
民鉄協ニュース２６―№１１              平成２６年１２月１１日

第８回「私とみんてつ」小学生新聞コンクール
表彰作品・学校が決定しました！

－表彰式を平成２７年１月１０日（土）に開催します－

日本民営鉄道協会（東京都千代田区）では、新聞作成を通じて子供たちに鉄道に対する関心と理

解を深めてもらうことを目的に「第８回『私とみんてつ』小学生新聞コンクール」を実施しており、

このほど個人賞ならびに学校賞が決定しました。

最優秀作品賞（文部科学大臣賞）は広島県 広島市立広瀬小学校６年生の佐藤 茜（さとう あかね）

さんの作品「広電でGo Go！！」に、最優秀学校賞（国土交通大臣賞）は神奈川県 湘南白百合学園

小学校にそれぞれ受賞が決定しました。また、平成２７年１月１０日（土）に「如水会館（東京都

千代田区一ッ橋２－１－１）」において表彰式を開催いたします。

なお、コンクール詳細は以下のとおりです。

１．名  称

「第８回『私とみんてつ』小学生新聞コンクール」

２．主  催

一般社団法人 日本民営鉄道協会

３．後  援

文部科学省  国土交通省

全国小学校社会科研究協議会

４．募集期間

  平成２６年７月１日～９月３０日

５．募集対象

  全国の小学生（全学年）

６．応募結果

応募作品数：７，０２１作品（応募児童：７，１３６人） 応募学校数：５６２校

７．表  彰

【個人賞部門】                【学校賞部門】

・最優秀作品賞（文部科学大臣賞） １作品   ・最優秀学校賞（国土交通大臣賞） １校

・優秀作品賞           ６作品   ・優秀学校賞           ３校

・奨 励 賞           ８作品   ・奨 励 賞           ６校

・佳   作          ２０作品   ・若草奨励賞           ５校

・みんてつ作品賞         １作品   ・みんてつ学校賞         １校

＊本日、この資料は下記の記者クラブにお届けしています＊

文部科学記者会・国土交通記者会・ときわクラブ・東海交通研究会・青灯クラブ

近畿電鉄記者クラブ・福岡経済記者クラブ・レジャー記者クラブ

ＮＥＷＳＲ Ｅ Ｌ Ｅ Ａ Ｓ Ｅ

一般社団法人　日 本 民 営 鉄 道 協 会d
〒100-8171　 東京都千代田区大手町2-6-1  朝日生命大手町ビル16階

TEL 03-5202-1402   FAX 03-5202-1412  http://www.mintetsu.or.jp
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＜受賞者・受賞校紹介＞

個人賞部門 受賞者

【最優秀作品賞（文部科学大臣賞）】

・広電で Go Go！！ 佐藤 茜 広島/広島市立広瀬小学校 ６年

【優秀作品賞（日本民営鉄道協会 会長賞）】

・東武鉄道新聞 ～がんばる駅特集号～ 山口 広暉 栃木/栃木市立大宮北小学校 ５年

・続・銚電新聞 金森 泰都 千葉/船橋市立葛飾小学校 ６年

・京急謎解き新聞 久保田 真凛 神奈川/湘南白百合学園小学校 ５年

【優秀作品賞（全国小学校社会科研究協議会 会長賞）】

・富士山に一番近い鉄道 富士急こども新聞

好評第２号 テーマは「つながり」
森 響 山梨/富士河口湖町立船津小学校 ５年

・ドキュメンタリー 乗って残そう養老鉄道

養老鉄道 西大垣駅の１日
中野 朝輝 岐阜/池田町立温知小学校 ４年

・やさしいてつ道新聞

「もうどう犬といっしょのお客さんと電車」
明田 七海 奈良/生駒市立生駒台小学校 ３年

【奨励賞（日本民営鉄道協会 広報委員長賞）】

・横浜みんてつ新聞

～みんてつ乗り入れ数日本一～
長澤 美月 神奈川/湘南白百合学園小学校 ５年

・101 年目の石坂線
吉松 実咲

吉松 祈叶

滋賀/滋賀大学教育学部附属小学校 ６年

        〃       ４年

・バラスト新聞 田﨑 わこ 大阪/枚方市立枚方小学校 ３年

・SL 人吉の一日 八木 郁弥 熊本/宇土市立宇土東小学校 ６年

【奨励賞（全国小学校社会科研究協議会 副会長賞）】

・西武かわら版 内田 瑞基 千葉/佐倉市立染井野小学校 ５年

・くねくね新聞 浦野 碧 千葉/船橋市立小栗原小学校 ５年

・いざ みんてつへ！ 北野 乃愛
大阪/大阪教育大学附属

天王寺小学校 ５年

・くらし 生活 駅 鉄道新聞 筒井 唯那 香川/三豊市立下高瀬小学校 ６年

【みんてつ作品賞】

・鉄道最前線 湯前 美優 三重/伊勢市立大湊小学校 ６年

※上記の作品は 別紙 をご参照ください。



【佳作】

・津軽鉄道新聞 宮川 愛菜 青森/五所川原市立中央小学校 ６年

・民鉄新聞 井手 陽音 群馬/桐生市立桜木小学校 ５年

・上電新聞 長命 宏実 群馬/桐生市立桜木小学校 ５年

・山形鉄道 フラワー長井線新聞 書上 梨子 埼玉/桶川市立桶川西小学校 ５年

・輝け草加駅 昔も今もこれからも 岡田 遥香 埼玉/草加市立高砂小学校 ６年

・秩父鉄道 SL のひみつ 池田 睦 埼玉/飯能市立加治東小学校 ５年

・都電珍珍ニュース！ 久保木 梨奈 東京/八王子市立弐分方小学校 ６年

・東京メトロ南北線 本駒込駅新聞 山内 海青 東京/文京区立駕籠町小学校 ５年

・ときめき電鉄 からっ風新聞 関田 梨月 神奈川/湘南白百合学園小学校 ５年

・みなとみらい民鉄５新聞 星 百合 神奈川/湘南白百合学園小学校 ５年

・安全第一！新聞 堀川 咲良 神奈川/湘南白百合学園小学校 ５年

・阿武急密着新聞 岸川 光志 神奈川/横浜市立品濃小学校 ４年

・みんなの別所線新聞
西村 美智歌

西澤 奈那

長野/みんなの英語スクール ４年

     〃       ３年

・とよはし市電新聞 矢野 夏希 愛知/豊橋市立杉山小学校 ４年

・ダイヤ変更のなぞ新聞 庄司 瑞季 京都/京都女子大学附属小学校 ３年

・みんてつ新聞 池谷 恵莉 大阪/堺市立八下西小学校 ４年

・マルーン新聞 ～春日野道駅安全特集号～ 松元 亮太 兵庫/神戸市立霞ヶ丘小学校 ４年

・神鉄粟生線新聞 小茂池 玄太 兵庫/三木市立緑が丘小学校 ４年

・岡山 未来エコ新聞 田代 真規 岡山/岡山市立津島小学校 ６年

・新幹線鉄道新聞 橋本 湧生 福岡/北九州市立西小倉小学校 ５年



学校賞部門 受賞校

【最優秀学校賞（国土交通大臣賞）】

・湘南白百合学園小学校/神奈川

【優秀学校賞（日本民営鉄道協会 会長賞）】

・葛飾区立水元小学校/東京

・大阪市立南津守小学校/大阪

【優秀学校賞（全国小学校社会科研究協議会 会長賞）】

・佐倉市立西志津小学校/千葉

【奨励賞（日本民営鉄道協会 広報委員長賞）】

・市川市立国府台小学校/千葉

・豊中市立野畑小学校/大阪

・大阪教育大学附属天王寺小学校/大阪

【奨励賞（全国小学校社会科研究協議会 副会長賞）】

・富士見市立水谷東小学校/埼玉

・堺市立八下西小学校/大阪

・太子町立磯長小学校/大阪

【若草奨励賞（日本民営鉄道協会 広報副委員長賞）】

・奥州市立岩谷堂小学校/岩手

・市原市立ちはら台桜小学校/千葉

・府中市立府中第十小学校/東京

・横須賀市立望洋小学校/神奈川

・四日市市立常磐小学校/三重

【みんてつ学校賞】

・扶桑町立柏森小学校/愛知



【アクセス】

＜東京メトロ＞

・東西線竹橋駅下車  1b出口 徒歩 4分

・半蔵門線神保町下車 A9出口 徒歩 3分

＜都営地下鉄＞

・三田線神保町下車  A9出口 徒歩 3分

・新宿線神保町下車  A9出口 徒歩 3分

※東京駅から東京メトロ・都営地下鉄「大手町駅」

へお乗り換えください。

なお、乗り換えには地下道を通って約１０分～

１５分程度を要しますのでご注意ください。

＜表彰式開催概要＞

１．日 時：平成２７年１月１０日（土）

      １１時３０分～１２時３０分 表彰式

２．場 所：如水会館（地図参照）

      住所 東京都千代田区一ッ橋２－１－１

表彰式は、個人賞部門の最優秀、優秀、奨励、みんてつ作品賞の各受賞者、及び学校賞部門の最優秀、優秀、

みんてつ学校賞の各受賞校が対象です。

※ 表彰式の取材をご希望の場合は協会広報課（０３－５２０２－１４０２）までご連絡下さい。

地 図

昨年度表彰式の様子

以 上



「広電で Go Go！！」

広島/広島市立広瀬小学校

６年 佐藤 茜

別 紙

●最優秀作品賞（文部科学大臣賞）

受賞作品のデータ等をご希望の場合は、

日本民営鉄道協会広報課（tel:03-5202-1402）までお問い合わせ下さい。



●優秀作品賞（日本民営鉄道協会 会長賞）

              

受賞作品のデータ等をご希望の場合は、

日本民営鉄道協会広報課（tel:03-5202-1402）までお問い合わせ下さい。

「京急謎解き新聞」

神奈川/湘南白百合学園小学校

５年 久保田 真凛

「東武鉄道新聞

～がんばる駅特集号～」

栃木/栃木市立大宮北小学校

５年 山口 広暉

「続・銚電新聞」

千葉/船橋市立葛飾小学校

６年 金森 泰都



●優秀作品賞（全国小学校社会科研究協議会 会長賞）

       

受賞作品のデータ等をご希望の場合は、

日本民営鉄道協会広報課（tel:03-5202-1402）までお問い合わせ下さい。

「ドキュメンタリー 乗って残そう養老鉄道

養老鉄道 西大垣駅の１日」

岐阜/池田町立温知小学校

４年 中野 朝輝

「富士山に一番近い鉄道 富士急こども新聞

好評第２号 テーマは「つながり」」

山梨/富士河口湖町立船津小学校

５年 森 響

「やさしいてつ道新聞

「もうどう犬といっしょのお客さんと電車」」

奈良/生駒市立生駒台小学校

３年 明田 七海



●奨励賞（日本民営鉄道協会 広報委員長賞）

受賞作品のデータ等をご希望の場合は、

日本民営鉄道協会広報課（tel:03-5202-1402）までお問い合わせ下さい。

「横浜みんてつ新聞

～みんてつ乗り入れ数日本一～」

神奈川/湘南白百合学園小学校

５年 長澤 美月

「101 年目の石坂線」

滋賀/滋賀大学教育学部附属小学校

６年 吉松 実咲

４年 吉松 祈叶

「バラスト新聞」

大阪/枚方市立枚方小学校

３年 田﨑 わこ

「SL 人吉の一日」

熊本/宇土市立宇土東小学校

６年 八木 郁弥



●奨励賞（全国小学校社会科研究協議会 副会長賞）

受賞作品のデータ等をご希望の場合は、

日本民営鉄道協会広報課（tel:03-5202-1402）までお問い合わせ下さい。

「西武かわら版」

千葉/佐倉市立染井野小学校

５年 内田 瑞基

「くねくね新聞」

千葉/船橋市立小栗原小学校

５年 浦野 碧

「いざ みんてつへ！」

大阪/大阪教育大学附属天王寺小学校

５年 北野 乃愛

「くらし 生活 駅 鉄道新聞」

香川/三豊市立下高瀬小学校

６年 筒井 唯那



●みんてつ作品賞

受賞作品のデータ等をご希望の場合は、

日本民営鉄道協会広報課（tel:03-5202-1402）までお問い合わせ下さい。

「鉄道最前線」

三重/伊勢市立大湊小学校

６年 湯前 美優


