
報告事項オ

全国大会等で活躍した児童・生徒に対する教育長表彰について

全国大会等で活躍した児童・生徒に対する教育長表彰について、別紙のとおり報告します。

平成２２年３月２０日

鳥取県教育委員会教育長 中永 廣樹



全国大会等で活躍した児童・生徒に対する教育長表彰について
教育総務課

全国大会等で活躍した児童・生徒に対する顕彰要項に基づき、次のとおり表彰しました。

被表彰生徒 小学生６名 中学生７名 高校生１４名 計２７名

●小学生（６名）

所 属
氏 名（学年）

表 彰 の 理 由
（推薦者）

しょういん

鳥取市立醇風 坂田 丞仁（１） ■第２１回読書感想画中央コンクール
さかた

小学校 （鳥取市教育委員会） 表彰 平成２２年２月２６日 東京都
主催（社）全国学校図書館協議会 毎日新聞社 等
後援 全国造形教育連盟 ほか

小学校低学年の部 自由読書優良賞

※優秀賞に次ぐ賞。応募総数は 520,506 点、入賞者は３２
名。うち推薦者の区分（小学校低学年の部自由読書）では
３名が入賞。（優秀賞１、優良賞２）鳥取県内の入賞は推
薦者のみ

境港市立上道 渡邊 龍真（３） ■第３０回神武館旗争奪少年剣道個人選手権大会
わたなべ りゆうま

小学校 （境港市教育委員会） 期日 平成２１年８月１５日
場所 北九州市立総合体育館
主催 神武館
後援（財）全日本剣道連盟 他

小学生３年の部 第３位

■清正公記念 全国小・中学生剣道大会
（加藤清正公生誕４５０年、没後４００年記念事業）
期日 平成２１年１２月５～６日
場所 熊本市総合体育館
主催 加藤清正公生誕４５０年・没後４００年

記念事業実行委員会
後援 熊本県 他

小学３年男子の部 第３位

北栄町立大栄 竹歳 莉子（４） ■第２６回 全国少年少女レスリング選手権大会
たけとし り こ

小学校 （北栄町教育委員会） 期日 平成２１年７月２４～２６日
場所 国立代々木競技場第一体育館
主催（財）日本レスリング協会
後援 文部科学省 他

女子の部４年生３３ｋｇ級 第２位
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■第１３回全国児童生徒地図優秀作品展
鳥取市立湖山 渡邉 幸作（５） 表彰式 平成２２年１月１４日

わたなべ こうさく

西小学校 （鳥取市教育委員会） 主催 全国児童生徒地図作品展連絡協議会
後援 文部科学省、国土交通省等

文部科学大臣賞
（環境や地域に対する興味などを地図に表現した作品のう
ち最優秀賞）

琴浦町立八橋 門田 美香（６） ■第５５回青少年読書感想文全国コンクール
かどた み か

小学校 （琴浦町教育委員会） 表彰式 平成２２年２月５日
主催 全国学校図書館協議会・毎日新聞社
後援 内閣府、文部科学省

全国学校図書館協議会長賞
（文部科学大臣奨励賞１点、毎日新聞社賞２点に次ぐ賞）

鳥取大学附属 原 佳奈子（６） ■平成２１年度 インスタントラーメン小学生レシピコン
はら か な こ

小学校 （鳥取大学附属小学 クール
校） 期日 平成２１年１２月２０日

主催（社）日本即席食品工業協会
後援（社）日本栄養士会

審査員特別賞
（最優秀賞１点、優秀賞２点に次ぐ賞）

●中学生（７名）

所 属 氏 名（学年） 表 彰 の 理 由
（推薦者）

米子市立東山 富田 直輝（１） ■第５回全日本障害者空手道競技大会
とみた な お き

中学校 （米子市教育委員会） 期日 平成２１年９月１８日
場所 静岡県武道館

主催（財）全日本空手道連盟

後援 文部科学省、厚生労働省 ほか
形競技 優勝
組手競技 優勝
※定められた競技区分（障がいの種類等）内の成績
※競技区分内で１人

米子市立福生 田内 和寛（２） ■第６９回全国教育美術展
たうち かずひろ

中学校 （米子市教育委員会） 主催（財）教育美術振興会
表彰 平成２１年１１月２３日 東京都

特選
（特選・入選・佳作の３賞。また、118,246 点の応募から
選ばれた特選 2,287 点のうち、全国審査員の推奨する 108
点に選定。さらに「教育美術」２月号の表紙に掲載）
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智頭町立智頭 植月 梨江（３） ■第６９回全国教育美術展
うえつき り え

中学校 （智頭町教育委員会） 主催（財）教育美術振興会
表彰 平成２１年１１月２３日 東京都

特選
（特選・入選・佳作の３賞。また、118,246 点の応募から
選ばれた特選 2,287 点のうち、全国審査員の推奨する 108
点に選定。）

境港市立第一 都田 輝夏（３） ■平成２１年度全国ジュニアカヌースラローム岡山大会
みやこだ てる か

中学校 （境港市教育委員会） 期日 平成２１年５月１６～１７日
場所 岡山市北区 旭川特設カヌー競技場
主催（社）日本カヌー連盟
後援 岡山市体育協会 ほか

女子Ｋ－１総合 第１位

県立鳥取聾学 濱尾 昂史（３） ■第５３回 全国学芸科学コンクール
はまお たかふみ

校 （県立鳥取聾学校） 主催 旺文社
後援 内閣府、文部科学省、環境省
表彰式 ３月５日（東京都）

写真部門 部門賞金賞
（各部門の最優秀作品に授与）

な

鳥取市立福部 濱本 美那（３） ■第５９回“社会を明るくする運動”作文コンテスト
はまもと み

中学校 （鳥取市教育委員会） 主催 法務省“ 社 会 を 明 る く す る 運 動 ”中央推進委員会
後援 全日本中学校長会 ほか
表彰 １月１２日 鳥取保護観察所長から伝達

優秀賞（全日本中学校長会会長賞）
（中学生では最優秀賞、優秀賞〔中央推進委員会委員長賞〕
に次ぐ第３位相当）

日南町立日南 西村 美咲（３） ■第１回国際ジュニアソフトテニス大会
にしむら み さ き

中学校 （日南町教育委員会） 期日 平成２１年１２月１８～２１日
場所 三重県四日市市 三重県四日市ドーム
主催 アジアソフトテニス連盟

Ｕ－１５ ダブルス 第３位
Ｕ－１５ シングルス 第３位

※スポーツの国際大会ではあるが、ユース大会等に該当す
るとしてスポーツ顕彰には対象外（スポーツ振興課確認済）
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●高校生（１４名）

所 属
氏 名（学年）

表 彰 の 理 由
（推薦者）

県立皆生養護 松田 愛（３） ■第７回全国高等学校パソコンコンクール
まつだ あい

学校 （県立皆生養護学校） 主催 全国高等学校パソコンコンクール実行委員会
後援 文部科学省、総務省、経済産業省 他
審査結果発表 ９月２５日（ホームページ上）

いちまいの絵ＣＧ部門 佳作
（優秀賞・特別賞に次ぐ賞）

■第１６回全国特別支援学校文化祭
主催 全国特別支援学校文化連盟
決定 平成２１年１２月２７日

書道の部 種別会長賞
（最優秀賞に次ぐ賞）

県立鳥取聾学 西村 志穂（３） ■第５３回全国学芸科学コンクール
にしむら し ほ

校 （県立鳥取聾学校） 主催 旺文社
後援 内閣府、文部科学省、環境省
表彰決定 平成２１年１２月４日

アートⅡ分野 共同通信社社長賞
（写真部門・ポスター部門から成るアートⅡ分野の最優秀
賞。なお、応募した写真部門では部門賞金賞を受賞してい
る）
※同じ作品による複数受賞であり、１件とカウントする。

県立米子東高 重村 美希（２） ■第５５回青少年読書感想文全国コンクール
しげむら み き

等学校 （県立米子東高等学 主催（社）全国学校図書館協議会・毎日新聞社
校） 後援 内閣府、文部科学省

表彰式 平成２２年２月５日

毎日新聞社賞
（文部科学大臣奨励賞１点に次ぐ賞）

はるか

県立鳥取盲学 植田 悠郁（３） ■第７回オンキヨー点字作文コンクール
うえた

校 （県立鳥取盲学校） 主催 オンキヨー（株）、毎日新聞社点字毎日
後援 厚生労働省、日本盲人福祉委員会 ほか
発表 平成２１年１１月１日（ホームページ上）

学生の部 優秀賞
（学生の部では最高の賞で、１位相当）
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県立鳥取聾学 須崎 陽子（２） ■第１６回全国特別支援学校文化祭
すさ き よ う こ

校 （県立鳥取聾学校） 主催 全国特別支援学校文化連盟
決定 平成２１年１２月２７日

造形・美術部門 種別会長賞
（最優秀賞に次ぐ、２位相当の賞）

県立鳥取聾学 作島 萌（３） ■第１４回全国聾学校絵画展
さくしま もえ

校 （県立鳥取聾学校） 主催（財）聴覚障害者教育福祉協会
後援 文部科学省、全国聾学校長会
決定 平成２１年１０月上旬

優秀賞
（最優秀賞に次ぐ、２位相当の賞）

≪第９回全国障害者スポーツ大会 トキめき新潟大会≫
会期 平成２１年１０月１０～１２日
場所 新潟県内各会場
主催 厚生労働省、（財）日本障害者スポーツ協会他

※定められた競技区分（障がいの種類等）内の成績

県立皆生養護 大沼 希生（２） 陸上競技スラローム 第３位
おおぬま き お

学校 （県立皆生養護学校）

県立鳥取盲学 奥 平 明彦（３） 陸上競技ソフトボール投げ 第２位
おくだいら あきひこ

校 （県立鳥取聾学校）
陸上競技立幅跳 第２位

めい

小林 芽以（１） 陸上競技１００メートル 第２位
こばやし

（県立鳥取盲学校）
陸上競技立幅跳 第２位

県立米子養護 荒嶋 俊（２） 陸上競技２００メートル 第３位
あらしま しゆん

学校 （県立米子養護学校）

竹本 友美（２） 陸上競技１００メートル 第２位
たけもと と も み

県立白兎養護（県立白兎養護学校）
学校 陸上競技５０メートル 第１位

なるた

鳴田 圭祐（１） 一般卓球 第２位
けいすけ

（県立白兎養護学校）

県立智頭農林 突出 理紗（１） 水泳 自由形２５メートル 第１位
つきで り さ

高等学校 （県立智頭農林高等
学校） 水泳 自由形５０メートル 第１位

県立鳥取聾学 山中 麻衣（２） 一般卓球 第３位
やまなか ま い

校 （県立鳥取聾学校）
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