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令和元年度「 ふ る さ と の 優 れ た 先 人 に 学 ぶ 」 作 文 コ ン ク ー ル 入 選 結 果 に
ついて
令和元年度｢ふ る さ と の 優 れ た 先 人 に 学 ぶ ｣作 文 コ ン ク ー ル の 入 選 結 果
は別紙のとおりです。

１

「ふるさとの優れた先人に学ぶ」作文コンクールについて
富山県の自然、歴史や文化、産業などへの理解を深めつつ、本県ゆかりの偉大な先輩
たちの足跡を学び、共感することを通じて、自らのロールモデルを見出し、夢に向かっ
てチャレンジする子どもたちの育成を目指し実施する。

２

応募の状況と審査結果
募集期間
応募資格
応募総数
入賞

３

令和元年６月３日（月）～９月１３日（金）
県内の小学校・特別支援学校に通う児童（小学５，６年生）
１，８９５点（小学５年生 696 点,小学６年生 1,199 点）
３０点（別紙のとおり）

表彰式について
１１月６日（水）

高志の国文学館
各学年、富山県知事賞、優秀賞、優良賞について、
「令和元
年度「高志の国文学」情景作品コンクール」の表彰式と併せ
て、表彰を行う予定です。
（詳細については、後日改めてお知らせします。）

令和元年度 「ふるさとの優れた先人に学ぶ」作文コンクール入賞者一覧
小学５年生
学校名

氏名

ふりがな

作品名

県知事賞 射水市立 新湊小学校

河田 さくら子 かわた さくらこ わだば、棟方志功になる

優秀賞

富山市立 新庄北小学校

深川 佳帆子 ふかがわ かほこ あきらめず、周りの人のために

優秀賞

富山市立 豊田小学校

岩折 奏

いわおり かなで 強くやわらかい心をもって

優秀賞

小矢部市立 石動小学校

西 汐音

にし しおね

優良賞 富山市立 老田小学校

平田 彩華

ひらた あやか あきらめない心

優良賞 射水市立 堀岡小学校

宮川 理帆

みやがわ りほ 黒田善太郎氏から学んだこと

優良賞 高岡市立 東五位小学校

本定 永吏

ほんじょう えり 「ことだま」が生む力

入選

小矢部市立 大谷小学校

前田 隼誠

まえだ しゅんせい 報徳の精神

入選

富山市立 藤ノ木小学校

南部 瑛祐

なんぶ えいすけ 椎名道三の信念と強い心

入選

高岡市立 下関小学校

菓子井 隆真

かしい りゅうま 三つの志を力に

入選

高岡市立 野村小学校

室井 真緒

むろい まお

藤子・F・不二雄から学んだこと

入選

富山市立 水橋中部小学校 平井 梨々花

ひらい りりか

努力をして

入選

立山町立 立山北部小学校 大野 世奈

おおの せな

自分を大切にし、何があってもあきらめない

入選

立山町立 立山北部小学校 杉田 蒼真

すぎた そうま

あきらめない心「黒川 良安」

入選

富山市立 八幡小学校

さかもと じゅな 馬場はるさんの姿から学んだこと

坂本 樹南

成功をつかむ 生き方

小学６年生
学校名

氏名

ふりがな

作品名

県知事賞 富山市立 芝園小学校

上野 来夏

うえの こな

継続と出会いを大切に

優秀賞

上市町立 相ノ木小学校

現田 彩乃

げんだ あやの 藤子・Ｆ・不二雄に学ぶ

優秀賞

富山市立 神保小学校

瀧川 真世

たきかわ まよ

優秀賞

黒部市立 たかせ小学校

谷川 心陽

たにかわ こはる 勇気を挑戦に

努力し続ける

優良賞 富山市立 八尾小学校

鈴木 三士郎 すずき さんしろう おわらを愛した川崎順二の心を伝えたい

優良賞 滑川市立 東部小学校

菅田 紡輝

すがた つむぎ 委員会活動に生かす「広い視野」

優良賞 滑川市立 東部小学校

中坪 愛里

なかつぼ あいり 角川源義さんと私の好きなこと

入選

入善町立 飯野小学校

笹島 芽依

ささじま めい

米澤紋三郎さんの努力

入選

高岡市立 能町小学校

下保 成美

かほ なるみ

知らない人はいない！ 藤子不二雄

入選

高岡市立 木津小学校

辻 莉奈

つじ りな

音楽大学を設立した「福井直秋」

入選

氷見市立 灘浦小学校

吉野 純菜

よしの じゅんな 私の町の優れた先人 総一郎

入選

砺波市立 砺波南部小学校 柏樹 美月

かしわぎ みつき 努力は形になる

入選

高岡市立 太田小学校

穴田 舜太

あなだ しゅんた 「発想」と「個性」

入選

高岡市立 東五位小学校

中澤 日哉

なかざわ はるや 「みんなのために」が生む力

入選

高岡市立 福岡小学校

福島 奈恋

ふくしま なれん 大野ヨリの生き方から

