4年 初谷　花 水とSDGs

群馬県 玉村町立南小学校 4年 田島　みお 365日水新聞

埼玉県 川口市立前川東小学校 4年 濱口　初依 台所と水

埼玉県 草加市立草加小学校 4年 齊藤　凪咲 こんな所行ってみた新聞

埼玉県 戸田市立笹目小学校 4年 髙瀨　康太 水新聞

埼玉県 戸田市立笹目小学校 4年 池田　実桜稀 水新聞

埼玉県 入間市立新久小学校 4年 中島　彩陽子 未来のために守ろう水を

埼玉県 朝霞市立朝霞第一小学校 4年 山﨑　愛斗 ぼくの家に水が来るまでしんぶん

千葉県 千葉市立検見川小学校 4年 野中　菜那 生活には欠かせない!!大切な水

千葉県 千葉市立検見川小学校 4年 米山　日鞠 みんなで守ろう大切なかぎりある水

千葉県 千葉市立北貝塚小学校 4年 小林　花穂 家族で見直す節水

千葉県 千葉市立北貝塚小学校 4年 髙𣘺　愛結花 たぽちゃん新聞

千葉県 市川市立南行徳小学校 4年 萩本　華穂 わたしたちの水をくわしく

千葉県 船橋市立二宮小学校 4年 安藤　果穂 水と地球

千葉県 船橋市立二宮小学校 4年 野澤　柚衣 くらしと水

東京都 筑波大学附属小学校 4年 今野　優人 世界の水問題新聞

東京都 星美学園小学校 4年 金井　日満理 貴重な水新聞

東京都 板橋区立上板橋第四小学校 4年 幡手　野乃 下水新聞

東京都 西東京市立柳沢小学校 4年 根岸　依麻 水の昔と今と未来

神奈川県 横浜市立神橋小学校 4年 鎌田　彩花 世界の水

神奈川県 横浜市立中和田小学校 4年 中川　巧、中島　海斗 世界的水事情

神奈川県 川崎市立平小学校 4年 小林　冬奏 大切な水

神奈川県 相模原市立谷口台小学校 4年 波田野　里紗 大切な水新聞

神奈川県 相模原市立上鶴間小学校 4年 渡邊　芽依 水の大切さ新聞

神奈川県 相模原市立谷口台小学校 4年 前田　帆美 未来へつながる水

神奈川県 湘南白百合学園小学校 4年 狩野　まいな みんなで知ろう水新聞

愛知県 名古屋市立五反田小学校 4年 伊藤　栞菜 水の不思議



【努力賞】（64作品）

愛知県 安城市立桜井小学校 4年 稲垣　衣舞 日本の水と世界の水

愛知県 蒲郡市立塩津小学校 4年 坂部　陽咲 水新聞

愛知県 蟹江町立須西小学校 4年
佐藤　らいら、戸谷　颯辰

猪飼　凌太郎、江村　美旺
水の不思議新聞

京都府 京都文教短期大学付属小学校 4年 森井　美織 雨水新聞

大阪府 大阪市立長居小学校 4年 太田　林檎 くらしに必要な水

大阪府 賢明学院小学校 4年 福岡　大知 ぼくのまちの水新聞

大阪府 貝塚市立南小学校 4年 石井　陽菜 水を未来に

大阪府 東大阪市立英田南小学校 4年 田中　杏樹 海の水新聞

兵庫県 神戸市立稗田小学校 4年 西澤　結衣 水がわたしたちにとどくまで

兵庫県 神戸市立竹の台小学校 4年 門田　壮太郎 水とおいしい米

兵庫県 小野市立大部小学校 4年 井上　和奏 水をきれいにするひみつ新聞

兵庫県 播磨町立蓮池小学校 4年 藤本　明依 水と地球の未来のために!!

和歌山県 和歌山市立高松小学校 4年 石川　遥萌 地球にうるおいを

和歌山県 和歌山市立高松小学校 4年 阪口　遥映 水新聞

広島県 広島大学附属三原小学校 4年 泉　咲良子 「水」を考える

広島県 庄原市立東城小学校 4年 田中　明香里 水新聞

徳島県 松茂町立松茂小学校 4年 藤本　志歩 大切な水を守ろう！

福岡県 北九州市立黒崎中央小学校 4年 相浦　紗奈 水の大切さ新聞

福岡県 北九州市立黒崎中央小学校 4年 篠原　由芳梨 水とのつながり新聞

東京都 江戸川区立南篠崎小学校 5年 野田　ひなつ、田中　陽莉、佐藤　琴奈 水道新聞

三重県 名張市立百合が丘小学校 5年 北田　愛修 わたしたちのくらしと水

大阪府 寝屋川市立国松緑丘小学校 5年
井上　咲希、木下　実咲

岩切　久瑠実、清水　柚那
水を守ろう大作戦

福岡県 北九州市立志井小学校 5年 浦中　暖真 ぼくたちの水新聞

宮城県 栗原市立志波姫小学校 6年 若生　健斗 Water Times

埼玉県 志木市立志木第四小学校 6年 飯塚　菜々子 世界や日本の水新聞

千葉県 八千代市立村上小学校 6年 笹原　日葉乃 未来へ新聞

東京都 江戸川区立南篠崎小学校 6年 熊谷　柚那 水道新聞

愛知県 豊橋市立多米小学校 6年 杉本　音緒 水は宝物

大阪府 城星学園小学校 6年 北村　優愛 水と私の家

福岡県 北九州市立足立小学校 6年 小田　孝太朗 水リミット有新聞

都道府県 学校名

福岡県 北九州市立黒崎中央小学校

都道府県 学校名

千葉県 千葉市立検見川小学校

千葉県 船橋市立二宮小学校

福井県 福井市森田小学校

大阪府 貝塚市立南小学校

兵庫県 加古川市立加古川小学校

【学校賞】

【学校優秀賞】


