
平成28年度

茨城県

ごみの散乱防止と３Ｒを

進めるためのポスター・標語

コンテスト入賞作品集



●小学校低学年の部

ポスター

筑西市立養蚕小学校３年

篠　﨑　智　也
しの　 ざき     とも      や

最優秀賞

優秀賞

優秀賞

常総市立五箇小学校１年

石　島　　凛　希
いし  　じま　        り　    の　

東海村立白方小学校２年

高　野　美　優
こう 　  や        み       ゆ



入　選

水戸市立渡里小学校３年

小　林　優里子
こ     ばやし    ゆ  り  こ

古河市立水海小学校３年

内　海　　葵
うち　  うみ　     あおい

古河市立名崎小学校１年

大　山　真　鈴
おお　  やま   　ま　   りん

筑西市立新治小学校１年

中　野　一　颯
なか   　の　     い    　ぶき

八千代町立川西小学校２年

鴨　目　実　和
かも　   め　     み　    わ



最優秀賞

優秀賞

優秀賞

●小学校高学年の部

東海村立白方小学校６年

柴　田　華奈有
しば　　た　　　か　な　う

つくば市立吉沼小学校４年

古　國　真　奏
ふる　  くに　   ま　   かな

筑西市立竹島小学校５年

藤　木　耀一朗
ふじ　　き　 　よういちろう



入　選

笠間市立友部第二小学校６年

塩　田　結　凪
しお　　た　　 ゆ　　　な

笠間市立友部小学校５年

細　野　　凜
ほそ　   の　　　　りん

筑西市立下館小学校６年

石　井　万　智
いし　　い　　  ま　　  ち

結城市立城南小学校４年

清　水　幸　乃
し      みず     ゆき      の

小美玉市立野田小学校４年

金　子　愛　依
かね　   こ　　  め　　　い



優秀賞

優秀賞

●中学校の部

筑西市立下館西中学校３年

安　達　美　音
あ　　 だち　   み    　お

古河市立三和北中学校１年

佐　竹　蒼　人
さ　　 たけ　 あお　    と

筑西市立下館西中学校２年

田　村　麻　衣
た　　 むら　   ま　    い

最優秀賞



入　選

筑西市立協和中学校３年

吉　原　京　香
よし　  はら　きょう　  か

坂東市立猿島中学校２年

野　仲　菜　月
の　　 なか   　な　    つき

古河市立古河第三中学校３年

高　木　麻　絵
たか   　ぎ　    ま　     え

日立市立大久保中学校１年

伊　藤　なつみ
い　   とう

坂東市立猿島中学校１年

根　本　あゆみ
ね　　もと



●高等学校の部

大成女子高等学校１年

菱　沼　未　来
ひし　   ぬ　     み　    く

優秀賞優秀賞

茨城県立土浦第二高等学校１年

原　　　園　佳
はら　 　　　　その　   か

茨城県立土浦第二高等学校２年

塩　入　莉　央
しお  　いり　    り   　お

入　選



●小学校低学年の部

標　　語

最優秀賞

優秀賞

入　選

ごみへらそう　えがおふやそう　リサイクル

キャップはね　えがおのワクチンに　なるんだよ

もったいない　ちゃんとつかおう　さいごまで

のんだあと　あらって　あつめて　リサイクル

ポイすてを　やめれば地球は　ぴっかぴか

ポイすての　かるいきもちが　ゴミの山

ぶんべつは　ぼくにもできる　おてつだい

水戸市立見川小学校１年

神栖市立矢田部小学校３年

たま　　むら　　  ゆ  り  の

玉　村　優里乃

はら　　　　　  こう 　  へい

原　　　航　平

ます　　やま　　 り　く　と

増　山　莉久翔下妻市立上妻小学校２年

き　　  むら　    ほ　    たか

木　村　穂　嵩常総市立大生小学校２年

せき　　 ね　　しゅう　　と

関　根　悠　斗古河市立大和田小学校３年

ふる　　かわ　　げん　　き

古　川　元　気北茨城市立関南小学校２年

かわ　   また　  ひろ　    と

川　又　啓　永阿見町立阿見第一小学校１年

ポイじゃなく　いらないおもちゃ　ゆずろうよ
ひろ　   なが　            りょう

弘　永　　　涼水戸市立見川小学校３年



●小学校高学年の部

入　選

最優秀賞

広げよう　ごみをひろう手　すてない手

優秀賞

めんどくさい　気持ちを分別　エコ上手

ごみひろい　だれかじゃなくて　自分から

買い物に　連れてくお供に　マイバッグ

ゴミひろい　自然も心も　ピッカピカ

考えて捨てる前にもう一度　それは大事な
資源だよ

すてないで　ゴミじゃないよ　ぼく資源

「もったいない」　すてきな言葉で　地球を守る

ひたちなか市立外野小学校６年

おお　  うち　    し　     おん

大　内　心　温

古河市立古河第一小学校５年

き　　 むら　   たく　    と

木　村　匠　斗

北茨城市立関南小学校４年

いし　　かわ　　ゆう　　 き　

石　川　祐　希

神栖市立大野原小学校４年

く　　　め　　 るい　    な

久　米　琉　夏

石岡市立東成井小学校５年

なり　　 た　　　あ　　　い

成　田　愛　衣

笠間市立大原小学校５年

ひ　　 やま　   かい    　と

檜　山　海　斗

筑西市立嘉田生崎小学校５年

わた　   なべ　    り　     お

渡　邊　莉　央

鉾田市立当間小学校５年

はぎ　　わら　　ここ　　 な

萩　原　想　奈



入　選

最優秀賞

ごみゼロで　ふるさと自慢　しませんか

優秀賞

環境は　人の心の　写し鏡

ポイ捨ては　あなたが捨てた　住みよい暮らし

ゴミ箱は　見方を変えれば　宝箱

考えよう　使える資源と　生かす知恵

●中学校の部

いち　   かわ　    し　    おん

市　川　史　恩笠間市立友部中学校１年

いな　　がき　　ふう　　 か

稲　垣　風　香水戸市立緑岡中学校１年

なか　　むら　　とも　　 ね

中　村　友　音五霞町立五霞中学校２年

さ　　　の　　  そう　　た

佐　野　壮　太土浦市立土浦第一中学校１年

あか　　いわ　　　　　たくみ

赤　岩　　　匠古河市立三和北中学校２年

３Ｒ　地球を守る　愛言葉

守りたい　きれいな地球とみんなの未来
Stopポイ捨て　Let’s　３Ｒ

あや　　 べ　    もも　    か

綾　部　百　華古河市立総和北中学校３年

かわ　　 た　      み　     く

河　田　未　来常総市立石下中学校３年

リサイクル　小さな一歩が　大きな資源
まつ　　ざき　　　　　 あおい

松　崎　　　碧下妻市立東部中学校２年



●高等学校の部

入　選

優秀賞

ごみ捨てる　大人の背を見て　子は育つ

茨城県立水戸桜ノ牧高等学校常北校３年

たき　　 た　    ゆき　   のり

滝　田　幸　則

始めよう　分けることから　リサイクル
ふ　　  せ　　 こう　　すけ

布　施　孝　輔茨城県立結城特別支援学校高等部２年

ポイ捨ては　地球の健康　悪くする

分別し　地球のために　再利用

かわ　　 い　    ゆう　    き

川　井　裕　生茨城県立茨城東高等学校１年

まつ　　 だ　    とも    　き

松　田　智　紀茨城県立茨城東高等学校１年

ゴミ拾い　歩きながらも　できること
しい　　  な　   まり　    え

椎　名　毬　衣茨城県立境特別支援学校高等部２年



●応募状況 ●審査員

○買い物や食事に行くときは，マイバッグ，マイ箸，水筒を持参する。

○買い物に行くときは，事前に冷蔵庫の中身をチェックしたり，ばら売

　りや量り売りを利用して，必要な量の食材を買う。
○外食をするときは，ハーフサイズメニューを活用するなど，食べきれ

　る量を注文する。
○生ごみを捨てるときはしっかり水分を切る。

○洗剤やシャンプーなどは，詰め替え用の製品を選び，容器は繰り返し使う。

○いらなくなったものは捨てずに譲り合う。

○ごみを捨てるときは，決められた場所や，分別方法を守る。

ごみの散乱防止と３Ｒを進めるための

ポスター・標語コンテストについて

ごみの散乱防止と３Ｒを進めるためにわたしたちができること

～まずは身近なことから取り組んでみましょう～

茨城県生活環境部廃棄物対策課
〒310-8555水戸市笠原町978番6

TEL 029-301-3020  FAX 029-301-3039

班　目　和　彦
（元水戸市立渡里小学校長）

浅　野　正　邦
（元ひたちなか市立大島中学校長）

沼　田　安　広
（株式会社茨城新聞社取締役兼地域連携室長）

男　庭　和　英
（茨城県生活環境部廃棄物対策課長）

ポスター 標　語

小学生

低学年
(1～3年)

高学年
(4～6年)

中　学　生

高　校　生

合　　計

186点

256点

95点

13点

550点

150点

165点

57点

8点

380点

　ごみの散乱を防止し，３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）を進めていく

ためには，行政の取り組みだけでなく，県民の皆様一人ひとりの心がけと行動が

とても大切です。

このコンテストは，県民の皆様にごみの問題を自らの問題であると認識していた

だくため，「ごみの散乱防止と再資源化についての意識啓発事業」の一環として，

昭和59年にスタートし，今回で第33回目となりました。

　毎年多数の応募があり，児童及び生徒の環境美化やリサイクルに対する意識の

高揚に大きな役割を果たしております。


