
入賞区分 学校名 氏名 　　　題　　　　名

特選 鹿児島市立星峯東小学校 1年 川畑　奏空 しょうがくせい　いまとむかしのちがい

入選 鹿児島大学教育学部附属小学校 1年 黒木　ゆりか あさがおいくつさいたかな

入選 鹿児島大学教育学部附属小学校 2年 今給黎　悠斗 とべ！！かみひこうき

入選 鹿児島大学教育学部附属小学校 2年 兒玉　怜和 新聞チラシしらべ

入選 鹿児島大学教育学部附属小学校 2年 谷之口　湖子 みんなちゃんと消毒してる？！

入選 鹿児島大学教育学部附属小学校 2年 田丸　桔子 今日からへらそう！食品ロス

佳作 瀬戸内町立古仁屋小学校 1年 橋本　淳治朗 たんかんやま　だいさくせん

佳作 鹿児島大学教育学部附属小学校 2年 石井　那奈 手がカサカサ？！

佳作 鹿児島大学教育学部附属小学校 2年 下竹原　未佳 オリンピックのメダルの数を調べてみました！！

佳作 鹿児島大学教育学部附属小学校 2年 長野　倫之 すししょく人にぼくはなる！？

佳作 鹿児島大学教育学部附属小学校 2年 脇田　百々香 私のすんでいる町こんな町

入賞区分 学校名 氏名 　　　題　　　　名

特選 鹿児島大学教育学部附属小学校 3年 川畑　璃空 ぼくたちで未来をかえよう

入選 鹿児島大学教育学部附属小学校 4年 兒玉　怜佳 楽しい百人一首

入選 鹿児島大学教育学部附属小学校 4年 田畑　佳穏 知ってる？認知症サポーター

入選 鹿児島市立田上小学校 4年 石原　唯愛 私たちを守る学校の周りの道路標しきたち

入選 薩󠄀摩川内市立平佐西小学校 4年 上田　朔士 高めよう！一人一人の防災力

入選 瀬戸内町立古仁屋小学校 4年 橋本　群蔵 マイクロプラスチックはどれだけあるの？

佳作 鹿児島市立西紫原小学校 3年 熊谷　孔之介 教えて！！高校野球！！

佳作 鹿児島大学教育学部附属小学校 4年 川前　苺々瑚 私たちの夢未来の自分へバトンパス！！

佳作 鹿児島大学教育学部附属小学校 4年 村瀨　元太 自動はん売機見つけたよ

佳作 鹿児島市立原良小学校 4年 米澤　樹 こんなにあるよ！人の体を使った慣用句ことわざ

佳作 姶良市立柁城小学校 4年 川南　和々 使われた漢字ベスト１０　元号２４８

学年

令和３年度鹿児島県統計グラフコンクール入賞者一覧

◆第１部（小学校１年生及び２年生の児童）

◆第２部（小学校３年生及び４年生の児童）

学年



入賞区分 学校名 氏名 　　　題　　　　名

特選 鹿児島市立原良小学校 6年 米澤　咲 少子化なのに？増えています児童クラブ～支援員さんありがとう～

入選 鹿児島大学教育学部附属小学校 5年 日髙　圭穗 みなさん　いかがお過ごしですか

入選 鹿児島大学教育学部附属小学校 6年 兒玉　怜依 SDGｓ持続可能な開発目標　よりよい世界をつくるために

入選 鹿児島大学教育学部附属小学校 6年 髙井　絢禾 知ってみよう！！郷土料理と郷土菓子

入選 鹿児島市立原良小学校 6年 吉村　胡音 もうすぐ中学生　心の中充実してる？

入選 姶良市立重富小学校 6年 安楽　和奏 知っていますか？昆虫食

佳作 鹿児島大学教育学部附属小学校 5年 今出　蒼太 守ろう！地球　なくそう　マイクロプラスチック

佳作 鹿児島市立西紫原小学校 5年 鈴木　里歩 みんな知ってる？むし歯のヒミツ

佳作 鹿児島市立桜丘西小学校 6年 森薗　滉也 鹿児島なんでもランキングかごリンピック

佳作 鹿児島市立西紫原小学校 6年 加藤　心美 お母さんたちのお買いものから学ぶSDGｓ

佳作 鹿児島市立西紫原小学校 6年 横山　瑠夏 もっと知ろう！読書の世界

入賞区分 学校名 氏名 　　　題　　　　名

特選 薩󠄀摩川内市立川内南中学校 2年 下青木　菜羽 私も生徒会長になりたい

入選 指宿市立開聞中学校 1年 小川　海優 空き家問題を知ろう！！

入選 日置市立伊集院中学校 1年 家村　梨央 自分のふるさと　どう思う？

入選
学校法人 鹿児島純心女子学
園　鹿児島純心女子中学校 1年 上原　淑礼 図書館へいこう！

入選
学校法人 鹿児島純心女子学
園　鹿児島純心女子中学校 3年 中島　菜南子 温泉と火山の関係性について

入選
学校法人 鹿児島純心女子学
園　鹿児島純心女子中学校 3年 松浦　かのん コロナ禍のペットブーム

佳作 鹿児島大学教育学部附属中学校 1年 髙味　美羽耶 鹿児島県　がんの現状　～自分を守るために～

佳作 指宿市立開聞中学校 1年 廣瀬　あずき あなたは信じる？「血液型のひみつ」

佳作 日置市立伊集院中学校 1年 徳留　彩友 失われていく小さな命

佳作
学校法人 鹿児島純心女子学
園　鹿児島純心女子中学校 2年 今村　莉彩 イマドキ中学生　あなたの将来は！？

佳作 鹿児島市立鴨池中学校 3年 髙味　飛明 Ｒeducing Ｆood Ｗaste　～食品ロスを減らす～

◆第３部（小学校５年生及び６年生の児童）

◆第４部（中学校の生徒）

学年

学年



入賞区分 学校名 氏名 　　　題　　　　名

3年 内田　樹佳

3年 木佐貫　琴乃

2年 池田　海翔

2年 岩元　大空

2年 神田　陽彩

2年 澁谷　昌暁

2年 渡邉　槙璃子

2年 大隣　美佑

2年 宮路　萌

2年 村岡　和奏

2年 吉富　華音

2年 内山　留菜

2年 野村　真愛

2年 堀ノ内　瑶与

2年 松元　綾美

2年 山口　穂佳

2年 沖園　胡春

2年 新村　凜

2年 鶴留　侑妃

2年 山口　りんね

2年 川原　光希

2年 繁浦　璃音

2年 野上田　彩乃

2年 久木山　華音

2年 戸田　せいら

2年 菱沼　凪紗

2年 吉野　美玖

2年 竹ノ内　ゆい

2年 土屋　千奈

2年 中村　百花

2年 東村　七琉

2年 酒匂　美月

2年 前平　沙希

2年 松元　玲奈

2年 山下　凜音

2年 山田　幸奈

2年 今吉　こころ

2年 新福　ほの香

2年 永山　聖菜

2年 宮原　朱音

佳作 鹿児島県立種子島中央高等学校 3年 日髙　瑞紀 医療従事者の皆様ありがとう

子どもの鹿児島弁の捉え方

◆第５部（高等学校以上の生徒・学生及び一般）

ストレスの感じ方

学年

佳作

入選

入選

入選

鹿児島県立国分高等学校 本当に本離れは若者にあるのか

鹿児島県立国分高等学校

鹿児島県立国分高等学校 果物を美味しく長く保存できるの？

鹿児島県立国分高等学校 Music Life  ～私たちと音楽の関係～佳作

鹿児島県立国分高等学校 制服のイメージ徹底調査！

鹿児島県立国分高等学校

鹿児島県立国分高等学校 だんごむし

薩摩おごじょの大躍進目指して特選
学校法人 鹿児島純心女子
学園 鹿児島純心女子高等
学校

鹿児島県立国分高等学校 好む服の色の違い　～年代ごとの男女別～

入選

審査員
特別賞
入選

学生の読書の実態

佳作

鹿児島県立国分高等学校佳作



◆パソコン統計グラフの部（小学校の児童以上）　

入賞区分 学校名 氏名 　　　題　　　　名

龍郷町立赤徳中学校 3年 土岐　英寿

鹿児島県立大島高等学校 2年 土岐　直也

入選 鹿児島大学教育学部附属小学校 6年 小園　百花 １年でSDGｓはどれだけ広がった？

入選 鹿児島大学教育学部附属小学校 6年 山野　リリ音色 ぼく・わたしの12年間の成長

8年 天野　智遥

8年 濵畑　和花

入選
学校法人 津曲学園
鹿児島修学館高等学校

1年 脇田　斗羽 ひとり親世帯の生活

入選 鹿児島県立種子島中央高等学校 3年 松井　隆之介 使いすぎ！？学生のスマホ使用時間調査

4年 川前　苺々瑚

4年 下竹原　沙和

4年 髙橋　咲春

4年 田畑　佳穏

佳作 鹿児島市立田上小学校 6年 中尾　百花 増えるケガ！！保健室の現状

佳作 薩󠄀摩川内市立川内南中学校 2年 安藤　侑那 備えあれば憂いなし！

佳作 鹿児島県立種子島中央高等学校 3年 小村　優華 減らそう！日本の食品ロス

佳作 鹿児島県立種子島中央高等学校 3年 隅田　遥斗 STOP！交通事故！

　　　　（審査員特別賞）

学校名 氏名 　　　題　　　　名

2年 池田　海翔

2年 岩元　大空

2年 神田　陽彩

2年 澁谷　昌暁

2年 渡邉　槙璃子

（奨励賞）

学校名 氏名 　　　題　　　　名

霧島市立牧之原中学校 1年 吉﨑　俊也 土砂災害

鹿児島県立鹿児島養護学校 3年 執印　さくら 鹿児島市の人達

入選

学年

学年

鹿児島県立国分高等学校 制服のイメージ徹底調査！

特選 奄美っ子が考える世界自然遺産

よかとこじゃっどな鹿児島県鹿児島大学教育学部附属小学校

出水市立　鶴荘学園 ツル家族構成・分散調査の謎に迫る！

学年

佳作



（WeLove天文館協議会特別賞）

学校名 氏名 　　　題　　　　名

鹿児島市立山下小学校 2年 古垣　喜子 大好き　天文館

（学校賞）

鹿児島大学教育学部附属小学校

鹿児島市立田上小学校

鹿児島市立西紫原小学校

指宿市立開聞中学校

日置市立伊集院中学校

学校法人　鹿児島純心女子学園　鹿児島純心女子中学校

鹿児島県立国分高等学校

学年


