
（五十音順）

賞 学年 名前 フリガナ 作品名　
学校名

（五十音順）

市長賞 5 内山　颯梧 ウチヤマ　ソウゴ 昆虫食にぼくはむ中 篠原小学校

教育長賞 5 芹澤　明日香 セリザワ　アスカ
人はなぜ好ききらいがあるのか　パート３　～好ききらい
のデメリットをさぐって、好ききらいを解決しよう～ 竜禅寺小学校

中央図書館長賞 4 山里　尚音 ヤマサト　ヒサネ
地味（じみぃ～）なフタバアオイの大出世物語
家康くんの家紋は○○○！？

和地小学校

優秀賞 3 田中　ゆうな タナカ　ユウナ 浜松市と楽き　伝えたい！音楽の力 曳馬小学校

優秀賞 3 篠崎　愛理 シノザキ　アイリ 知りたい！！ヤモリのひみつ 附属浜松小学校

優秀賞 4 野口　心 ノグチ　ココロ
富士山のまち　裾野　浜名湖のまち　浜松
そのみ力、もっとみんなに知ってほしい！！

大平台小学校

優秀賞 4 岩本　実季 イワモト　ミキ 浜松の偉人　徳川家康、どんな人？ 鴨江小学校

優秀賞 5 結城　陽太 ユウキ　ヨウタ なぜ穴があく？モンステラの葉 佐鳴台小学校

優秀賞 5 老川　真央 オイカワ　マオ
ＦＳＣって何？！天竜美林のフローリング２
～お母さんの仕事の巻～

二俣小学校

優秀賞 6 久保田　明莉 クボタ　アカリ 大阪地震から学ぶ　－第２の彼女を出さないために― 豊西小学校

優秀賞 6 平野　花凛 ヒラノ　カリン
学問の神様は雷神だった
～平安時代からのメッセージ～

曳馬小学校

優良賞 3 桑野　晶 クワノ　アキ
ごみはどこへいくの？　～ごみへらし大作
戦！！～

広沢小学校

優良賞 3 田中　蒼也 タナカ　ソウヤ
昔、広さわに、じょう気きかん車が走っていた！！
～おく山線について考えた～

広沢小学校

優良賞 3 杉本　奈優 スギモト　ナユ Ｃｈｏｃｏｌａｔｅ　～魔法にかけられて～ 瑞穂小学校

優良賞 4 金田　莉奈 カネダ　リナ 地球の未来のために　…ごみから命を守る… 大平台小学校

優良賞 4 久保田　壮真 クボタ　ソウマ このでこぼこ何だ！？ 富塚西小学校

優良賞 4 水野　太雅 ミズノ　タイガ 保存食～いろいろな知恵と工夫～ 西小学校

優良賞 5 伊野瀬　優歩 イノセ　ユア
輝け未来　くいとめろ地球温暖化 ～今　私に
できること～

積志小学校

優良賞 5 矢野　舞希 ヤノ　マキ 花の朝・夜をさぐる！ 富塚小学校

優良賞 5 岩川　湊美 イワカワ　ミナミ
人生の約１／３もの時間をしめる　睡眠を知
る

広沢小学校

優良賞 6 岩本　柚季 イワモト　ユキ ベートーヴェンの星空をさがして 鴨江小学校

優良賞 6 吉積　歓太 ヨシヅミ　カンタ
地図は情報の宝箱　～地図への理解を深めよう
～

初生小学校

優良賞 6 磯部　莉菜 イソベ　リナ 世界のお茶・日本の茶道　お茶の旅！ 広沢小学校
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学校賞 浜松市立大平台小学校

学校賞 浜松市立富塚西小学校

学校賞 浜松市立曳馬小学校

学校賞 浜松市立広沢小学校

学校賞 浜松市立雄踏小学校



奨励賞 3 野﨑　美奈 ノザキ　ミナ ウミガメをまもるには 県居小学校

奨励賞 3 髙栁　万結花 タカヤナギ　マユカ 一番身近なそざい　ワタと綿 可美小学校

奨励賞 3 岩田　埜沙 イワタ　ノイ 空を読む 中瀬小学校

奨励賞 3 村井　仁 ムライ　ジン 大すきなレーズンをくわしく知ろう 萩丘小学校

奨励賞 3 清水　琥大郎 シミズ　コタロウ こうしゅう電話 和田東小学校

奨励賞 4 町田　永 マチダ　エイ 今につながる古代の文字 広沢小学校

奨励賞 4 町田　圭 マチダ　ケイ 新生代のほ乳類と気候の変化 広沢小学校

奨励賞 4 宮﨑　理早 ミヤザキ　リサ お茶のひみつ 雄踏小学校

奨励賞 4 村上　直央 ムラカミ　ナオ あっ、地面がゆれている　地震発生のしくみと怖さ 雄踏小学校

奨励賞 4 二𣘺　昂希 ニハシ　コウキ 水がいから身を守ろう！ 与進北小学校

奨励賞 5 堀内　太賀 ホリウチ　タイガ
もっときれいにしたいな佐鳴湖
～佐鳴湖の水質とゴミについて～

大平台小学校

奨励賞 5 高山　佑希 タカヤマ　ユウキ 感染症と人類との闘いと歴史 上島小学校

奨励賞 5 塩澤　智弓 シオザワ　チユミ 秋葉山常夜燈について調べる 中瀬小学校

奨励賞 5 天野　世梨 アマノ　セリ
どうなっちゃったの？わたしのひいおばあちゃん
認知症について

三方原小学校

奨励賞 5 髙嶋　菜緒 タカシマ　ナオ １００年前の地図と今の地図をくらべて歩いてみた 与進小学校

奨励賞 6 土射津　芽生 ツチイヅ　メイ 浜名湖　～牡蠣編～ 内野小学校

奨励賞 6 加藤　美羽 カトウ　ミワ 夏は暑い！　～涼しく過ごすために～ 富塚小学校

奨励賞 6 内海　美乃 ウツミ　ヨシノ
私の厳選　ＳＤＧｓ　～現状と、未来のために今私
たちがやらなければならない事～

富塚西小学校

奨励賞 6 牧野　成翔 マキノ　セイト 洪水について　～安間川～ 中郡小学校

奨励賞 6 村井　心南 ムライ　ココナ 蜜蜂は私たちを支えてくれている 萩丘小学校

   なお、学校賞受賞には至りませんでしたが、以下の学校も優秀な成績を収めました。 

 
・静岡大学教育学部附属浜松小学校           ・浜松市立中瀬小学校 
 

・浜松市立可美小学校                    ・浜松市立萩丘小学校 
 

・浜松市立鴨江小学校                    ・浜松市立初生小学校 
 

・浜松市立積志小学校 

 

・浜松市立富塚小学校 


