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１ 優良児童生徒（185名）
番号

校名

表彰内容
児童会が企画・運営する「あいさつ運動」

氏名

の中心となり活動した。登校時に通用門に立
1

宮根小

植村

実央

ち、登校する児童に笑顔で挨拶を呼び掛ける
などリーダーシップを発揮した。誰に対して
も積極的に挨拶をする姿は他の児童の模範と
なり、明るく元気な学校づくりに貢献した。
児童会活動の中心となって、挨拶運動に率
先して取り組んでいる。全校児童に放送で呼

2

筒井小

安藤

千尋

び掛けることで、全校児童が挨拶をしようと
いう意識を高められるように努めている。全
校児童のためにできることを精一杯行おうと
いう姿勢が、他の児童の模範となっている。
みんなが明るく正しく素直な気持ちで学校
生活を送ることができるようにしようと、始

3

東桜小

佐久間

和寧 業式のスピーチで全校児童に呼び掛けた。ま
た、明るい学校には元気で気持ちのよい挨拶
が必要であるという思いをもち、「朝のあい
さつ運動」にも積極的に取り組んだ。
６年生では、代表委員会（児童会）のリー
ダー的な存在として、新型コロナウイルス感

4

矢田小

清水

愛華

染症対策を考慮しながら、学校全体の児童の
気持ちが明るくなるような挨拶運動を行っ
た。また、異学年交流のために、密にならな
いペアでの交流遊びを企画した。
児童会の中心となり募金活動や挨拶運動な
ど、様々な児童会の活動に積極的に取り組ん

5

明倫小

大関

結夏

だ。誰とでも仲良く過ごし、困っている人が
いると進んで助けることができる。人柄のよ
さ、責任感の強さ、何事にも真面目に取り組
む姿から、周囲からの信頼も厚い。
明るく元気に挨拶した児童に「あいさつコ
イン」を渡して、楽しみながら挨拶への意識

6

清水小

馬場

絢音

を高める活動を進んで企画し、児童会の役員
の中心となって推進した。その結果、元気に
挨拶できる児童が増えている。明るい挨拶の
声が響く前向きな学校づくりに貢献した。
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番号

校名

氏名

表彰内容
児童会役員を歴任し、活動の中心となって
活躍をしている。「あいさつ運動」では、毎

7

東志賀小

林

果穂

朝正門で元気な挨拶をして児童を出迎えてい
る。また、いろいろな企画の発案や運営に携
わり、心身ともに健全で情操豊かな学校づく
りに貢献し、他の模範となっている。
児童会活動での「あいさつ運動」ＰＲ活動
では、寸劇など工夫したプレゼンテーション

8

楠小

小山

愛稀

を行い、挨拶のよさを伝え、全校児童が元気
よく挨拶できるよう取り組んだ。明るい学校
づくりに貢献してきた姿は、学年を超え多く
の児童及び教職員の信頼を得ている。
４年生から挨拶運動に熱心に参加した。こ
の経験から、挨拶を通して、明るく楽しい学

9

西味鋺小

長瀬

みゆ

校をつくりたいと考え、今年度は、毎朝、全
校児童に笑顔を添えて挨拶を届けている。縦
割り活動においても、リーダーを自覚し、卓
越した発言力と行動力が顕著である。
「健康で、笑顔が響き合う楽しい学校にし
たい」という思いをもち、児童代表として、

10

楠西小

中村

せら

全校児童集会を企画・運営した。各学級の代
表者から意見を集め、児童会スローガン「心
も満タンに笑顔であいさつ」を策定し、みん
なが笑顔になる学校づくりに貢献した。
児童会主催の行事「スポーツ集会」では、
全校児童を盛り上げるための動画制作活動に

11

宮前小

幸村

悠世

進んで取り組み、会を盛り上げることができ
た。また、「あいさつ運動」では、全校児童
に笑顔で関わりながら、明るく元気に大きな
声で挨拶し、活動を牽引した。
「笑顔あふれる学校」を合い言葉に、昨年
度は、挨拶運動やペア学年で楽しめるゲーム

12

川中小

神野

隼澄

を企画・運営した。今年度は、黙食の中でも
笑顔で給食の時間を過ごせるように、食べ物
を大切にしたり調理員さんへ感謝したりする
気持ちを高めるための活動を推進した。
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番号

校名

表彰内容
朝から笑顔で挨拶ができるよう、「ジェス

氏名

チャーあいさつ」を考え、「あいさつ活動」
13

六郷北小

永濵

玲華

に率先して取り組んだ。また、「緑の羽根の
募金活動」では、児童に協力を呼び掛け、募
金の成果や感謝の気持ちを掲示物に表し、全
校児童に分かりやすく伝えた。
学級委員や児童会の役員を歴任し、学校の
中心となって活躍している。児童会の取り組

14

庄内小

三輪

修平

みとして、「あいさつミッションビンゴ」を
企画したり、西警察署の「交通安全広報アナ
ウンス」のナレーターを務めたりした。何事
にも積極的に取り組む姿は、他の模範となっ
た。
いつでも笑顔で挨拶することやはっきりと
相手の目を見て挨拶することを目標として、

15

比良西小

吉永

昕雅

周りの児童にも声を掛けながら積極的に「あ
いさつ運動」に取り組んだ。その他にも緑の
羽根募金運動等、児童会活動に進んで取り組
み、多くの児童の模範となっている。
児童会活動の中心となって、みんなが気持
ちのよい挨拶ができるように「あいさつ運

16

牧野小

河田

拓真

動」に取り組んだ。児童会主催の児童集会で
は、中心となって「名人大会」の企画をし
た。企画を成功に導くために自主的・意欲的
に努力する姿は、全校児童の模範となった。
児童会役員を歴任し、全校に挨拶の輪を広
げるための「あいさつ運動」や、クラスの仲

17

日比津小

石沼

希姫

を深めるための「いいこと見付け」を企画し
た。また、けがが多い廊下の角に標識を掲示
して注意喚起をした。こうした取り組みによ
り、よりよい学校づくりに貢献した。
児童会の中心となり、常に全校的な視野で
学校を良くしようと努めている。挨拶運動

18

八社小

三軒家

咲穂

「目指せ、挨拶マスター」では、全校児童に
説明するための劇台本やポスターを作り、代
表委員の意見をまとめながら企画・運営を行
い、挨拶の素晴らしさを伝えることができ
た。
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番号

校名

氏名

表彰内容
登校時に挨拶を呼び掛ける挨拶運動をはじ
めとした児童会活動に対し、役割を自覚しな

19

橘小

谷川

結唯

がら責任を果たし、他の模範となった。縦割
り活動「ペアでチャレンジフェスティバル」
では、全校児童が、楽しみながら絆を深める
ことができるように企画・運営を行った。
全校児童に「あいさつ運動」を呼び掛け、
登校時に校門で、心を込めた挨拶に取り組ん

20

老松小

松本

芽衣

だ。異学年交流を目指した「なかよし班」の
つながりを深めようと、「ふれあい集会」を
主催した。ゲームやクイズなど、集会が盛り
上がる企画を考え、大成功に導くことができ
た。
「いじめのない学校」の大切さを訴え、全
校児童の声や行事に向けた抱負などを掲示し

21

正木小

田代

泰生

て交流する活動を提起し、準備を進めること
ができた。困っている友達に寄り添ったり、
何事にも一生懸命に取り組んだりする姿は、
他の児童の模範となっている。
活気ある１日の始まりを目指した朝の「あ
いさつ運動」や、廊下は走らず歩いて移動す

22

鶴舞小

杉田

楓香

ることを目指した啓発活動において、中心と
なって取り組み、温かい雰囲気の学校づくり
に貢献した。また、自らが他の模範となり学
校全体のリーダーとして活躍している。
「あいさつ運動」では、気持ちのよい挨拶
を広げるために、動画を作成して啓発活動を

23

吹上小

金松

宗汰

行った。周りの意見を上手く取り入れながら
児童主体で活動を進めた。「ふれあい集会」
では、リーダーとして、感染症対策に留意し
て、全校の皆が楽しめるような会を運営し
た。
児童同士の人間関係をよりよいものにした
いと考え、「ふわふわ言葉」と「ちくちく言

24

八事小

白鳥

あこ

葉」についてまとめ、全校児童に伝えた。ま
た、みんなが気持ちよく生活するための校則
の話し合いでは、改善したものを数多く提案
し、校則の見直しに積極的に取り組んだ。
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番号

校名

表彰内容
児童会活動に意欲的に取り組み、「児童集

氏名

会」や「なかよし週間」などの企画・運営を
25

伊勝小

結萌 行った。新型コロナウイルス感染拡大の中に

佐渡原

おいても、子どもたち同士の絆の結び付きを
強め、笑顔いっぱいの学校を目指して行動で
きる姿は他の児童の模範になっている。
挨拶運動では、元気で明るい学校にしたい
との強い思いをもち、事前調査や標語の募集

26

弥富小

白木

万里華 等、企画・運営の中心的な存在として活躍し
た。また、挨拶運動や緑の羽根募金の呼び掛
けを率先して行う姿は、他の児童の模範であ
り、よりよい学校づくりに大いに貢献した。
挨拶運動では、積極的に気持ちのよい挨拶
を行い、挨拶の輪を広げるのに貢献した。ま

27

御劔小

毛利

友音

た、「御劔小マスコットキャラクター」制作
の企画で、話し合いを中心となって進めた
り、縦割り活動で、高学年としての姿勢や在
り方を示したりして、児童の模範となってい
る。
代表委員会が行う「あいさつ運動」では、
元気な挨拶に率先して取り組むとともに、挨

28

堀田小

五十嵐

礼

拶を呼び掛ける動画を企画・作成し、全校児
童に明るい挨拶を広めることができた。ま
た、「緑の募金運動」では、全校児童に向け
ての啓発活動を工夫することができた。
「児童会ポスト」を設置し、友達に優しく
してもらった体験談を集める企画・運営を

29

汐路小

森田

勝利

行った。集まった手紙を、昼の放送で発表
し、全校児童に優しい行動を呼び掛けた。ま
た、「低学年の手本となる６年生になろう」
という言動は、他の児童の模範となってい
る。
朝の挨拶運動に加え、廊下ですれ違う職員
や来客に対して日常的に挨拶し、挨拶の習慣

30

高田小

水谷

凛香

を全校に広めている。校内の課題に気付き、
意見を集約し、全校で高め合うために「ラン
クアップ週間」を計画した。その中で時間を
守ることができるよう全校に呼び掛けた。
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番号

校名

氏名

表彰内容
５・６年生で児童会役員を歴任し、児童会
行事の企画に進んで意見を出すなど企画・運

31

穂波小

細谷

琉斗

営の中心となって活躍している。日々の挨拶
運動に欠かさず参加するなど着実に取り組ん
だり、よりよい活動となるように考えて行動
したりする態度は他の模範となっている。
登校時間には、校門に立って挨拶活動に積
極的に取り組み、関わり合うことを大切にし

32

豊岡小

松谷

治宏

て、全校児童が楽しく学校生活を送ることが
できる一助となっている。分団や行事等での
他学年との交流では、下級生に気を配りなが
ら、全体のことを考えた言動に努めている。
挨拶運動や募金活動、「なかよしフェス
タ」などの企画・運営を率先して行った。ま

33

高蔵小

細間

愛奏

た、児童代表として全校児童の前で手本とな
る態度を示した。その結果、挨拶を進んでし
ようとしたり、学校生活を楽しんだりする児
童の姿が多く見られるようになった。
代表委員会の活動では、挨拶運動や募金活
動など、学校全体に関わる活動に対し、積極

34

千年小

古川

柚姫

的に取り組むことができた。また、児童の絆
づくりを目指した「なかよし集会」では、校
内ウォークラリーの企画・運営の中心とな
り、リーダーシップを発揮した。
ペア学年で遊ぶ「一緒に遊ぼう会」では、
「みんなでつなげ！聖火リレー」を考案。楽

35

大宝小

林

正剛

しく遊ぶだけでなく、ペアの相手を思いやる
温かい気持ちも育んだ。活動が制限されてい
る中でも、前向きに創意工夫をもって活動す
る姿は全校児童のよき模範となっている。
児童の代表として、学校生活を明るく快適
な場にするため、ペア学年活動や縦割り活動

36

八熊小

岡﨑

佳音

などの児童会活動を誠実かつ積極的に行い、
成果をあげている。仲間や学校全体のことを
常に考え、行動力のある模範的な人物であ
り、他の児童からの信頼も厚い。
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番号

校名

氏名

表彰内容
児童会活動において、「なごやＩＮＧキャ
ンペーン」の一環として「八幡小ビッグスマ

37

八幡小

山本

美月

イルキャンペーン」を企画した。児童一人一
人から笑顔の似顔絵を集め、貼り合わせて１
枚の「ビッグスマイル」を作成し、見る人が
明るい気持ちになれるように働き掛けた。
「あいさつの輪を広げよう」と、朝の挨拶
活動では率先して明るく元気に挨拶をするこ

38

荒子小

水島

一磨

とに努めた。一人一人の自己肯定感を高めて
明るい学校づくりをしようと、個々ができる
ようになったことを集めた「荒子小花火プロ
ジェクト」の計画・運営を中心となって行っ
た。
運動会ではスローガンの作成を提案し、全
校児童からアイデアを募った。スローガンを

39

篠原小

板谷

愛莉

浸透させるために、各クラスにポスターを配
付し、学校行事の活性化に貢献した。また、
独自に作製した募金箱で募金活動に取り組む
など、楽しい学校づくりに尽力した。
「あいさつ運動」では、全校児童が進んで
楽しく取り組めるように積極的にアイデアを

40

豊治小

土方

瑞貴

出して実行した。挨拶の取り組みの様子をポ
イント制で累積して視覚化したり、各学級で
挨拶のスローガンを考えるように呼び掛けた
りして、リーダーシップを発揮した。
毎年、学級委員を務め、よりよい学級・学
校づくりのために日頃から努力し続けてい

41

千音寺小

小羽

萌叶

る。学校行事の「千音寺っ子まつり」や児童
会の挨拶活動「スマイルウィーク」では、中
心となって活躍した。前向きで誰に対しても
優しい人柄で、仲間からの信頼も厚い。
挨拶運動に積極的に参加し、法被を着て大
きな声で挨拶をする姿は、他の児童の模範と

42

万場小

永田

颯汰朗 なっている。運動会では、中心となってス
ローガンを作成し、当日には、児童代表とし
て堂々と選手宣誓をするなど、多くの場で
リーダーシップを発揮し活躍している。
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番号

校名

氏名

表彰内容
運動会では、児童代表として、選手宣誓や
優勝旗受け取りを堂々と行うことができた。

43

中島小

酒井

優羽

児童会では、募金活動やリサイクル促進、医
療支援のための「エコキャップ運動」におい
て、中心となって啓発活動に取り組むなど、
様々な場面でリーダーシップを発揮した。
児童会活動では、募金活動やエコキャップ
運動、挨拶運動などに積極的に取り組んだ。

44

西前田小

小林

樹奈

行事などでは、６年生と４・５年生の意見を
つなげ、物事が円滑に進むように、フォロ
ワーとして周りをサポートできる面も兼ね備
え、明るく元気な学校づくりに貢献してい
る。
学級のことを考えて行動し、誰にでも優し
く接することができ、友達からの信頼も厚

45

小碓小

崔

希羽

い。児童会活動では中心的役割を果たし、朝
の挨拶運動に心を込めて取り組んだり、全校
に募金活動をしっかりと呼び掛けたりする姿
は、他の児童の模範となっている。
５年生では児童会役員として、挨拶運動や
募金活動に熱心に取り組んだ。６年生では放

46

稲永小

工藤

咲恵

送委員として、全校が楽しめる放送を工夫し
ている。運動会では応援団長として気持ちを
込めた応援をして、学校全体を盛り上げ、明
るく楽しい学校づくりに貢献した。
前期代表委員として「あいさつ運動」を意
欲的に行った。運動会では児童代表「誓いの

47

正保小

栁原

望利

言葉」を立派に務めた。困っている友達には
優しく声を掛けたり、準備や片付けを率先し
て行ったりするなど、誰かのためを思って行
動できる姿は他の児童の模範となっている。
明るく大きな声で挨拶運動を行っている。
また、互いに助け合う「とよだすけ」を提案

48

豊田小

稲田 佑月

した。全校に呼び掛け、友達に親切にしても
らったら、カードに記入し、ポスターに貼る
というイベントを行い、学校生活が楽しいと
感じられる雰囲気づくりに貢献した。
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番号

校名

氏名

表彰内容
学習活動はもとより、学校生活全般におい
て意欲的に活動している。その姿は学級の手

49

伝馬小

荒川

聡哉

本となり、望ましい集団形成の牽引役になっ
ている。また、学年を問わず、どんな児童に
も優しく接することができ、異学年交流にお
いて、よき手本となっている。
「挨拶ができる明るい学校」を目指し、全
校児童が進んで挨拶できるようにと、当該校

50

桜小

木村

洸葵

のキャラクターを活用した「あいさつ運動」
を企画し、率先して挨拶を行った。また、運
動会では、競技だけでなく応援に力を入れて
取り組み、明るい学校づくりに貢献した。
「みんなが楽しく過ごせる宝小にしたい」
という願いをもち、困った人がいると声を掛

51

宝小

稲熊

みゆ

けたり、自分が正しく行動したりし、みんな
が楽しめる学校づくりに取り組むことができ
た。異学年や南養護学校との交流も積極的に
取り組み、楽しい雰囲気づくりに貢献した。
朝の挨拶運動の企画・運営を進んで行い、
その取り組みが学校の挨拶推進や明るい学校

52

大磯小

福岡

華梨

づくりにつながった。前期児童会行事に向け
ては、全校児童が楽しめるようにと、話し合
いの中心となり、活動内容や運営方法につい
ての意見をまとめることができた。
毎月の挨拶週間では、登校する児童の目を
見て、笑顔で挨拶を行い、朝の挨拶運動に活

53

千鳥小

土井

琉史

気を与えることができた。「ありがとうの
日」では、届いたカードを紹介したり、コメ
ントを伝えたりして感謝を伝え合い、温かさ
があふれる学校づくりに貢献した。
「１年生を迎える会」では、児童代表とし
て、堂々と司会進行を務め、温かい気持ちが

54

宝南小

片野

桃香

込められたお祝いの言葉を披露した。学級活
動の場で、困っている級友に対して、熱心に
声を掛けたり、誰に対しても公平に接したり
することで、周囲からの信頼が厚い。
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番号

校名

氏名

表彰内容
学年の枠を越えて仲良くなったり、学校を
きれいにしたりすることができるような課題

55

鳥羽見小

浅野

羽麗

を取り入れた「ミッションビンゴ」や、たく
さんの友達と挨拶することを目標とした「ニ
コニコあいさつ週間」を中心となって企画・
運営し、よりよい学校づくりに貢献した。
挨拶したいと思う気持ちを高め、活気ある
学校生活を送ることができるようにするため

56

志段味東小

真柴

瑠花

に「あいさつ週間」の取組を新たに考えた。
「あいさつレンジャー」の動画を作成して放
送し、学級ごとに挨拶ポイントを集める活動
を通して、活気ある学校づくりに貢献した。
児童会主催の企画を考えた際、積極的に意
見を出し、中心となって話合いを進めること

57

苗代小

豊原

芽生

ができた。新企画「ハッピースクール苗代～
いいとこ大発見～」では、宣伝用のポスター
や記入したカードを入れるポストを友達と協
力して制作して、明るい学校づくりに貢献し
た。
「緑の羽根の募金活動」や「めざせ

あい

さつ名人（挨拶運動）」等の企画・運営に中
58

天子田小

沼野

紗季

心となって取り組んだ。挨拶運動では、朝会
での呼び掛けや、ポスター作成を通して、進
んで挨拶をする意義を全校児童に伝えた。そ
のリーダー性が他の児童の模範となった。
児童会役員に選ばれ、みんなを笑顔にした
いという強い思いをもって児童会活動に取り

59

平子小

蜂谷

陽菜

組んでいる。笑顔で目を見て大きな声で挨拶
する活動を通して挨拶のよさを伝えたり、全
学年が楽しめるクイズラリーを考えたりする
など、児童の中心として活躍している。
児童会役員として、他の役員の児童と協力
しながら、全校児童が楽しく活動して絆を深

60

鳴子小

久野

真緒

めることができる児童会行事「鳴子クイズラ
リー」を企画した。また、登校時に校門で挨
拶活動をする「鳴子小学校ＩＮＧの日」で
は、中心となって全校児童への挨拶を行っ
た。
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番号

校名

氏名

表彰内容
児童会活動として、毎週水曜日、「あいさ
つ運動」を誰よりも精力的に行うことができ

61

大高小

田中

優那

た。十分に活動ができない状況でも児童のつ
ながりを大切にしようと「アイデアボック
ス」を設置して全校児童から企画を募り、３
密を回避した児童集会になるよう活動を工夫
した。
校門での朝の挨拶運動に積極的に取り組ん
でいる。「５０周年記念式典」では、全校児

62

片平小

福田

陸人

童の代表として、学校の伝統を引き継ぐ決意
を自らの言葉で語った。ペア活動では、１年
生の児童に常に思いやりのある優しい態度で
接し、他の模範となっている。
全児童が笑顔で明るく生活できるよう、当
該校のスローガン「戸笠にかかる七色の虹」

63

戸笠小

佐藤

拓実

を掲げ、児童会役員として挨拶運動や募金等
の児童会活動の中心となって取り組んだ。低
学年に優しく、誰に対しても分け隔てなく接
することから、周囲からの人望も厚い。
前期児童会役員として挨拶運動などに率先
して取り組み、笑顔の挨拶があふれる学校づ

64

太子小

西山

愛鈴

くりの中心となった。学級内では誰に対して
も分け隔てなく優しい声を掛け、安心して過
ごせる学級の雰囲気づくりに寄与している。
その姿は他の児童の模範となっている。
児童会の中心となり、全校児童が楽しめる
学校づくりに貢献しようと努力している。

65

長根台小

藤野

陽葵

「長根台子ども祭り」の計画・推進役を務
め、ポスターを作ったり、全校への挨拶をし
たりした。責任感が強く、任された仕事をき
ちんとやり遂げることができ、周囲からの信
頼が厚い。
「なごやＩＮＧキャンペーン」として、集
会で劇を行うために、児童会の中心的存在と

66

桶狭間小

片岡

バイネア なり、台本づくりや劇の練習に熱心に取り組

明来

んだ。運動会の応援団長として、応援合戦で
行うダンスの振り付けを考え、団員をリード
しながら、堂々と演技することができた。
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番号

校名

氏名

表彰内容
代表委員会の活動として実施した挨拶運動
や緑の羽根募金では、積極的に声掛けをし、

67

相原小

稲葉

はな

他の委員の手本となった。「あいばらフェス
ティバル」の準備では、十分に活動ができな
い状況でも全校の児童が楽しむことができる
よう多くの意見を出し、運営方法を工夫し
た。
児童会活動の挨拶運動「とくしげんき
デー」において、登校時に校門で明るい挨拶

68

徳重小

深川

祐衣

の声を響かせた。全員が一同に集まる形の全
校集会ができない中でも、ＰＲ動画や啓発ポ
スターの作製、挨拶の合言葉や挨拶賞の設定
など、様々なアイデアで全児童へ呼び掛けて
いる。
児童会役員を歴任し「あいさつ運動」や
「思いやり週間」の活動を、児童会の中心と

69

滝ノ水小

福島

侑大

して企画・運営した。新しい取り組みである
「思いやり週間」では、柔軟な発想で全校児
童のためになる企画を考え、実行する行動力
を発揮した。温厚な性格で友達からの信頼も
厚い。
児童会役員を歴任し、活気あふれる学校づ
くりに貢献した。「あいさつ運動」では自ら

70

大清水小

浅井

優杏

進んで大きな声で挨拶をし、笑顔の輪を広げ
た。「児童会行事」では、新型コロナウイル
ス感染拡大防止に気を付けながら、ペアで
ゲームができるように提案・企画をした。
挨拶ができる学校を目指し、毎月行ってい
る挨拶運動では、中心的役割を果たした。さ

71

常安小

渡邉 和香

らに「あいさつありがとうキャンペーン」な
ど工夫した活動を企画した。また、ペア学年
で活動する「ふれあいまつり」を企画し、誰
もが楽しいと感じる学校づくりに貢献した。
新型コロナウイルス感染症への不安から生
まれる偏見や差別をなくすために、緊急メッ

72

西山小

守

美妃

セージ動画を作成し、全校に発信した。ま
た、環境問題への意識が高く、「持続可能な
学校」を目指した「学校ＳＤＧｓ」を提案
し、よりよい学校づくりに努めている。
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番号

校名

氏名

表彰内容
全校児童が楽しく通える学校にするため
に、言葉遣いに重点を置いた企画を考えた。

73

名東小

前田

鼓大郎 相手を思いやる優しい言葉掛けができるよう
に、「ふわふわ言葉キャンペーン」を行っ
た。啓発動画を仲間と協力して作成し、全校
放送で発表するなど意欲的に取り組んだ。
笑顔があふれる学校にするため、「スマイ
ルキャンペーン」に進んで取り組んだ。ま

74

豊が丘小

三浦

菜梛

た、縦割り班活動「くふうする朝の会」にお
いて、様々なゲームを中心となって企画し、
学年を越えた触れ合い活動の場の充実を図
り、楽しい学校づくりに貢献した。
「笑顔があふれる学校」にしたいと考え、
縦割り班の活動に進んで取り組んだ。班のメ

75

平和が丘小

鈴木

真奈

ンバーが互いに知り合うことができるよう
に、工夫して旗作りやジェスチャー大会を
行った。責任をもって物事に取り組み、友達
からの信頼が厚く、他の児童の模範となって
いる。
児童会役員として、誰もが楽しく学校生活
を送ることができるよう、「ＩＧＡ運動（い

76

前山小

酒井

小遥

つでも元気にあいさつ運動）」を計画した。
また、運動会では、開催できる喜びと感謝を
テーマに選手宣誓を行った。前向きに取り組
んでいる姿は他の模範である。
「ぐんぐん進め、全力トライ植田っ子」を
児童会スローガンに掲げ、実現できるよう活

77

植田小

植木

咲智

動している。全校児童集会「植小ぐんぐん祭
り」では、クイズ大会を考案した。多くの児
童がより学校の事を知ったり、異学年交流が
更に活発になったりするなど大成功に終わっ
た。
朝の挨拶運動では、毎日校門に立ち、登校
する児童に元気よく笑顔で声掛けをしたり、

78

野並小

後

実優

緑の募金活動では、緑化活動の大切さを伝え
るための寸劇を企画し、全校児童に動画で伝
えたりするなど、一人一人が明るく前向きに
過ごすことができる学校づくりに貢献した。
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番号

校名

表彰内容
「しまだ小ＩＮＧキャンペーン」として、

氏名

いじめをなくそうと学校全体に呼び掛けた。
79

しまだ小

小川

薰

また、チャイムで学習が始められるように
「２分前運動」を企画し、チャイムの２分前
には教室に戻ろうと皆に呼び掛けた。その
リーダー性が他の児童の模範となった。
最上級生として、よりよい学校にするため
に「やまねこプロジェクト」を中心になって

80

山根小

川上

璃子

企画した。「各階に落とし物箱を設置す
る」、「廊下に右側通行を促す矢印をつけ
る」など、他の児童からのアイデアの実現に
向けて尽力し、周囲からも信頼されている。
１年生の後期から生徒会役員を歴任し、３
年生を送る会の企画や運営に携わったり、学

81

今池中

千葉

聖来

校生活のルールの見直しや新たな学校行事の
企画に注力したりして、よりよい学校づくり
に貢献した。体育大会の「今中ソーラン」、
音楽会の合唱でもリーダーとして活躍した。
全校生徒から募金を募り、マスクや消毒液
を老人ホームに寄付した。また、全校集会や

82

千種台中

平山

詩

行事が中止となる中で、「学年を越えた人と
人のつながりを感じる」ことと、「学校を明
るくする」ことを目的とした「千種台大賞」
という応募参加型の行事を企画・運営した。
１年時より生徒会役員を歴任し、各種募金
活動や千種聾学校児童との交流活動などで中

83

若水中

新田

佳穂

心的役割を果たした。昨年度は自作の挨拶活
動ビデオを制作し、生徒会活動の活性化を図
るなど、コロナ禍でも全校生徒で取り組める
活動を意識して進めた。
生徒会役員を歴任し、清掃活動「環境学習
トライ＆アクション」や、体育大会における

84

千種中

川口

史花

「応援アピール」の新たなルールづくりな
ど、生徒会の運営・発展のために努力した。
多彩な才能を有し、バスケットボール部の部
長を務めるなど、他の生徒からの人望も厚
い。
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番号

校名

氏名

表彰内容
「あずま中を日本一笑顔あふれる学校にし
よう」という目標を掲げ、学年の枠を越えて

85

あずま中

長井

柚奈

全校生徒が楽しめる行事を企画・運営した。
新型コロナウイルスで制限のある学校生活だ
からこそ全校生徒が笑顔になるようにと、学
校の中心となって様々な活動に取り組んだ。
｢人への配達３か条－心配り･気配り･声配
り｣をスローガンに掲げ、体育大会の生徒会種

86

冨士中

山田

拓実

目では、｢３つの密｣を避けながら全校生徒が
楽しめる「玉入れ」を企画した。また、「あ
いさつ運動」を企画し、挨拶を通して学校を
温かな雰囲気にすることに貢献した。
資源回収を、校内だけでなく各家庭や地域
に働き掛け、その意義を浸透させた。回収し

87

桜丘中

湯浅

智彩

たペットボトルキャップを引き渡す前に
キャップを活用したアート作品の制作・展示
を企画し、学校の雰囲気づくりに貢献した。
高い向上心と責任感で活動に取り組んでい
る。
校内のいじめをなくす「いじめｚｅｒｏ」
活動を推進し、全校生徒がいじめを人権と関

88

矢田中

松田

賢一郎 わらせて考えるきっかけをつくった。夏服・

レムエル

冬服の移行期間廃止など、学校のルール変更
についての意見を集約し、その意義や影響に
ついて考える活動の中心的役割を果たした。
身の回りの不要品を活用してリサイクルの
意識を高める「志賀市場」を企画・運営し

89

志賀中

山口

はるみ た。また、高齢者施設でのボランティア交流
活動として、暑中見舞いや年賀状作成を全校
生徒に呼び掛け、多くの賛同者を募り、地域
交流のきっかけをつくることができた。
「全員が楽しめる１日」をテーマにした文
化祭「Green Sky Fes 2020」の開催を議員会

90

北陵中

中島

涼花

で提案し、生徒に協力を訴えながら実現に向
けて粘り強く取り組んだ。周りに声掛けをし
ながら共に進めようとする姿勢が学年・学校
の一体感を生み出した。
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番号

校名

氏名

表彰内容
３年間、生徒会役員を歴任し活躍した。特
に自分たちが学校をつくるという思いを込め

91

大曽根中

森

彩葉

た「生徒会意見箱」のリニューアルに尽力し
た。また、「陸前高田市交流団」の一員とし
て参加し、そこで学んできたことを生徒集会
の場で全校生徒と共有することができた。
生徒会の中心として、学校全体に関わる課
題の解決に向けて活躍した。熱中症対策の服

92

八王子中

山本

莉愛

装・持ち物の緩和やタブレット使用時のルー
ル作りなどを課題に挙げて取り組んだ。この
取り組みは、全校生徒に深く理解され、「み
んなでつくる学校」という意識を高めた。
地域の美化清掃「楠クリーンフェス」の実
施に向けて、地域の方の参加や学年ごとの清

93

楠中

中西

美月

掃場所の決定、公園までの清掃道具の運搬方
法などを生徒会の中心として立案した。生徒
会中心の企画・運営とすることで、全校生徒
の環境保全に対する意識をさらに向上させ
た。
ネモフィラの苗を育て地域に配る活動で
は、より多くの方に行き渡るよう苗の数を増

94

北中

藤井

湖太郎

やし、地域の緑化に貢献し、地域との絆も深
めた。校則改定では、生徒会の中心となり、
よりよい学校生活を目指して意見をまとめて
提案した。現在までに２項目の改定につな
がった。
学級や学年の代表として、行事の企画・運
営に責任をもって取り組み、周りからの信頼

95

浄心中

濱崎

史揮

が厚い。「陸前高田市交流団」の一員とし
て、被災地を訪問し、真剣な態度で防災学習
に取り組んだ。学んだことを分かりやすく発
表し、仲間の防災意識を高めることに貢献し
た。
西区の菓子まつりに出店する「菊中商店」
ボランティアでは、全校生徒が交流活動に携

96

菊井中

近藤

万里愛

われるよう工夫して取り組んだ。「陸前高田
市交流団」にも参加し、被災地で学んだ防災
の大切さを全校に伝えた。何事にも率先して
活躍する姿は、他の生徒の模範となってい
る。

-16-

番号

校名

表彰内容
３期に渡り生徒会役員を務め、「３年生を

氏名

送る会」の企画・運営や、生徒議会における
97

名塚中

村瀬

弘樹

「交流タイム」の運用など、生徒会活動の中
心として積極的に取り組んだ。学校や学級全
体のことを考え、何事にも真摯な態度で取り
組む姿勢は、他の生徒の模範となっている。
生徒会役員を歴任し、生徒会活動の運営の
中心としてリーダーシップを発揮した。ま

98

山田中

小林

弘毅

た、「陸前高田市交流団」に参加し、そこで
学んだことを校内の防災教室で発表した。震
災の教訓や復興を祈念したメッセージを伝
え、全校生徒の防災意識の向上に貢献した。
生徒会役員を３期務め、常に創意工夫し
て、生徒会活動を推進してきた。全校生徒が

99

山田東中

平八重

月貴

前向きに学校生活を送ることができるように
との願いを強くもち、生徒が目標を達成でき
たら絵が浮かび上がる仕組み「目標ＬＡＢ
Ｏ」を考え、明るい学校づくりに大いに貢献
した。
１年生後期より生徒会役員を務め、生徒会
活動の活性化に尽力した。体育大会に生徒会

100

平田中

油井

喬衣

種目を組み込んだり、新しい制服のエンブレ
ムを決定する過程で中心的な役割を果たした
りした。生徒議会では、縦割りによる話し合
い活動を取り入れ、議論を活発にした。
３年間、学級及び学年の代表として、多く
の行事の企画・運営に携わった。他の生徒を

101

豊国中

岡崎

乃野子 楽しませることに重点を置くことで、それら
を成功に導いてきた。広い視野と、周りの生
徒を明るくするリーダーシップを発揮し、卓
球部の部長としての責務も十分に果たした。
校内緑化活動の推進に向けて、前向きに生
き生きと活動している。校内花壇の苗植え、

102

笈瀬中

磯部

可歩

水やりなど環境整備を行うために、積極的に
声掛けをすることができた。諸活動に対する
取り組みが、大変真面目かつ誠実であり、同
学年、後輩など周りの生徒からの信望も厚
い。

-17-

番号

校名

表彰内容
コロナ禍の制限された中でも、生徒会新聞

氏名

や校内緑化活動などに熱心に取り組み、より
103

御田中

岡田

玲奈

よい学校づくりのために日頃から献身的に努
力し続けている。学校を代表するリーダーと
して同学年の生徒のみならず、後輩、さらに
は周囲の人からも厚い信頼を得ている。
学年生徒会の中心となり有志生徒も巻き込
んだキャンペーンを行っている。また、野外

104

豊正中

鬼頭

ひかり

学習の代わりの学年での行事を立ち上げた
り、学年行事に継続的に運営に携わったりし
ている。コロナ禍で数々の行事の縮小が続く
中、学年全体が明るく生活できるように貢献
した。
生徒会役員を歴任し、コロナ禍の中で創意
工夫をしながら生徒会活動を推進した。特に

105

黄金中

加藤

小梅

本校の伝統である「黄金フェスタ」を成功さ
せたり、全校生徒の意見を取り入れながら校
則の見直しに取り組んだりと、生徒が自ら手
掛ける学校づくりに大いに貢献した。
生徒議会に討論の時間を取り入れたり、生
徒の興味関心に合わせた記事を盛り込んだ生

106

日比津中

杉原

克昌

徒会新聞づくりに取り組んだりするなど、
「親しみやすい生徒会」を目指して活動して
いる。穏やかで誰とでも協力して活動に取り
組めるため、周りからの信頼が厚い。
生徒会役員を歴任するなど、集団のために
進んで行動した。「前津フェスタ」では、競

107

前津中

石脇

遥

技種目やルールの設定、当日までの準備など
に積極的に取り組んだ。また、当該校を代表
して岩手県陸前高田市を訪問し、現地の方々
と交流し、学んだことを全校生徒に発表し
た。
生徒会役員を４期連続で務め、生徒会活動
の中心的な存在として活躍した。近隣の中学

108

丸の内中

山本

優凪

校と、オンライン会議システムを活用して、
「コロナ禍でもできる生徒会活動」「地域に
目を向けた取組」をテーマに、意見交流する
ことを企画し、実施することができた。

-18-

番号

校名

表彰内容
委員会活動の中心となり、地域や被災地の

氏名

方に笑顔を届ける活動を企画した。募金で購
109

伊勢山中

関口

舞

入した花を育てて写真を撮り、全校から募っ
たメッセージと共に被災地へ送る企画を実行
した。また、集団のリーダーとしても尽力
し、統率力があり他の模範となる生徒であ
る。
「陸前高田市交流団」に参加し、現地での
体験を通して生まれた震災への思いを、心情

110

桜山中

中澤

嬉乃

に訴え掛けるように全校生徒に伝えること
で、防災意識を高めた。また、生徒の意見を
集める「桜箱」を活用し、防寒具などの校則
の見直しやルールの新設に努めた。
全校生徒が助け合って生活することができ
る学校を目指して活動している。ＳＤＧｓを

111

北山中

福島

航太郎 全校に広める活動を立案し、アジアの国々に
絵本を届けるために募金活動を行った。行事
の運営や進行などで自ら先頭に立ち、活躍す
る姿は、他の生徒の模範となっている。
「陸前高田市交流団」に参加し、そこで学
んだことや得たことについて、紙上発表をし

112

川名中

大森

瑛仁

たり、募金活動の時に生徒たちに伝えたりす
ることができた。既存の行事をよりよいもの
にしようと、生徒会の他のメンバーと協力し
ながら企画し、運営をすることができた。
ごみ拾い登校「Ｇｏｍｉｓｓｉｏｎ」の表
彰による活性化や、クラス紹介等を行う校内

113

円上中

加藤

理久

放送「円上チャンネル」の企画の中心とな
り、生徒が主体的に活動する学校づくりに貢
献した。学習と部活動の両立を図るなど、
様々な分野でひたむきに努力を続けている。
「陸前高田市交流団」に学校を代表して参
加し、震災発生時の惨状や、困難な復興への

114

駒方中

間宮

隆太郎 道のり、懸命に復興に取り組む人々などにつ
いて見聞を広げた。見聞きしたことについ
て、分かりやすく臨場感溢れる発表を行い、
生徒の防災意識を高めることができた。

-19-

番号

校名

氏名

表彰内容
３期に渡り生徒会役員を経験し、挨拶運動
や「田光ソーラン」、意見箱の設営を通した

115

田光中

伊藤

充都

リーダーシップの発揮、酷暑期の体操服登校
の実現等、様々な活動を通してよりよい学校
づくりに貢献した。日常の学校生活でも意欲
的に活動し他の生徒の模範となり、信望も厚
い。
生徒会執行部を４期にわたって歴任し、全
校生徒の声に耳を傾けながら生徒会の運営・

116

瑞穂ヶ丘中

後藤

望佑

発展のために尽力した。また、生徒代表とし
て参加した杉原千畝記念像の除幕式では、ス
ピーチを行ったり、リトアニア大使と交流し
たりするなど多岐にわたる活躍をした。
よりよい学校を目指した意見交換の場とな
るリーダー交流会を提案・実現し、上級生の

117

萩山中

武田

知子

思いを受け継ぎながら周りに声を掛け、学年
全体の規範意識の向上に努めた。「陸前高田
市交流団」に参加し、被災地での学びを全校
生徒に発表して防災意識の向上を呼び掛け
た。
４期に渡り生徒会執行部を歴任し、ベル
マーク運動やボランティア活動に精力的に取

118

汐路中

野村

梨乃

り組んだ。学校行事の運営にもリーダーシッ
プを発揮した。何事にも積極的に取り組み、
仲間と協力して活躍する姿や新しい試みを常
に提案する姿勢は、他の生徒の模範である。
「陸前高田市交流団」の一員として現地で
学んだことを集会で伝え、全校生徒の防災意

119

津賀田中

後藤

柚希

識を高めた。また、生徒会役員を歴任し、校
内美化活動「津賀田クリーニング」や、いじ
めのない学校を目指す「ＩＮＧ川柳」を企画
し、居心地のよい学校づくりを目指した。
学級委員・学年リーダー会長として力を発
揮し、学年レクの企画運営を中心的に行った

120

沢上中

浅川

俊介

り、道徳集会で代表として講師に挨拶を行っ
たりした。また、生徒議会でも議事進行の中
心となり、よく活躍した。常に努力を怠ら
ず、学力向上を目指し、他の生徒の模範であ
る。

-20-

番号

校名

氏名

表彰内容
生徒会執行部を２期務め、地域の介護施設
へうちわを届けるボランティア活動、海外の

121

宮中

小川

芽依

子どもにワクチンを届けるためのエコキャッ
プ運動、施設で暮らす高齢者に年賀状を渡す
年賀状ボランティア活動などの中心者として
企画・運営に尽力した。
３年間、常に学級や学校の中心的立場と
なって活躍した。挨拶運動や学校行事の運営

122

日比野中

福永

ゆり

に積極的に取り組んだり、校内アンケートを
実施したりするなど、皆が過ごしやすい学校
づくりに尽力した。また、合唱コンクールで
指揮者や伴奏者を務め、学級を盛り上げた。
学級や学校の代表として、朝の挨拶運動を
積極的に行うとともに、目と目を合わせて進

123

一色中

小川

晴生

んで挨拶することを奨励した。その他にも
「煌彩」という生徒会のスローガンを掲げ
て、全校生徒が協力し合える生徒会活動を目
指し明るい学校づくりに貢献した。
生徒会役員を歴任し、環境ウィークにおけ
る川柳を作る活動、小児ホスピスへの募金活

124

長良中

伊藤

遼乃

動など、生徒会行事を計画・運営し、仲間と
ともに輝く学校づくりに大きく貢献してい
る。学校生活においても、他の生徒へのよき
模範であり、常にリーダー性を発揮してい
る。
全校生徒に、気持ちよく笑顔で学校生活を
送ってほしいとの思いから、「スマイル

125

山王中

渡邊

美優

デー」を企画立案した。そして、校内に笑顔
があふれるように動画を制作し放送したり、
校門で全校生徒に呼び掛けたりするなど、常
に周囲のことを考え活動している。
リーダー性に優れ、生徒の意見を生かし、
活動内容が伝わるような生徒会の実現に向け

126

一柳中

小林

真希

て活動した。生徒会意見録を作成して、生徒
議会での議題の内容を周知させ、更なる意見
を求める工夫をして、「生徒が主体となるよ
うな学校づくり」の実現に貢献した。

-21-

番号

校名

氏名

表彰内容
学校生活のルール見直しにつながる生徒会
意見箱を担当し意見を集約した。見直し実現

127

八幡中

石橋

佳帆乃

のために努力し、生徒が気持ちよく過ごせる
ような学校づくりに取り組んだ。見直しの取
組によって、全校生徒が積極的に学校生活に
ついて考えようとする意識改革につながっ
た。
長期に渡って生徒会役員を務め、生徒会新
聞の改革などに力を注いだ。中川区保護司会

128

昭和橋中

河合

涼太

の方へ、更生しようとする人々がその後の社
会へ参画できる世の中を地域ぐるみでつくっ
ていくことが大切であるという想いを語り、
対談を通して地域との連携推進に貢献した。
ミニ体育大会や３年生を送る会を企画し
て、練習に励み、会を盛り上げた。また、全

129

富田中

濵田

こうな 校生徒に呼び掛けて、一人一人の思いを込め
た横断幕をフェンスに掲示し、校内だけでな
く地域の方々も活気付けた。３年間、学校に
大きく貢献し、他の模範である。
１年生の後期から４期に渡り、生徒会役員
を務めた。アルミ缶回収活動では、垂れ幕を

130

はとり中

二村

柊次

制作して呼び掛けるといった工夫をし、回収
量を増加させた。また、校内挨拶運動では、
市の公式マスコットを活用する提案をするな
ど、学校の活性化に大きく貢献した。
１年生の時から生徒会活動に携わってお
り、２年生後期には、生徒会活動を活発にし

131

供米田中

中出

柚己

たいという思いから、全校生徒に呼び掛け、
生徒会会則の見直しを中心となって進めた。
また、校則についても生徒会主体で検討をし
て、靴下の色などの変更に取り組んだ。
生徒会役員を歴任し、全校生徒の先頭に
立って生徒会活動を推進した。３年生を送る

132

高杉中

坪井

そら

会では、卒業生の思い出になるようにと、多
くの提案を行い、会の成功に導いた。また、
学校に置いてもよい持ち物の見直しのため、
生徒会でロッカーチェックの活動を推進し
た。

-22-

番号

校名

氏名

表彰内容
総務委員会では、学年の中心となり、３年
生学年スローガン「タケノコ魂～掘り起こせ

133

港南中

扇本

章月姫 底力～」を考えた。自分たちの学習への取り
組み方を話し合うときには、よりよい学年を
つくりあげるために積極的に意見を出し、率
先して活動を考え、推進することができた。
毎朝の挨拶運動を推進するとともに、「港
北ボランティアクリーン活動」や「地域ふれ

134

港北中

杉谷

麻衣

あい交流会」の実施を企画・運営し、校内美
化や地域の高齢者との温かなつながりづくり
に努めた。それぞれの活動で、多くの生徒に
参加を促し、学校の活性化に大きく貢献し
た。
生徒議会で、「相談タイム」を設け、多く
の生徒が発言できるような工夫を考えた。ま

135

東港中

加藤

結楽

た、３年生を送る会では、出し物の準備から
本番まで、先頭に立って実行委員や学年全体
を引っ張った。これらの姿や態度が他の模範
となり、よりよい学校づくりに貢献した。
４期議員を務め、その間、学年副代表、学
年代表として学年議会を円滑に運営するな

136

南陽中

久米

七海

ど、学年の中心となって活動した。卒業式で
は送辞を述べ、先輩への感謝の気持ちを自ら
の言葉で伝えた。進んで役割を担う姿勢や友
人に優しく声を掛ける姿は、他の模範であ
る。
人の役に立ちたいと、生徒会役員を３期務
めた。多くの行事が中止になる中でも、全校

137

宝神中

福島

瑞稀

生徒を少しでも多く笑顔にしようと、感謝の
気持ちを伝える「ありがとうカード」や生徒
の意見を吸い上げる「ドラポケ」の改善を
し、和やかな学校づくりに貢献した。
１年生後期より生徒会執行部に所属し、各
委員会の活動を紹介した生徒会新聞を発行し

138

当知中

山本

藍海

たり、みんなが楽しめる生徒朝会を目指して
積極的に企画・運営したりした。これらの活
動を通して明るく楽しい学校の雰囲気づくり
に貢献している。

-23-

番号

校名

氏名

表彰内容
生徒会の中心となって活動し、３年生を送
る会や地域清掃を企画・運営したり、「港明

139

港明中

岡田

あおい 中のよいところアンケート」の結果を校内新
聞で紹介したりした。新型コロナウイルス感
染拡大の中でも、全校生徒が前向きに学校生
活を送ることができるように貢献した。
生徒会の中心として、体育大会の生徒会種
目や３年生を送る会では、全校生徒で楽しむ

140

南陽東中

山元

将翔

ことができる企画を考案し、リーダーシップ
を発揮して行事の成功に大きく貢献した。普
段の学校生活でも、何事にも真剣に取り組む
姿が他の生徒の模範となっている。
生徒会活動をもっと全校生徒に知ってもら
うために、生徒会新聞づくりをはじめ、役員

141

本城中

舟橋

清華

に限らず誰もが参加できる生徒議会の見学ツ
アーを提案し、後輩が生徒会に興味をもちや
すくするための企画をした。真面目な人柄で
友達も多く、誰からも信頼されている。
リモートだからこそできる映像資料を使っ
た生徒集会を行い、見る側にとって分かりや

142

新郊中

松川

結乃丞 すい伝え方を工夫した発表を行った。「新郊
ソーラン」では制限のある中でよりよい活動
にするために、グループ制を取り入れ、綿密
な計画を立て、活動に貢献した。
学年の活動では、リーダーとして全体をま
とめるだけでなく、自ら先頭に立って提案・

143

桜田中

森

翔優

助言を行い、様々な行事の成功に大きく尽力
した。稲武野外学習の代替行事や修学旅行で
は、代表挨拶や進行を担い、行事の成功と学
年の絆を深めることに貢献をした。
修学旅行実行委員の資料係として、皆が修
学旅行を楽しみに感じ、どのような活動を行

144

大江中

門司 美悠

うのかよく分かる資料づくりに力を発揮し
た。礼儀正しく、落ち着いた生活態度であ
り、係活動や生徒会活動にも真面目に取り組
む姿は模範であり、同級生からの信頼も厚
い。

-24-

番号

校名

表彰内容
当該校で大切にしている「命の行事」で

氏名

は、心と心でつながるための標語「めいほう
145

明豊中

今村

莉菜

魂」の誕生経緯を全校生徒に発信した。ま
た、有志生徒を募り、特技を披露し合う
「ディスカバリー明豊」の立案・運営を行
い、つながりを大切にする学校づくりに貢献
した。
日々の活動で制限が掛かる活動の中、生徒
会活動として、「調和」を目標に、意見箱を

146

名南中

馬渕

愛

設置した。各学年からの多くの意見は、生徒
会新聞を発行することで全校生徒に周知し
た。紙面による学年間交流に力を注ぐこと
で、生徒主体の学校づくりに貢献した。
生徒からの意見を集める意見箱にあった靴
下に関する校則改定の中心となり取り組ん

147

南光中

イワン

だ。実現後も正しく着用されているかのキャ

ハティージャ ンペーンを行い、新しい校則の徹底を図っ
た。その後も、誰もが過ごしやすい学校を目
指して様々な活動を企画・運営している。
生徒会役員として、常に学校を明るくでき
ないかを考えて活動した。特に「３年生を送

148

守山中

石原

七海

る会」や「対面式」では、ビデオレターを制
作して生徒の気持ちを高めた。また、放送集
会の充実や制服改定に伴うエンブレムの公募
など、生徒会活動を身近にする取り組みを
行った。
１・３年生では生徒会で中心的な役割を
担った。２年時の卒業式では送辞を担当し、

149

守山東中

細井

大蔵

堂々と自分の思いや先輩への感謝の気持ちを
伝え、門出に華を添えた。様々な場面で学校
の代表生徒として全体に貢献し、生徒にとっ
てよりよい学校づくりを目指して取り組ん
だ。
生徒会役員として、挨拶の大切さや必要性
を全校生徒に伝えたいという思いで、「あい

150

守山西中

デラクルス
アイコ

ムテア

さつ運動」に人一倍強い気持ちで取り組ん
だ。リーダーとして、学級がよりよくなるよ
うに声掛けをしたり、学年の会で積極的に発
言をしたりと、学年・学級の成長に貢献し
た。

-25-

番号

校名

表彰内容
学級の中心として学級や学年の行事で活躍

氏名

した。特別養護老人施設との交流や清掃活
151

志段味中

小林

由奈

動、挨拶活動などのボランティア活動にひた
むきに取り組んだ。生徒会活動の中心として
企画・運営に取り組み、生徒全体でよりよい
学校を目指す意識の向上に貢献した。
４期続けて生徒会活動の推進に尽力した。
目安箱の活用に力を注ぎ、学校生活をより充

152

大森中

松井

光

実させたり、日常的な挨拶運動や学校周辺の
清掃活動に励んだりした。さらに、各種募金
や生徒集会、文化発表会等の企画・運営も行
い、生徒会活動の活性化を図った。
生徒会として、フラワーガーデンキャン
ペーンを新たに企画し、運営した。花壇の整

153

守山北中

岩﨑

彩音

備から始め、花で学校を元気にする活動を中
心となって取り組んだ。学級や部活動では、
周りの生徒への声掛けやレクリエーションを
運営するなど、リーダーシップを発揮した。
卒業式において送辞を読み、卒業生への感
謝の気持ちを伝え、在校生としての務めを立

154

森孝中

原

菜摘

派に果たした。また、よりよい学校をつくる
ために意見箱を活用し、校則の改正につい
て、生徒会顧問と相談したり全校生徒からア
ンケートをとったりして実現に向けて取り組
んだ。
生徒会役員として、３年生を送る会では、
企画や運営の中心となり、お世話になった３

155

吉根中

百瀬

来望

年生に喜び楽しんでもらうために、工夫して
進行することに努めた。また、地域の方への
年賀状作成やユニセフ募金では全校生徒の先
頭に立ち、積極的に取り組んだ。
総務委員を歴任し、常に学年の中心となり
活躍した。２年時には校外学習の実行委員と

156

鳴海中

大谷

菜伊亜

して企画・準備を行い、３年時には修学旅行
説明会で分かりやすく発表した。生徒議会の
場でも積極的に発言し、他の意見を柔軟に取
り入れまとめるというリーダー性を発揮し
た。

-26-

番号

校名

表彰内容
「みんなおおだ家族！」を合言葉に、

氏名

「命」や「支え合い」といったテーマで作成
157

大高中

堀内

梨花

した絵や、地域に笑顔を増やす温かい内容の
標語をコミュニティロード周辺に掲げたり、
地域の人々と挨拶を交わしたりすることで、
よりよい地域づくりに貢献することができ
た。
昼の放送で感謝の手紙を代読する「ありが
とうの主張」や有松・鳴海絞りを利用して学

158

有松中

井上

瞳

級旗をつくる「ありぱずーる」、熱海の土石
流災害で被災した方々への募金を企画・推進
し、全生徒だけでなく、地域との関わりが深
まるようなよりよい学校づくりに貢献した。
陸前高田市への訪問の際に学んだことを、
写真を交えて全校生徒に説得力のある語りで

159

鳴子台中

鈴木

雄二郎 報告した。３年生を送る会では、司会、劇の
主役、漫才と多岐に渡り活躍した。また、挨
拶活動では多くの有志とともに、挨拶の輪が
広がるよう率先して活動することができた。
生徒会では、緑の募金や福祉活動などに取
り組み、有志参加への呼び掛けや広報づくり

160

東陵中

久保

心乃

を行った。「なごやＩＮＧキャンペーン」で
は、毎月１０日を「東中の日」としていじめ
をなくそうと啓発した。文化祭や３年生送る
会では、企画から運営に携わり重責を果たし
た。
ランチの時間を明るい雰囲気にするための
昼の放送の工夫や、新型コロナウイルス感染

161

千鳥丘中

峯山

陽向

症により制限がある中でも最大限に楽しんで
もらうための３年生を送る会の企画・運営な
ど、持ち前の明るさとリーダーシップを発揮
して、学校全体を盛り上げることに貢献し
た。
「環境学習ウィーク」では新しい企画とし
て、「神沢クリエネデー」を立ち上げ、各学

162

神沢中

山中

美憂

級で消費電力をどうしたら抑えられるか、自
分たちに何ができるかを考えさせ、一人一人
が地球に優しい環境を創る担い手であるとい
う意識を高められるように尽力した。

-27-

番号

校名

氏名

表彰内容
生徒会役員を歴任し、コロナ禍での３年生
を送る会の企画に尽力した。さらに、活発な

163

扇台中

尾崎

愛美

生徒会活動を目指して、意見の言いやすい議
会の進行を考えた。人と人との結び付きを大
切にし、豊かな発想と強い意志で、学校生活
が楽しく、よりよくなるように考えて行動し
た。
生徒会活動がなかなか行えない状況の中で
も、気持ちよい挨拶で１日を始めようと挨拶

164

滝ノ水中

吉田

英世

運動を企画し、「あいさつ隊」を募集した。
募集時の呼び掛けに尽力し、当日は多くの参
加生徒と準備したプラカードを掲げ、自ら先
頭に立って挨拶運動を行った。
新型コロナウイルス感染症のため、開催が
危ぶまれた３年生を送る会では、クイズや

165

左京山中

村上

文香

メッセージをビデオに収めて上映する形を企
画し、３年生に感謝の思いを伝えることがで
きた。また、体育大会の生徒会応援では、拍
手とウェーブを主体とした応援の企画に尽力
した。
生徒全員が関われる学校を目指し、生徒議
会の在り方を工夫した。議題を事前に各学級

166

鎌倉台中

小林

美奈

に周知することで、意見を出しやすくすると
ともに、学年を越えた小集団での議論を行う
など、生徒議会の活性化を図り、生徒の意見
を多く取り入れた学校づくりに貢献した。
１年次後期より生徒会役員を歴任し、体育
大会を学年別実施に変更した際、各学級の機

167

神の倉中

河野

結惟子 運を高めるため学級旗制作を企画した。「陸
前高田市交流団」に参加した経験を生かし、
震災時の地域協力の大切さや備蓄品の大切さ
をクイズ形式にして全校生徒に伝えた。
３年間を通して、常に学級や学校の先頭に
立ち、学校生活全般において活躍している。

168

猪高中

江口

花和

体育大会のパフォーマンスタイムでは、学校
全体が盛り上がるような声掛けを、全校生徒
の前で行った。周りへの気遣いもあることか
ら、生徒や教職員からの信頼も大変厚い。

-28-

番号

校名

表彰内容
｢おはよう神丘プロジェクト｣を企画し、朝

氏名

の挨拶活動を積極的に取り組んだ。「Ｌｅ
169

神丘中

小山

慧

ｔ’ｓ神丘ピカピカクリーンプロジェクト」
では大勢の生徒の役割分担をし、当日の清掃
活動の運営を取り仕切った。気持ちよく生活
することのできる学校づくりに貢献した。
コロナ禍における生徒会活動の在り方を工
夫する中で、医療従事者へエールを送るため

170

高針台中

鈴木

悠乃

の「Ｂｌｕｅ Ｆｌａｇ」の制作プロジェクト
を企画・実行したり、学校全体を元気づける
ための「Ｉ・愛・あいさつ運動」に一層励ん
だりして、生徒会活動を発展させた。
「緑の羽根、赤い羽根の募金活動」では、
生徒に目的や協力を呼び掛け、活発な活動と

171

猪子石中

墨

太志郎

した。また、「ハッピーワード」や「よいと
ころ探し活動」を考案するなど、「ハピエン
スクール活動」を継続、充実させた。生徒同
士がつながる学校づくりに貢献した。
生徒会役員として、全校生徒にとって身近
な生徒会を目指して活動してきた。生徒から

172

藤森中

川崎

琴葉

の意見を基に、きまりの見直しを実施し、校
内での体操服着用を可能にした。また、挨拶
運動や地域貢献有志活動、生徒会スローガン
などの企画運営の中心として活躍した。
長年継続してきた地域清掃活動「ＭＣＰ
（牧の池クリーンプロジェクト）」の発展に

173

牧の池中

清水

源

貢献した。また、校歌の歌詞パネル製作に全
校体制で取り組んだり、目安箱を活用して校
則改定に着手したりすることで、全校生徒の
絆を深め、活気ある学校づくりに尽力した。
当該校の生徒会活動に３期に渡り貢献し、
今期は校則の改訂について精力的に取り組ん

174

上社中

村木

佑衣

だ。生徒が自主・自律の精神で学校生活を送
るための、新たな学校生活の基準となる「上
中スタンダード」を生徒総会にて提案し、承
認を得ることに尽力した。

-29-

番号

校名

表彰内容
生徒会役員を４期務め、環境美化有志活動

氏名

「フラワーズ」や「ＴＫＧ」を運営し、一体
175

天白中

加藤

美桜

感のある生徒会づくりに貢献した。常任委員
会との連携を重点において、生徒議会での協
議を活発化させ、よりよい学校生活の実現に
向けて学校の中心となって取り組んだ。
生徒会でＳＤＧｓの推進に力を入れてお
り、毎朝の挨拶運動と連携し、楽しみながら

176

御幸山中

藤原

瑛峯

ＳＤＧｓについて学べる朝のおみくじ運動を
企画した。また、おみくじを回収してＳＤＧ
ｓのコラムを載せた掲示物を作成し、校内の
ＳＤＧｓに対する意識を高めることに貢献し
た。
４期続けて生徒会の中心として、挨拶運動
や募金活動等の企画、運営に携わった。学校

177

平針中

長嶺

果凛

行事に向けて精力的に活動した。特に、感染
症拡大予防のため、制限の多い中での文化祭
をよりよいものにするため「校内ウォークラ
リー」を企画し、行事の成功に大きく貢献し
た。
地域の環境美化活動において、コスモスの
花を種からプランターで育て、地域の施設に

178

南天白中

山田

蒼澄

贈る活動を中心になって行った。またコスモ
スの成長を報告するための「コスモス便り」
を発行し、小学校の児童や保育園の園児が継
続して関心をもてるよう働き掛けた。
４期に渡り生徒会役員として活躍し、誰も
が分け隔てなく着ることができる制服の改定

179

植田中

長谷川

凛奈 や、委員会の定員条件を性別に関係ない定員
募集に改定するなど、「ジェンダーレス化」
に中心的に取り組んだ。豊かな学校づくりに
貢献し、他の生徒の模範である。
学校や地域への愛着を深める校内外清掃活
動を行った。また「３年生感謝の会」では、

180

原中

細江

真央

感染症拡大予防で全員が参加できない状況を
受け、参加できない在校生で教室の飾り付け
や歌などを企画し、３年生に在校生全員で感
謝を伝えるなど、常にリーダーとして活躍し
た。

-30-

番号

校名

表彰内容
学校や学級の代表として、他者のことを考

氏名

え、任された仕事を最後までやり通すことが
181

西養護

太田

凌人

できる。また、高等部集会の企画・進行を生
徒会の仲間と協力して行った。皆が楽しめる
クイズやゲームなどを取り入れた集会を企画
し、楽しい学校づくりに貢献した。
よりよい学校生活や集団づくりのために、
生徒集会でのスピーチや生徒会主催の行事を

182

守山養護

吉崎

敬太

精力的に行ってきた。企業での就労を実現さ
せるために、何事にも前向きに挑戦し、自己
の課題解決に向けて努力を惜しまない姿は、
他の生徒の模範となっている。
困っている友達に進んで言葉を掛けたり、
手助けをしたりする姿が随所に見られるな

183

天白養護

濵田

頼

ど、思いやりのある生徒である。また、学習
に対しても意欲的であり、与えられた課題に
対し、いつも真剣に向き合っている。以上の
ような生活態度は、他の生徒の模範となって
いる。
困っている級友に手を差し伸べるなど、信
念をもって誠実に行動する生徒である。４年

184

中央高夜

武内

竜二

間継続して所属した「球技・卒送委員会」で
の活躍など、学校行事や部活動をはじめ様々
な場面において、生徒間の調整・まとめ役と
して力を発揮し、他の生徒の模範となった。
生徒会役員として「スポーツフェスティバ
ル」や「卒業生を送る会」等、様々な行事で

185

中央高昼

稲葉

勇貴

リーダー的な立場で活躍し、成功に導いた。
明るく誠実な人柄であり、他の生徒から絶大
な信頼を得ている上に、学業と部活動とを両
立させ、どちらも優秀な成績を修めている。

-31-

２ 優良児童生徒団体（89団体）
番号

校名

表彰内容

団体名

児童会役員と各委員会の委員長、
学級委員で代表者会議を構成し、依
頼・報告・伝達のサイクルで話し合
1

内山小

内山小学校

い、児童主体の活動を推進した。ま

児童会

た、縦割り遠足の候補地を募集し、
全児童による投票で行き先を決め
た。
「学校交流会」では、学区内の愛
知県立名古屋盲学校の児童との交流
を行った。同じ社会に生きるかけが

2

大和小

大和小学校
えのない仲間として、お互いを正し

児童会

く理解し、共に助け合っていくとい
う思いを共有することができた。
「ふじみっ子まつり」の企画・運
営や「トイレのスリッパキャンペー
ン」に取り組んだ。感染症対策を心
3

富士見台小

富士見台小学校

掛けながらも、全校児童が楽しみな

代表委員会

がら活動できるよう、仲間と協力し
て笑顔あふれる学校づくりに貢献し
た。
１年生を迎える会や児童集会をテ
レビ放送で行い、児童を楽しませた
り、啓発したりした。運動会で

4

千代田橋小

千代田橋小学校

キャッチフレーズを募集し、全校が

代表委員会

一体となれるキャッチフレーズを掲
げ、運動会を盛り上げることに貢献
した。
物を大切にすることや下駄箱の整
頓など、学校生活における課題解決
を目的とした「山吹当たり前プロ

5

山吹小

山吹小学校

ジェクト」を企画して、全校児童で

代表委員会

取り組んだ。この活動は、自分の行
動に責任をもって生活する意識を高
めた。
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番号

校名

表彰内容

団体名

新型コロナウイルス感染症対策に
気を付けながら、全児童が関わり合
う喜びを味わえるように、「サマー
6

東白壁小

フェスティバル」や「しらかべン

東白壁小学校
代表委員会

ジャーズ」を企画して、笑顔あふれ
る学校をつくるために積極的に取り
組んだ。
新しい生活様式の中、例年とは異
なる行事を企画・運営している。
「にこにこタイム」では、異学年集

7

砂田橋小

砂田橋小学校

団が助け合う赤白対抗○×ゲームを

児童会

行い、全校児童が互いに助け合い、
相手を思いやる気持ちを育んでい
る。
活気に満ちた学校にしたいと、児
童自ら「挨拶コンテスト」や登校時
の挨拶数の紹介等の企画を考え活動

8

飯田小

飯田小学校

を行っている。その結果、様々な場

児童会

面で元気に挨拶する児童が増え、明
るく前向きな雰囲気づくりに貢献し
ている。
登校時の挨拶活動や、コロナ禍で
も楽しむことができるペア活動の企
画と運営を積極的に行った。挨拶活

9

大杉小

大杉小学校

動や異学年交流を通して、多くの児

代表委員会

童に笑顔が見られるようになり、明
るく楽しい学校づくりに貢献してい
る。
令和元年度に東山動植物園より譲
り受けた「名古屋メダカ」の繁殖に
成功し、２年がかりで２００匹以上

10

名北小

名北小学校

となった。毎日欠かさず、観察池の

環境委員会

水温や水質の管理、卵の回収、孵化
させるなどの活動に取り組んでい
る。
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番号

校名

表彰内容

団体名

創立１２０周年記念を迎えるに際
し、記念キャラクター作成を企画し
て全校児童に働き掛けた。その後、
11

金城小

金城小学校

発案者のインタビューを放送した

代表委員会

り、キャラクターを用いたポスター
を掲示したりして、学校を明るく盛
り上げた。
テレビ朝会を企画し、望ましい生
活目標について考えを発信したり、
みんなが楽しめるクイズを盛り込ん

12

城北小

城北小学校

だりした活動を行った。また、挨拶

代表委員会

運動を実施し、「マスク着用でも気
持ちのよい挨拶」を意識して、啓発
した。
「あいさつ豊かに

心豊かに」を

テーマに、学校オリジナルキャラク
ター「ひかりん」のパネルや挨拶ス
13

光城小

光城小学校
ローガンをデザインしたのぼり旗を

児童会

作成した。毎朝の挨拶運動を通して
明るい学校づくりに貢献している。
継続して縦割り集会を行い、その
中心となって活躍ができた。遊びや
「ふれあい祭り」の計画を立てた
14

六郷小

六郷小学校

り、高学年が低学年を手伝いながら

児童会

運営したりする活動を通して、異学
年交流や仲間との協力を深めること
ができた。
北中学校と合同で、積極的に挨拶
運動を行った。また、地域の方と協
力し、学区の一人暮らしの高齢者に

15

味鋺小

味鋺小学校
手紙を書いて感染症予防や熱中症対

代表委員会

策を呼び掛け、高齢者を敬う気持ち
を育むことに貢献している。
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番号

校名

表彰内容

団体名

感染症対策で様々な活動が制限さ
れる中、学校生活をよりよくしよう
と、ポスターを作製し全校児童に呼
16

如意小

如意小学校
び掛けることができた。また、「緑

児童会

の羽募金活動」においても、工夫し
て積極的に活動することができた。
「緑の募金運動」では、全学級に
向けてポスターを作り、活動の意図
を示しつつ、募金活動に取り組ん
17

小

だ。「あいさつ運動」では、標語を

小学校
代表委員会

考えたり、挨拶啓発運動を行ったり
して、明るい学校づくりに貢献でき
た。
「えのきっこ祭り」では、ペア学
年での活動を取り入れ、みんなで協
力し、絆を深めるためには何が必要

18

榎小

榎小学校

であるかを考え、企画・運営を行っ

児童会

ている。また、挨拶運動を継続して
行い、明るい学校づくりに貢献し
た。
「みんなを元気にしたい」という
願いをもち、創意工夫をして様々な
活動に取り組んでいる。密を避け、

19

なごや小

なごや小学校

学年の枠を越えて交流できる「なご

児童会

やっ子クイズラリー」を企画・運営
するなど、明るい学校づくりに貢献
した。
行事や集会では、「たてわり班」
での活動に工夫して取り組み、異学
年交流の輪を広げている。また、週

20

栄生小

栄生小学校

２回の「あいさつ運動」を継続して

代表委員会

行うなど使命感をもって活動に取り
組む姿は他の児童の模範となってい
る。

-35-

番号

校名

表彰内容

団体名

歯みがき月間には、歯みがきカレ
ンダーを作成したり、児童集会で
は、動画を作成し、運動場での安全
21

児玉小

な遊び方について呼び掛けたりし

児玉小学校
児童会

た。全校児童が、健康で安全な生活
を送るための啓発活動に工夫して取
り組んだ。
スローガン「あなたの小さな一言
があの子の大きな『力』になる」の
下、全校児童が人と人との関わりを

22

枇杷島小

枇杷島小学校
大切に感じられる挨拶運動やレクリ

児童会

エーションを企画・運営し、いじめ
のない学校づくりに貢献している。
「あなたもわたしもみんな大切」
を合言葉に、「あいさつ活動」の充
実やパラスポーツのゴールボールを
23

南押切小

南押切小学校

体験する「全校レク」を行った。活

児童会

動を通して、児童一人一人の温かな
人間関係を育むことに貢献してい
る。
様々な行事を主体的に企画した。
元気な声で挨拶する代わりに会釈を
呼び掛けたり、密にならずに全校で

24

稲生小

稲生小学校
楽しめるゲームを行ったりした。全

児童会

校児童が明るく楽しいと感じる学校
づくりに貢献している。
「いじめのない学校にする」とい
う思いを実現するため、人間関係づ
くりの第一歩として挨拶運動に取り
25

平田小

平田小学校

組んだ。挨拶運動週間のＰＲを積極

計画委員会

的に行った結果、その思いが広が
り、明るく温かな学校づくりに貢献
した。
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番号

校名

表彰内容

団体名

「友情輝くスマイル比良の子」を
合言葉に、挨拶運動に取り組んでい
る。挨拶ができた児童にカードを渡
26

比良小

比良小学校

したり、各学級を回って挨拶したり

児童会

するなど様々な企画をし、挨拶の輪
を全校に広げることに貢献してい
る。
明るい学校づくりやよりよい友達
関係の基礎となる挨拶運動を積極的
に行った。ポスターや「あいさつす

27

大野木小

大野木小学校
ごろく」を作り、挨拶運動に楽しく

児童会

取り組めるよう工夫し、全校児童に
挨拶の大切さを伝えている。
全校児童が笑顔で学校生活を過ご
すことができるように、児童集会で
は、異学年で交流できるオリジナル
28

浮野小

浮野小学校
の遊びを企画・運営した。縦割り班

代表委員会

活動をより活発にし、明るい学校づ
くりに貢献している。
運動会ではスローガンを朝会で伝
えたり、垂れ幕を掲示したりして全
校を盛り上げた。また、登校時の挨
29

中小田井小

中小田井小学校
拶運動に積極的に取り組み、全校児

児童会

童が思いやりの心をもち、自己肯定
感が高まる学校づくりに貢献した。
「みんなで使おうほわほわ言葉
ちくちく言葉さけてみよう」のス
ローガンを基に、「毎日Let's try」
30

豊臣小

豊臣小学校
というサブテーマを考え全校に発信

児童会

した。いじめのない学校にしようと
いう意識を高めることができた。
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番号

校名

表彰内容

団体名

笑顔で元気を伝え合えるように、
毎月1週間の「あいさつ運動」を企画
した。のぼり旗や「あいさつ名人」
31

稲葉地小

稲葉地小学校

の腕章、手作りの挨拶ビンゴカード

児童会

などを活用し、様々な場面や方法で
挨拶に対する意欲化や習慣化を図っ
た。
熱中症対策や感染症対策を意識し
た「いなにしオリンピック」や、環
境委員会と力を合わせた縦割り班で

32

稲西小

稲西小学校

の全校清掃を企画・運営した。学校

代表委員会

のリーダーとして「自分たちの手で
学校をよくしたい」という意欲が高
まった。
全校児童の学校生活をより楽しく
し、互いの絆が深まるような新たな
活動を企画・運営し、楽しい学校づ

33

名城小

名城小学校

くりに貢献した。運動会前には、各

代表委員会

クラスの意気込み動画を撮影・放映
することで、みんなの意欲を高め
た。
学区の方と「ＴＡＧ（タッグ）を
組んで頼り合える学区に」をテーマ
に「あいさつ運動」に取り組んだ。

34

御園小

御園小学校
「ＴＡＧ」を組んだことで、児童の

６年生

安心感と学区の方の児童への親近感
を生むことにつながった。
「いつもなかよく元気よく」を合
い言葉に、明るく元気な学校づくり
を進めている。毎月ある誕生日会の
35

平和小

平和小学校

オリジナルキャラクターの募集を全

児童会

校児童に呼び掛け、人と人とのつな
がりを大切にした活動を推進してい
た。
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番号

校名

表彰内容

団体名

密を避けて異学年の児童が交流で
きる「大須ふれあいビンゴ」を企画
した。当日は、朝から異学年の児童
36

大須小

大須小学校
代表・企画委員会

や先生と笑顔で挨拶をするなど、普
段接することの少ない人と触れ合
い、仲が深まる様子が見られた。
全校児童が、安全に気持ちよく過
ごすにはどうしたらよいかを考え、
注意喚起を促す映像を作成した。土

37

松栄小

松栄小学校
間や教室の入口での混雑や廊下での

代表委員会

危険な行動に着目し、全校児童に周
囲への配慮ある行動を呼び掛けた。
挨拶することの大切さを呼び掛
け、「御器所ＧＯ５あいさつ運動」
や「あいさつリレー」、開校１５０
38

御器所小

周年に向けた「あいさつキャラク

御器所小学校
代表委員会

ター募集」を行い、児童が学校への
愛着や誇りをもつことを目指して活
動した。
「ルールはかんぺき
００点

そうじは１

きれいな言葉の広路っ子」

をスローガンに掲げ、挨拶運動や校
39

広路小

広路小学校

内環境整備に取り組んだ。振りを付

代表委員会

けながら呼び掛けを行い、全校児童
の意識向上に貢献することができ
た。
学校をよりよくするために、特に
挨拶運動に取り組んだ。「相手の目
を見て」「自分からあいさつ」「笑

40

白金小

白金小学校
顔であいさつ」などを全校児童に呼

児童会

び掛けることで、進んで挨拶する気
持ちを高めることができた。
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番号

校名

表彰内容

団体名

緑の羽根募金や挨拶運動、異学年
で遊ぶ集会を企画してきた。ペア学
級やペア学年で行う集会では、各学
41

瑞穂小

瑞穂小学校
級において運営を意欲的に行った。

集会委員会

全校児童の仲間意識を高めることに
つながっている。
密になることを避けながらみんな
が楽しめるように「なかよしタイ
ム」を発案し、企画・運営をしてい
42

井戸田小

井戸田小学校
る。また、全児童が互いによりよい

児童会

学校生活を送ることができるよう
に、朝会で週目標を発信している。
全校児童の前で発表する場が減少
する中「みんなを楽しませたい」と
いう思いをもって、「ふたばの子ス
43

陽明小

陽明小学校

マイル放送」を企画・運営してい

代表委員会

る。「あいさつ運動」を通して、挨
拶の大切さを全校児童に呼び掛けて
いる。
「あいさつができ、楽しく登校で
きる旗屋小学校」を目標に掲げ、
「あいさつ広め隊」と「お悩み相談

44

旗屋小

旗屋小学校

箱」を企画、運営した。校内では、

児童会

大きな声の挨拶が飛び交い、悩んで
いる児童を笑顔にすることに貢献し
た。
「白鳥４か条（いじめ０・優し
く・挨拶・協力）」をスローガンに
掲げ、挨拶運動や募金活動、児童集

45

白鳥小

白鳥小学校

会などの運営をした。その結果、思

代表委員会

いやりのある行動をとったり、学校
生活を楽しんだりする児童の姿が多
く見られた。
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番号

校名

表彰内容

団体名

異学年の集団である縦割り班で行
う集会の企画・運営を務めている。
また、朝の挨拶運動に加え、今年度
46

露橋小

露橋小学校

は校内で挨拶を交わす意識を高める

代表委員会

キャンペーンに取り組むなど、明る
く元気な学校づくりに貢献してい
る。
オンラインでの「１年生を迎える
会」「先生クイズ」など、コロナ禍
でも全校で楽しめる企画を考えた。

47

愛知小

愛知小学校

オンラインを活用し、他校の児童会

児童会

と共にいじめ防止ソングをつくり、
その曲を全校に広げる活動をしてい
る。
「夢へ進もう

未来に橋をかけよ

う」をスローガンに、校内ＴＶ放送
等を活用して、互いのよさを認め合
48

昭和橋小

昭和橋小学校
う活動に取り組んでいる。１年生を

児童会

迎える会では、オンラインで全校児
童が参加できるよう工夫した。
「にじいろあいさつ」を本年度の
スローガンとして、全校児童に気持
ちのよい挨拶を呼び掛けた。また、
49

戸田小

戸田小学校
「目を見て」などのよい挨拶の観点

児童会

を示して挨拶運動を行い、挨拶あふ
れる学校へと貢献した。
環境保全活動を推進したり、児童
会行事を企画・運営したりすること
で、全校児童が環境保全に目を向け
50

春田小

春田小学校
たり、学校生活をよりよくしたりす

児童会

ることに貢献している。また、挨拶
運動にも取り組んでいる。
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番号

校名

表彰内容

団体名

「よりよい学校にしよう」を合言
葉に、挨拶運動や、低学年が楽しめ
る児童集会を企画・運営した。児童
51

東築地小

東築地小学校

会を中心に各委員会がよりよい学校

児童会

を目指して主体的に活動するなど、
明るい学校の雰囲気づくりに貢献し
ている。
牛乳パックの片付けの仕方を変更
し、各学級に分かりやすく伝えるな
ど、ごみの分別や減量に向けた活動

52

中川小

中川小学校
を推進した。この活動を通して、全

給食委員会

校児童の環境を守る意識を高めるこ
とに貢献することができた。
「健康で安全に楽しく怪我なくさ
わやかに生活できる子」をスローガ
ンに掲げ、全校児童が楽しく生活で
53

西築地小

西築地小学校

きるような挨拶運動を企画・運営し

児童会

た。この活動を通して明るく楽しい
学校の雰囲気づくりに貢献してい
る。
ＴＫＧ（助け合い、いじめのない
かっこいい、学校）をキャッチフ
レーズに、友達に優しい声掛けがで

54

南陽小

南陽小学校

きる学校をめざして土間掲示の工夫

児童会

など、企画・運営した。この活動を
通して、全児童の意識高揚に大きく
貢献した。
様々な学校行事が縮小・中止され
る中で、感染症対策を考えながら、
挨拶運動を行ったり、全校児童で行

55

東海小

うウォークラリーを企画したりし

東海小学校
児童会

た。自分たちでできることを最大限
に考えて、楽しい学校づくりに貢献
した。
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番号

校名

表彰内容

団体名

「楽しい学校にしたい」という思
いを実現しようと、全校で楽しめる
遊びを企画したり、開校４５周年記
56

野跡小

野跡小学校
念のキャラクター投票を行ったりし

児童会

た。当該校の児童が楽しいと感じら
れる学校づくりに大きく貢献した。
異学年の児童が交流して活動でき
る集会を目指し、縦割り活動班で行
うゲーム大会や七夕飾りづくりなど
57

神宮寺小

神宮寺小学校
の企画・運営をした。全校児童の自

児童会

主性や相手のことを考えて関わる力
を高めることに貢献している。
「なごやＩＮＧキャンペーン」で
は、互いに認め合い、楽しく仲良く
過ごせる学校を目指し、学校のス
58

福春小

福春小学校
ローガンやフラッグづくりを推進し

代表委員会

た。この活動を通して、全校児童の
人権意識を高めることに貢献した。
「あいさつウィーク」では、活動
を行う場所や当番を決め、積極的に
挨拶運動に取り組んでいる。その結
59

呼続小

呼続小学校
果、校舎内でも「こんにちは」「さ

児童会

ようなら」などの挨拶が誰に対して
もできる児童が増えてきた。
マスク着用でも、挨拶が飛び交う
学校にするため、マスク姿の「あい
さつレンジャーＫ」を演じ、登校時
60

春日野小

春日野小学校

に手本を示した。マスク姿で挨拶を

代表委員会

かっこよくきめる様子が心に残り、
積極的な挨拶が増え、定着へとつな
がった。
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番号

校名

表彰内容

団体名

新型コロナウィルスが拡大し、多
くの児童の心が不安定になる中、当
該校独自の「ＩＮＧ標語」と「ＩＮ
61

笠東小

笠東小学校

Ｇマスコットキャラクター」を全校

児童会

児童から公募し、全校児童のいじめ
撲滅への意識を高めることに貢献し
た。
毎朝の挨拶運動に継続的に取り組
んだことにより、元気な挨拶が学校
や学区に広がっている。また、全校

62

廿軒家小

児童集会「にじっこフェスティバ

廿軒家小学校
児童会

ル」に向けて、異学年交流がこれま
で以上に活発になるように取り組ん
でいる。
「朝の挨拶運動」や「朝会時の週
目標の全校児童への伝達」「お楽し
み集会」等の児童会活動の計画・運

63

白沢小

白沢小学校

営を行った。全校の中心となって児

児童会

童会活動に取り組んだことで、みん
なが楽しいと感じる学校づくりに貢
献した。
熱中症を予防しながら運動場で元
気に遊んでほしいと、ポスターや放
送で全校児童に呼び掛けを行った。

64

二城小

二城小学校
体育リーダー会

みんなが安全に楽しく過ごすことが
できる活動を積極的に提案し、他の
リーダー会の模範となっている。
「夢と希望の光を照らせ！」をス
ローガンに、募金活動でのシールラ
リー、作品展でのモニュメント作成

65

森孝東小

森孝東小学校
等、学校行事を盛り上げている。定

児童会

期的に挨拶運動を行っており、明る
い挨拶の輪が全校に広がっている。
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番号

校名

表彰内容

団体名

新型コロナウイルス対策で、学校
生活に不安やストレスを感じている
児童のために、様々なメンタルヘル
66

森孝西小

森孝西小学校
スケア活動を行った。率先して活動

保健委員会

を行ったことで、心身共に明るく元
気な学校生活づくりに貢献した。
「あったか～い西城小学校」をス
ローガンに掲げ、ペアグループ活動
や挨拶運動を推進した。「あいさつ
67

西城小

西城小学校
カード」や「あいさつＴシャツ」を

代表委員会

作成、活用しながら挨拶運動を行
い、温かい学校づくりに貢献した。
「元気にあいさつ笑顔満開大森北
小学校」をスローガンに掲げ、「笑
顔満開プロジェクト」を企画・運営
68

大森北小

大森北小学校

した。体育参観では、応援旗を模し

代表委員会

た掲示物を作成し、心を一つにして
応援したいという児童の思いを高め
た。
児童会を中心に、運動会では、声
援カードの活用など、全力を出し切
れるよう応援を工夫した。また、児

69

下志段味小

下志段味小学校

童の気持ちが一つになるように「下

児童会

志言葉王」を企画・運営し、笑顔あ
ふれる、よりよい学校づくりに貢献
した。
学年目標を「This is me!～自分ら
しく～」とし、言動に責任をもって
行動する姿勢や、登下校で職員や地

70

緑小

緑小学校
域の方に進んで挨拶する姿勢は下級

６年生

生の模範であり、当該校の雰囲気作
りに貢献している。
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番号

校名

表彰内容

団体名

校訓「明るく

なかよく

きまり

よく」を挨拶活動や学校改善活動等
として具体化し、「ＡＮＫ活動」と
71

黒石小

黒石小学校
した。最高学年の６年生が推進役と

６年生

なり、互いのよさを認め合い励まし
合う学校づくりに大いに貢献した。
桃山小学校の校訓「すすんで学び
行う子

仲良く明るい子

強くたく

ましい子」の達成を目指し、挨拶運
72

桃山小

桃山小学校
動を企画・運営するなど、児童会に

児童会

できることを企画・準備・運営し、
よりよい学校づくりに努めた。
明るい挨拶で一日をスタートしよ
うと、毎朝、校門や土間の前で挨拶
運動を行った。また、「いたかＩＮ
73

猪高小

猪高小学校
Ｇキャンペーン」を企画し、仲間の

児童会

大切さや協力を呼び掛け、仲良く元
気のよい学校づくりに貢献した。
「スマイルプロジェクト」を企画
し「挨拶をしよう・トイレスリッパ
をそろえよう・優しい言葉を使お
74

蓬来小

蓬来小学校

う」の取り組みを粘り強く進めた。

代表委員会

笑顔で、周りの人のことを考え行動
できるような学校づくりに貢献し
た。
「元気で仲良く協力し合う引山っ
子」という目標の達成に向け、募集
したイメージキャラクターの作成や

75

引山小

引山小学校

挨拶スタンプラリーに取り組んだ。

児童会

学校一体となった取り組みをし、仲
良く協力し合う学校づくりに貢献し
た。
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番号

校名

表彰内容

団体名

「楽しい運動タイム」を計画・実
施し、休み時間や給食の時間に放送
で活動を紹介したり、楽しく運動す
76

天白小

天白小学校
るために「楽しい運動カード」を作

体育委員会

成したりした。達成賞を設けて、全
校児童への啓発を促した。
「あったかやごひが」をスローガ
ンに掲げ、毎朝校門で挨拶運動を行
うとともに、「やごひが
77

八事東小

あいさつ

八事東小学校
すごろく」を新たに企画し、学校全

児童会

体の挨拶が増えて、あたたかい雰囲
気になるよう努めた。
ペットボトルキャップを回収し途
上国の子どもたちにワクチンを送る
活動や校内の落とし物を減らす活動
78

平針小

平針小学校
を行い、自分たちにできるＳＤＧｓ

児童会

への取り組みを進め、全校児童の実
践意欲を高めることに貢献した。
「表山フェスティバル」では全校
児童の前で感染症拡大予防のため、
事前に注意喚起の劇を行うことがで
79

表山小

表山小学校

きた。「あいさつ運動」にも力を注

児童会・代表委員

ぎ、登校時に通用門に立ち挨拶を行
い、全校児童のモラル向上に貢献し
た。
学校新聞や放送朝会を通し、学校
全体の挨拶運動への意識向上に努め
ている。全児童による異学年活動の

80

平針南小

平針南小学校

「たてわり行事」では全学年が楽し

代表委員会

める内容を話し合って考え、楽しい
行事となるよう協力して運営を行っ
た。
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番号

校名

表彰内容

団体名

児童からの募集と投票により選ん
だスローガンを掲げ、ポスターやの
ぼりを作り「あいさつ活動」に積極
81

相生小

的に取り組んだ。この活動を通し

相生小学校
児童会

て、校内を活気付けるとともに、全
校児童の意識を高めることに貢献し
た。
「ニコニコデー」の取り組みを工
夫したり、積極的に挨拶ができるよ
うな方法を考えたりして笑顔あふれ

82

大坪小

大坪小学校

る温かい学校をつくろうとした。

企画委員会

「あいさつビンゴ」によって、多く
の児童が積極的に挨拶できるように
なった。
「助け合おう
笑顔輝け

あったかハートで

平北っ子」をスローガン

に掲げ、児童を笑顔にする取り組み
83

平針北小

平針北小学校
を行っている。特に異学年交流と挨

児童会

拶運動に力を入れ、全校児童の笑顔
あふれる学校づくりに貢献した。
「マスクでもキラキラスマイル
東っ子」というスローガンのもと仲
間づくりや愛校心の向上のため活動
84

植田東小

植田東小学校
している。情報機器を活用し、全校

児童会

が一体感をもって参加できる活動を
計画し主体となって活躍している。
全校生徒が楽団のような一体感を
もつという意味を込めた「城山楽
団」をスローガンに掲げ、医療従事
85

城山中

城山中学校
者へのメッセージや、生徒同士が絆

生徒会

を深める体育大会生徒会アトラク
ションの企画・運営に取り組んだ。
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番号

校名

表彰内容

団体名

「アクティブチャレンジ」と題し
て有志生徒を募集し、朝の挨拶運動
や生徒集会の運営を行った。全校生
86

振甫中

徒の意見を集約したプレゼンテー

振甫中学校
生徒会執行部

ションを行い、企画を実現させるな
ど、生徒が主体となる活動を多く主
催した。
会話の代わりに昼食を楽しめるよ
う、放送で流れた曲に○をつける
「ミュージックビンゴ」など、各委

87

若葉中

若葉中学校

員会と協力した活動を立案した。生

生徒会

徒会の目標「若葉中学校を快適にし
ていくための活動」を積極的に推進
している。
２５年間取り組んでいるアルミ缶
回収活動の継続と発展のために、積
極的に広報活動を行った。その活動

88

天神山中

天神山中学校
によって得た収益金で、車椅子を西

生徒会

区内の福祉関連施設に寄贈し、学校
と地域とのつながりを深めた。
生徒同士がコミュニケーションを
深めるための「１on１ミーティン
グ」や医療従事者へ感謝の手紙を送
89

助光中

助光中学校
る活動等を企画した。また、各種委

生徒会

員会とのコラボ企画に取り組み、学
校全体に良い影響を与えた。
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３

優良教職員（18名）
番号
校名

氏名

表彰内容
保健主事として、感染症拡大防止に向けた
環境整備や生徒・保護者への啓発など、教職

1

若水中

茅原 正枝

員の先頭に立って取り組んでいる。主任養護
教諭として、校内では、生徒の心のケアの中
心的役割を担い、校外では、他校の養護教諭
に細やかな指導・助言を行っている。
児童の実態を的確に捉え、一人一人の児童
に寄り添った指導により、保護者からの信頼

2

名北小

福田 理佳

が厚い。保健主事として養護教諭と連携し、
児童の健康や安全の意識を高める指導を積極
的に行ったり、新型コロナウィルス感染予防
対策のための環境整備に努めたりした。
学年主任として、連携とつながりを大切に
した学年経営は、中堅や若手教員からの信望

3

金城小

坂井 真寿美

が厚い。司書教諭資格を生かし、調べ学習
コーナー「調べの森」や絵本コーナー「ファ
ンタジールーム」の環境を整える中心とな
り、読書に親しむ児童を育てることに貢献し
た。
主任養護教諭として、全市的な立場から区
内の養護教諭に的確なアドバイスを行ってい

4

枇杷島小

木全 友美

る。また、校内においては、教育相談担当と
して、担任と連携し、悩みを抱える児童や保
護者にも積極的に声を掛けることができ、教
職員、児童、保護者からの信頼が厚い。
学年主任として、３年間を見通して学年経
営を行っている。また、生徒の適性に応じた

5

浄心中

富田 直美

進路指導や学習指導の中心となり、後輩教員
への指導的立場で活躍している。温厚な性格
で他学年との調整等を円滑にこなしており、
教職員、生徒、保護者等からの信頼が厚い。
養護教諭として児童が健康で安心して生活
できるように、身体や感染症に関する掲示物

6

御劔小

大西 明子

を工夫し、心のケアを意識した温かな対応に
努めた。歯・口の健康づくり推進事業では
「歯みがき学習」や「フロッシング学習」等
に取り組み、歯や口の健康意識を高めた。

-50-

番号

校名

氏名

表彰内容
個別に支援が必要な児童への丁寧で温かな
指導は、保護者からの信頼が厚い。また指導

7

船方小

川添 智子

に悩む若手教員に対して独自の支援メモを活
用し、よき助言者となっている。保健主事と
して、手洗い場を学級ごとに割振り、密集し
ない配慮をするなど指導体制に尽力した。
学年主任として、学年のみならず、他の教
員の相談相手になって学校全体を支えるとと

8

昭和橋小

山口 克代

もに、教員相互の授業参観を促進・活性化す
ることで、教員全体の力量向上に貢献してい
る。また、保健主事として、学校全体に目を
配り、安全・健康指導に尽力している。
学年主任として、児童の多様な考えを引き
出すとともに、同僚の相談に丁寧に対応し、

9

荒子小

浅野 直美

児童・保護者・教職員からの信頼はとても厚
い。教育相談担当として、いじめや悩みの早
期発見につながるアンケート調査を提案し、
教育相談体制の強化に貢献している。
学年主任として、３年間を見通した学年経
営を行っている。野外学習では、全保護者か

10

明豊中

冨山 美乃

ら手紙を預かり、現地で生徒に渡すとともに
保護者への感謝の気持ちを手紙にする活動を
行った。生徒の思いに寄り添う指導で、生徒
や保護者からの信頼は絶大である。
校務主任、学年主任として、行事準備の進
行具合を気にかけたり、助言やサポートをし

11

森孝東小

髙木 裕子

たりするなど、学校運営に尽力する姿勢は、
教職員から頼りにされている。また、積極的
にＩＣＴを活用した分かり易い授業は、若手
教員の指導力向上に寄与している。
校務主任と学年主任を兼務し、責任をもっ
て業務を進め、学校運営に多大な貢献をして

12

西城小

齋藤 克彦

いる。また、児童一人一人の個性を大切にし
た温かな指導は、学校全体に良い影響を与え
ている。家庭と協力して児童を支えようとす
る姿は、保護者から厚い信頼を受けている。
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番号

校名

氏名

表彰内容
養護教諭として、児童の健康を考えきめ細
やかな指導を行っている。また、けがや病気

13

桃山小

水谷 由理

を防ぐための環境整備にも積極的に取り組ん
でいる。児童の心のケア、丁寧な対応で保護
者からの信頼も厚い。主任養護教諭として、
区内の養護教諭の力量向上に努めている。
校務主任として、感染症拡大防止のための
設備の整備に努めるなど、学校運営に貢献を

14

滝ノ水小

梶野 ゆかり

している。基本的な生活習慣や基礎的な学力
定着のため、きめ細やかな指導を行うことが
でき、児童や保護者から信頼が厚い。朗らか
で、職場に明るい雰囲気を作り出している。
特別支援学級主任として、大規模校におけ
る特別支援教育の中心となって活躍してい

神丘中

原田 和子

15

る。特別支援学校を歴任した経験を生かし、
幅広い教材研究やきめ細かな合理的配慮を行
うことができるため、生徒や保護者、教職員
から厚い信頼を得ている。
学年主任として、生徒の話にしっかり耳を
傾け、学習面や生活面の指導を牽引する姿

16

上社中

田中 一郎

は、生徒・保護者・教職員から、厚く信頼さ
れている。校務主任として、常に学校全体を
視野に入れ、何事にも率先して取り組むこと
で、学校運営に多大な貢献をしている。
学年主任として、広い視野をもって学年運
営を行い、学校をよくしようと建設的な意見

17

植田東小

櫻井 恵子

を述べることができる。コロナ禍でも「児童
が主役」を信念に活動を工夫している。温か
い指導、労を惜しまない働きぶりから、児
童、保護者、教職員からの信頼が厚い。
個々の生徒の実態に応じたきめ細やかな進
路指導を実践し、生徒・保護者・教職員の信

18

西陵高

野中 律子

頼も厚い。教科指導では、評価方法の工夫や
アクティブラーニングを実践しており、授業
公開を通じて他校の教員にその成果を広め、
市立高校の商業教育発展に貢献している。
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４

優良保健関係被表彰者（5 名）

番号

校名

職名

氏名

１

小幡小
吉根中

学校医

稗田

信之

２

穂波小
堀田小
白鳥小
宮中
南養護
南養護
分校

学校医
（眼科）

長屋

祥子

３

志賀中

学校医
(耳鼻咽喉科)

土井

清孝

表

彰

内

容

平成１４年度より現在まで１９年間、小幡小学
校の学校医、また平成２７年度からは吉根中学校
の学校医として、定期健康診断をはじめとする各
種検診を精力的に行っている。
両校とも比較的児童生徒数が多く検診にも時間
を要する中、それぞれの成長に合わせたきめ細か
な対応をし、児童生徒の健康保持増進に大きく貢
献している。また、小幡小学校については祖父の
代から続けて学校医を務めており、学校から厚い
信頼が寄せられている。
また、平成２５年度から現在まで学校保健内科
会の理事を務めており、本市学校保健の充実、発
展に寄与している。
平成１１年度から現在に至るまで、２２年にわ
たり学校医（眼科）として学校保健の現場で活動し
てきた。現在も６校を担当し、児童生徒の健康管理
の向上に大きく貢献している。
また、平成２７年度から令和２年度まで名古屋
市学校医（眼科）会会長を務め、本市の眼科学校医
の活動を取りまとめてきた。令和３年度にその会
が名古屋市眼科医会に移管された後は、学校保健
担当副会長として、引き続きその活動に尽力して
いる。
本市学校保健会においては平成２７年度から現
在まで副会長を務めており、本市の眼科学校保健
の推進に大きく貢献している。
平成１２年度より現在に至るまで、２１年に
わたり学校医（耳鼻咽喉科）として、生徒の耳
鼻咽喉科疾患の早期発見に努め、生徒の健康保
持増進に貢献している。
また、平成２５年８月から令和３年７月まで
名古屋市耳鼻咽喉科学校医会会長を務め、学校
医の学校保健活動の推進に大きく寄与してき
た。現在は名誉会長として指導、助言を行って
いる。
本市学校保健会においては、平成２５年度か
ら令和２年度まで副会長を務めており、本市学
校保健の充実、発展に大きく寄与してきた。
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番号

校名

職名

４

田光中

学校歯科医

５

児玉小
西陵高

学校薬剤師

氏名

表

彰

内

容

平成１１年度に田光中学校の学校歯科医に就任
して以来、２２年間の長きにわたり、歯、口腔をと
おして生徒の健康保持増進に尽力している。
また、平成２９年度から現在に至るまで名古屋
市学校歯科医会の常務理事として会の運営に積極
勝瀬 佐和子
的に携わっており、本市の学校における保健思想
の普及と発展に大きく寄与している。
また、学校歯科保健のみならず、地域の歯科保健
の向上のためにも努力し、地域住民より深い尊敬
と信頼を得ている。
平成１６年度から現在に至るまで、１７年間に
わたり、学校薬剤師として各種の衛生検査に取り
組み、現在は２校を担当し精力的に活動している。
また、平成２３年度から平成２８年度までは西
区の支部長として地区を取りまとめ、後進の模範
となる活動をした。平成２４年度から平成２８年
長谷川 摂子 度までは名古屋市学校薬剤師会の常務理事を務
め、本市の学校環境衛生の向上に貢献してきた。
他都市の薬剤師との交流が多く、学校薬剤師会
にとって非常に有益な存在であり、東海薬剤師学
術大会においては名古屋市学校薬剤師会の取り組
みについて学術発表をしており大変好評であっ
た。
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５

優良社会教育関係者（6名）
表彰
番号
氏名
条項
１

山田

俊子

4の3

地域での学習と実践活動に率先して参加し、多くの会員か
らの信頼を得て、
平成１６年４月に西区幅下学区女性会会長
に就任、平成２４年には、西区地域女性団体連絡協議会副会
長に就任し、その人望と優れた指導力・行動力で長年に渡り
区会長を支え、団体の発展に貢献してきた。令和２年４月か
らは区会長として、一層のリーダーシップを発揮し、地域福
祉の増進、安心・安全で快適なまちづくりに尽力している。
また、女性会行事のみならず学区の行事においても、他の
地域役員と協調して運営にあたり、地域の女性リーダーとし
て他の模範となる活躍を続けている。
平成２４年４月より名古屋市地域女性団体連絡協議会理
事（令和２年４月より同常任理事及び会計）として、全市的
組織の運営にも長年参画しており、本市社会教育の推進にお
ける功績は顕著である。

4の3

名古屋市立小中学校ＰＴＡ協議会にあって、会長を２年
間、顧問を６年間、相談役を４年間歴任している。
平成２１年度は「東海北陸ブロック研究大会名古屋大会」
を開催し、家庭教育、学校支援、地域連携等の諸課題につい
て研究協議し、ＰＴＡ活動の充実・発展に寄与した。
また、平成２２年度には、名古屋市立小中学校ＰＴＡ協議
会の機関紙「ＰＴＡ名古屋」を各ＰＴＡの活動や、学校、教
育委員会など関係機関の様々な取り組みを幅広く伝えるこ
とを目的に、
白黒４ページからカラー８ページへリニューア
ルを行った。
長年にわたるＰＴＡ活動の振興や社会教育をはじめとす
る本市の教育推進のために尽力した功績は顕著である。

（名古屋市地域
女性団体連絡協
議会 会計）

２

熊田

光男

（名古屋市立

小中学校ＰＴ
Ａ協議会 相
談役）

表彰内容
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番号
３

氏名
清水

浩子

表彰
条項
4の3

ＮＰＯ法人生涯学習ネットワーク中部（以下「ネットワー
ク中部」という。
）で理事を５年間、事務局長を６年間、理
事長を４年間歴任し、一貫して同団体の活動を中心として牽
引し、本市生涯学習の推進に寄与した。
ネットワーク中部の中心的存在として、名古屋市生涯学習
推進センターや各区生涯学習センターでの生涯学習相談事
業に貢献するとともに、各区生涯学習センターと共催した
「いろいろ楽習（がくしゅう）
」「生涯学習カフェ事業」
、鶴
舞中央図書館での「図書館案内ボランティア」「図書館提携
事業（シリーズ講演会・図書館コンサート）」の他、
「生涯学
習川柳コンテスト事業」等の生涯学習活動に尽力した。
また、平成２５年度から平成２９年度まで名古屋市生涯学
習センター指定管理者選定委員を務め、他にも平成２３年度
から市民企画運営講座「なごやか市民教室」の事務局として
教育委員会と協働で運営にあたった。
このように、本市生涯学習の発展に果たした功績は顕著で
ある。

4の3

生殖科学に関する学識経験者として、科学館のリニューア
ルオープン直後の平成２３年７月に名古屋市科学館協議会
委員に就任した。その後、令和３年７月まで１０年の長きに
わたり、専門家としての見地はもとより、米国留学の経験や
名古屋大学副理事及び同大学男女共同参画センター長の立
場から、科学館の展示内容、施設運営等に関して活発に意見
を述べ、年間約１３０万人が訪れる科学館の発展に大いに貢
献してきた。また、人望が厚く、副会長として会長を補佐し、
協議会の円滑な運営に寄与した。
このように、社会教育施設である科学館の運営に対する功
績は顕著である。

（元ＮＰＯ法人
生涯学習ネット
ワーク中部 理
事長）

４

束村

博子

（元名古屋市科
学館協議会 副
会長）

表彰内容

-56-

番号
５

氏名
森川

金一

表彰
条項
4の3

平成１７年４月に熱田区体育協会の副会長に就任し、
平成
２０年４月から会長として、平成２６年７月から令和３年３
月まで名古屋市教育スポーツ協会の理事として、
また平成２
６年４月から令和３年３月まで名古屋市体育協会副会長と
して、長年にわたり本市のスポーツ振興に尽力している。
また、平成１７年からは熱田区スポーツ推進委員としても
活動し、平成１８年からは熱田区の会長、平成３０年からは
名古屋市スポーツ推進委員連絡協議会の副会長を務め、
厚い
信頼を受け､各種地域団体との調整も積極的に行い､本市の
スポーツ振興に大きく寄与している｡
このほかにも、近年は区内の子どもたちのために｢学区対
抗ドッジボール大会｣を立ち上げ､また､ジュニアスポーツ指
導者の育成を目的とした｢ジュニアスポーツ指導者研修会｣
やスポーツの文化的価値を高める｢スポーツ教養講座｣を開
催するなど､幅広く活躍している他、愛知県スポーツ推進委
員連絡協議会理事も務めており、本市のスポーツ振興に多大
なる貢献をしている。

4の3

３７年間の長年にわたりスポーツ推進委員として活躍し、
地域のスポーツ振興に多大なる貢献をしている。
平成２０年
より守山区体育協会の副会長、
平成２７年より守山区スポー
ツ推進委員連絡協議会会長を務め、市民スポーツ祭、名古屋
シティマラソン、
なごやかウォークその他の体育行事におい
て区内のスポーツ推進委員をまとめ、
連絡協議会や体育協会
の事業の円滑な運営に尽力されるほか、スポーツに関する広
い見識を活かし、区内におけるスポーツの普及・振興や指導
者の模範として、多くの信望を集めている。
このように幅広く地域のスポーツ振興に尽力した功績は
顕著である。

（元名古屋市体
育協会
副会
長、熱田区体育
協会 会長、熱
田区スポーツ推
進委員連絡協議
会 会長）

６

藤原

良二

（守山区スポー
ツ推進委員連絡
協議会 会長）

表彰内容
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