
民鉄協ニュース２５―№１２              平成２５年１２月１２日

第７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２６年１月１１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７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）は三重県伊勢市立大湊小学校５年生の湯前 美優（ゆまえ   

みゆう）さんの作品「駅舎密着２４時」に、最優秀学校賞（国土交通大臣賞）は愛知県扶桑町立    

柏森小学校にそれぞれ受賞が決定しました。また、平成２６年１月１１日（土）に「東京會舘    

東商スカイルーム（東京都千代田区丸の内３丁目２番２号）」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７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２５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：７，０６２作品（応募児童：７，１７２人） 応募学校数：６０９校

７．表  彰

【個人賞部門】

・最優秀作品賞（文部科学大臣賞） １作品

・優秀作品賞           ７作品

・奨 励 賞           ７作品

・佳   作          ２１作品

【学校賞部門】

・最優秀学校賞（国土交通大臣賞） １校

・優秀学校賞           ５校

・奨 励 賞           ５校

・若草奨励賞           ５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）】

・駅舎密着２４時 湯前 美優 三重/伊勢市立大湊小学校 ５年

【優秀作品賞（日本民営鉄道協会 会長賞）】

・小田急長後駅新聞 鈴木 すみれ 神奈川/湘南白百合学園小学校 ５年

・近畿日本鉄道 鮮魚列車特集号

―大阪の食生活を支えてきた電車―
川合 祥朗 大阪/大阪市立阪南小学校 ４年

・広電で Go Go！！ 佐藤 茜 広島/広島市立広瀬小学校 ５年

【優秀作品賞（全国小学校社会科研究協議会 会長賞）】

・江ノ電新聞 ～自動改札特集号～ 森口 碧 神奈川/湘南白百合学園小学校 ５年

・富士山に 1 番近い鉄道 富士急こども新聞

富士山世界遺産登録 特別記念号！
森 響 山梨/富士河口湖町立船津小学校 ４年

・珍珍タイムズ 鈴木 綾音 愛知/豊橋市立羽根井小学校 ６年

・みんてつ新聞

近鉄電車のかっこいい女性の車しょうさん
庄司 瑞季 京都/京都女子大学附属小学校 ２年

【奨励賞（日本民営鉄道協会 広報委員長賞）】

・東京メトロ新聞 若松 佑樹 栃木/さくら市立上松山小学校 ６年

・石坂線 100 さい 吉松 実咲 滋賀/滋賀大学教育学部附属小学校 ５年

・しゅんすけ新聞 勝部 俊輔 島根/奥出雲町立阿井小学校 ６年

・共結新聞
筒井 睦敬

筒井 唯那

香川/三豊市立下高瀬小学校 ６年

〃      ５年

【奨励賞（全国小学校社会科研究協議会 副会長賞）】

・渓谷新聞 ～トロッコにゆられて～ 吉田 えま 群馬/桐生市立新里東小学校 ５年

・とよてつ渥美線新聞
矢野 孝太

矢野 夏希

愛知/豊橋市立杉山小学校 ６年

〃      ３年

・土佐電新聞 渡邊 廉 愛媛/今治市立上朝小学校 ３年

※上記の作品は 別紙 をご参照ください。



【佳作】

・津鉄新聞 本間 鼓太朗 青森/青森市立幸畑小学校 ４年

・宮城民鉄新聞 瀬尾 一真 宮城/仙台市立南光台小学校 ５年

・歴史を感じる上毛電鉄 関 剛視 埼玉/川島町立三保谷小学校 ５年

・鉄道とエコライフ Times 大野 雅音 埼玉/熊谷市立熊谷西小学校 ６年

・鉄道のひみつ新聞 菅原 菜央 埼玉/熊谷市立江南南小学校 ５年

・京成新聞 中村 心胡 千葉/船橋市立葛飾小学校 ５年

・京急電鉄新聞 滝沢 乃愛 東京/葛飾区立水元小学校 ６年

・東京メトロ新聞 駅の安全・安心号 本橋 由吉 東京/杉並区立桃井第三小学校 ４年

・109 東急新聞 宇野 豪真 東京/東京都市大学付属小学校 ５年

・みんてつ新聞特別号 西武鉄道新聞
菅野 楓

辰巳 大悟

東京/早稲田実業学校初等部 ４年

      〃

・シモチカ新聞 山田 睦実 神奈川/川崎市立柿生小学校 ５年

・地鉄富山 宮川 夏実 神奈川/湘南白百合学園小学校 ５年

・えちぜん鉄道だより あわら三国線 薮野 幸生
福井/福井大学教育地域科学部

附属小学校 ３年

・みんなを結ぶ 別所線新聞
松井 彩夏

塩沢 文萌

長野/みんなの英語スクール ４年

      〃

・豊橋鉄道 特別号新聞 or 東北 山本 彩香 愛知/豊橋市立津田小学校 ６年

・SIDEN in とよはし 瀬木 和佳奈 愛知/豊橋市立羽根井小学校 ６年

・名鉄新聞 川合 展空 愛知/みよし市立黒笹小学校 ３年

・近鉄電車新聞『しまかぜ登場号』 北川 幸輝 三重/志摩市立浜島小学校 ６年

・阪急洛西口駅新聞

－高架化工事特別号!!－
石原 有珠 京都/立命館小学校 ５年

・民鉄キラキラ新聞 三田 佑奈 兵庫/明石市立大久保小学校 ６年

・思い出作ろう！ 貴志川線新聞 中西 すみれ 和歌山/和歌山市立宮小学校 ４年



学校賞部門 受賞校

【最優秀学校賞（国土交通大臣賞）】

・扶桑町立柏森小学校/愛知

【優秀学校賞（日本民営鉄道協会 会長賞）】

・佐倉市立西志津小学校/千葉

・湘南白百合学園小学校/神奈川

・豊中市立野畑小学校/大阪

【優秀学校賞（全国小学校社会科研究協議会 会長賞）】

・葛飾区立水元小学校/東京

・大阪市立今津小学校/大阪

【奨励賞（日本民営鉄道協会 広報委員長賞）】

・江戸川区立西葛西小学校/東京

・扶桑町立扶桑東小学校/愛知

・太子町立磯長小学校/大阪

【奨励賞（全国小学校社会科研究協議会 副会長賞）】

・横須賀市立望洋小学校/神奈川

・大阪市立放出小学校/大阪

【若草奨励賞（日本民営鉄道協会 広報副委員長賞）】

・戸田市立戸田第一小学校/埼玉

・府中市立府中第十小学校/東京

・相模原市立東林小学校/神奈川

・名進研小学校/愛知

・八尾市立南高安小学校/大阪



＜表彰式開催概要＞

１．日 時：平成２６年１月１１日（土）

      １１時３０分～１２時３０分 表彰式

２．場 所：東京會舘 東商スカイルーム（地図参照）

      住所 東京都千代田区丸の内３丁目２番２号 東京商工会議所ビル８階

表彰式は、個人賞部門の最優秀、優秀、奨励の各受賞者、及び学校賞部門の最優秀、優秀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  

【アクセス】

＜JR＞

■ 東京駅 丸の内南口より徒歩 10 分

■ 京葉線東京駅 5 番、6 番出口より徒歩 5 分

■ 有楽町駅 国際フォーラム側口より徒歩 5 分

＜地下鉄＞

■ 東京メトロ千代田線 二重橋前駅

■ 東京メトロ有楽町線 有楽町駅

■ 東京メトロ日比谷線・都営三田線 日比谷駅

いずれも、B5, B7 出口より徒歩すぐ



「駅舎密着 24 時」

三重/伊勢市立大湊小学校

５年 湯前 美優

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。

「広電で Go Go！！」

広島/広島市立広瀬小学校

５年 佐藤 茜

「小田急長後駅新聞」

神奈川/湘南白百合学園小学校

５年 鈴木 すみれ

「近畿日本鉄道 鮮魚列車特集号

―大阪の食生活を支えてきた電車―」

大阪/大阪市立阪南小学校

４年 川合 祥朗



●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。

「江ノ電新聞～自動改札特集号～」

神奈川/湘南白百合学園小学校

５年 森口 碧

「富士山に 1 番近い鉄道 富士急こども新聞

富士山世界遺産登録 特別記念号！」

山梨/富士河口湖町立船津小学校

４年 森 響

「みんてつ新聞 近鉄電車の

かっこいい女性の車しょうさん」

京都/京都女子大学附属小学校

２年 庄司 瑞季

「珍珍タイムズ」

愛知/豊橋市立羽根井小学校

６年 鈴木 綾音



●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。

「共結新聞」

香川/三豊市立下高瀬小学校

６年 筒井 睦敬

５年 筒井 唯那

「石坂線 100 さい」

滋賀/滋賀大学教育学部附属小学校

５年 吉松 実咲

「しゅんすけ新聞」

島根/奥出雲町立阿井小学校

６年 勝部 俊輔

「東京メトロ新聞」

栃木/さくら市立上松山小学校

６年 若松 佑樹



●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。

「とよてつ渥美線新聞」

愛知/豊橋市立杉山小学校

６年 矢野 孝太

３年 矢野 夏希

「渓谷新聞 ～トロッコにゆられて～」

群馬/桐生市立新里東小学校

５年 吉田 えま

「土佐電新聞」

愛媛/今治市立上朝小学校

３年 渡邊 廉


