
JICA国際協力中学生・高校生エッセイコンテスト2016

中学生の部　個人賞受賞者一覧

【最優秀賞】

■独立行政法人国際協力機構理事長賞

都道府県 氏名 学校名 学年 タイトル

滋賀県 脇　捺夢 滋賀県立守山中学校 2 小さな私にできること

都道府県 氏名 学校名 学年 タイトル

秋田県 平尾　織花 秋田大学教育文化学部附属中学校 1 思いやりの輪を広げよう

【優秀賞】

都道府県 氏名 学校名 学年 タイトル

愛媛県 木下　春香 松山市立鴨川中学校 3 想いよ届け！私の赤いランドセル

長崎県 大浦　向日葵 学校法人聖和女子学院中学校 3 すべての子どもに夢を

【審査員特別賞】

都道府県 氏名 学校名 学年 タイトル

東京都 富木　南葉 東京学芸大学附属国際中等教育学校 2 支援のかたち

東京都 甲斐　嗣弓 小平市立花小金井南中学校 3 「ほった。」を読んで私にできること

富山県 石﨑　侑 高岡市立伏木中学校 3 「僕らの海は世界に繋がる」

宮崎県 橋本　七帆 宮崎市立大淀中学校 3 見つけよう！自分にできること

【国際協力特別賞】

都道府県 氏名 学校名 学年 タイトル

岩手県 菊地　留香 大船渡市立吉浜中学校 2 小さなことから

埼玉県 新井　彩香 春日部共栄中学校 3 宗教を理解する

東京都 村田　主喜 目黒区立第十中学校 2 共に歩み続ける

東京都 森田　寛大 お茶の水女子大学附属中学校 3 真の国際人になるためには

神奈川県 梶村　あゆみ 神奈川県立相模原中等教育学校 1 テレビがなくても

福井県 高﨑　千実 坂井市立坂井中学校 3 もう一人の「きょうだい」

滋賀県 猪野　日向 立命館守山中学校 2 出来ることから始めよう

大阪府 岸本　皐汰 大阪教育大学附属天王寺中学校 3 海の向こうの叫び

香川県 山下　莉弥奈 善通寺市立西中学校 1 私の両親

沖縄県 古波蔵　笑美 豊見城市立長嶺中学校 1 おたがいを認め合う事

* 文部科学大臣賞及び優秀賞受賞者各1名より辞退の申し出があり、2016年度は文部科学大臣賞は該当者なし、優秀賞は2名とします。

■外務大臣賞

■文部科学大臣賞　該当者なし



【国内機関長賞】

■独立行政法人国際協力機構　北海道国際センター　所長賞

都道府県 氏名 学校名 学年 タイトル

北海道 菅原　夏嶺 遺愛女子中学校 3 「おもてなし」の心

■独立行政法人国際協力機構　東北支部長賞

都道府県 氏名 学校名 学年 タイトル

青森県 三浦　芙蓉 今別町立今別中学校 3 だれかのために

宮城県 高橋　怜 岩沼市立岩沼中学校 3 私がつなぐ誰かの未来

宮城県 小松澤　真央 仙台市立将監中学校 2 平和実現を私達の手で

山形県 沖野　若菜 川西町立川西中学校 2 未来を選択する

山形県 伊藤　菜々子 川西町立川西中学校 3 平和の芽

■独立行政法人国際協力機構　二本松青年海外協力隊訓練所　所長賞

都道府県 氏名 学校名 学年 タイトル

福島県 小熊　憲志郎 会津若松市立一箕中学校 3 野球と国際協力

■独立行政法人国際協力機構　筑波国際センター　所長賞

都道府県 氏名 学校名 学年 タイトル

茨城県 髙﨑　友萌 筑西市立下館南中学校 2 遠くて近い海の向こう

栃木県 寺内　陽香 宇都宮市立雀宮中学校 3 一杯の水

■独立行政法人国際協力機構　東京国際センター　所長賞

都道府県 氏名 学校名 学年 タイトル

群馬県 大塚　悠未 草津町立草津中学校 3 誰にでもできる、支援活動

埼玉県 鬼塚　玲央 学校法人佐藤栄学園栄東中学校 2 「橋」をつくる「石」

千葉県 林　愛里 千葉明徳中学校 1 世界に続く私の道

東京都 廣岡　杏那 品川区立日野学園 7 文化が違うって面白い

新潟県 岩田　菜緒 小千谷市立小千谷中学校 3 当たり前を当たり前と思わずに

■独立行政法人国際協力機構　横浜国際センター　所長賞

都道府県 氏名 学校名 学年 タイトル

神奈川県 上野　彩花 フェリス女学院中学校 3 少年の写真に隠された現実

山梨県 石黒　楓子 北杜市立甲陵中学校 3 「知ること」で、変わる

■独立行政法人国際協力機構　北陸支部長賞

都道府県 氏名 学校名 学年 タイトル

富山県 大井　洸樹 高岡市立戸出中学校 3 教育発展のために

石川県 關　まこ 金沢大学人間社会学域学校教育学類附属中学校 3 本で世界をつなぐ

福井県 村中　あいり 福井市藤島中学校 3 相手の幸せを一番に

■独立行政法人国際協力機構　駒ヶ根青年海外協力隊訓練所　所長賞

都道府県 氏名 学校名 学年 タイトル

長野県 眞島　皓成 駒ヶ根市立赤穂中学校 3 「民際」



■独立行政法人国際協力機構　中部国際センター　所長賞

都道府県 氏名 学校名 学年 タイトル

岐阜県 星野　響希 多治見西高等学校附属中学校 3 「生の価値」

静岡県 吉岡　明美 静岡県西遠女子学園中学校 3 国境のない思いやり

愛知県 佐野　萌蕗 豊橋市立羽田中学校 3 あなたの夢はなんですか

三重県 沖中　奈津実 学校法人高田学苑高田中学校 3 一番「美味しい」チョコレート

■独立行政法人国際協力機構　関西国際センター　所長賞

都道府県 氏名 学校名 学年 タイトル

滋賀県 丹治　光太郎 彦根市立西中学校 1 植林キャンプに行って思うこと

京都府 髙谷　和輝 京都市立西総合支援学校 1 他人事にせず世界に目を向けよう

大阪府 杉田　葵 大阪星光学院中学校 2 「たった一人にできること」

兵庫県 田中　沙英 兵庫県立芦屋国際中等教育学校 1 無人島キャンプから学んだこと

奈良県 藤井　あみ 西大和学園中学校 2 「MOTTAINAI」

和歌山県 垣内　春美 和歌山県立桐蔭中学校 2 「普通」と「普通」の違いを楽しむ

■独立行政法人国際協力機構　中国国際センター　所長賞

都道府県 氏名 学校名 学年 タイトル

岡山県 西谷　壮一郎 玉野市立八浜中学校 3 「少数民族にも教育を」

広島県 大内　亮 近畿大学附属広島中学校東広島校 3 「平和への方向」

■独立行政法人国際協力機構　四国支部長賞

都道府県 氏名 学校名 学年 タイトル

香川県 奥田　晃生 高松市立牟礼中学校 3 援助のあり方

■独立行政法人国際協力機構　九州国際センター　所長賞

都道府県 氏名 学校名 学年 タイトル

福岡県 笠井　杏美 久留米信愛女学院中学校 2 壁無き世界を

佐賀県 尹　真央 佐賀県立致遠館中学校 3 発展途上国の人々のために

熊本県 野尻　伶奈 熊本市立東町中学校 2 生き物に欠かせない水

熊本県 西（＊）釜　千尋 熊本県立八代中学校 3 「私と地球と夢の力と」

大分県 長谷部　希実 大分県立大分豊府中学校 1 したいこと　と　できること

宮崎県 井﨑　晴香 宮崎県立宮崎西高等学校附属中学校 2 寄りそうこと

鹿児島県 石井　瞳 鹿児島市立武岡中学校 2 行動しよう～地球温暖化～

（＊）当サイトでは表記できないため代わりの字で表記

■独立行政法人国際協力機構　沖縄国際センター　所長賞

都道府県 氏名 学校名 学年 タイトル

沖縄県 新里　凪咲 北中城村立北中城中学校 1 いちゃりばちょーでー

沖縄県 上原　ありさ 学校法人興南学園興南中学校 3 世界を一つだけ変えられたら



【佳作】

都道府県 氏名 学校名 学年 タイトル

北海道 安本　慧 札幌市立柏中学校 1 気持ちもつなげて

北海道 布施　俊一郎 札幌光星中学校 1 チャンスを行動へと

北海道 竺原　紫生 札幌光星中学校 2 知ろうとすること

北海道 松村　真心 更別村立更別中央中学校 3 父の仕事

北海道 新栄　七海 千歳市立向陽台中学校 3 “豊か”であるためには

青森県 高　殷英 青森市立造道中学校 3 笑顔のために

岩手県 村杉　勇太 北上市立北上中学校 3 平和のための一歩

宮城県 松井　亮 仙台市立高森中学校 3 今に生きるものとして

山形県 黒田　愛奈 米沢市立第四中学校 3 今こそ行動を！

福島県 安齋　美羽 二本松市立安達中学校 1 『ありがとう』を変えるには？

福島県 高橋　碧 会津若松市立一箕中学校 3 将来私がやりたいこと

福島県 細野　花莉 福島市立松陵中学校 3 平和な地球を受け継ぐために

福島県 遠藤　由梨花 福島市立野田中学校 3 私たちにできること

茨城県 冨永　ひすい 茨城大学教育学部附属中学校 2 私達は地球人

茨城県 佐久間　寧香 水戸市立緑岡中学校 3 アプリが世界をつなげる

茨城県 三倉　柚菜 つくば市立春日学園義務教育学校 8 「協力」することの意味

群馬県 川嶋　乃菜実 高崎市立寺尾中学校 1 地球年齢を引き延ばそう～私たち人間のチカラで～

埼玉県 原口　幸恵 春日部共栄中学校 1 『私たちが「今」できること。』

埼玉県 稲村　葉音 学校法人佐藤栄学園栄東中学校 2 オリンピックについて

埼玉県 土屋　桃香 学校法人佐藤栄学園栄東中学校 2 小さなことからコツコツと

埼玉県 山野井　爽 埼玉栄中学校 3 柔の心の国際交流

埼玉県 髙松　未雛 春日部共栄中学校 3 「その『幸せ』を『あたりまえ』にするために」

千葉県 河島　悠史 千葉日本大学第一中学校 1 自分が気付かされた現実

千葉県 王　双葉 柏市立柏中学校 1 未来へ刻もう平和な時を

千葉県 橋本　莉紗 学校法人市川学園市川中学校 2 平和な未来のために

千葉県 坪井　詩綺 学校法人市川学園市川中学校 2 アクションがなければ、世界は変わらない！

千葉県 小川　祐奈 学校法人市川学園市川中学校 2 難民を救いたい

千葉県 長妻　翔平 柏市立富勢中学校 2 「真の国際協力とは何か」

千葉県 菱木　悠生 成田市立西中学校 3 たくさんの力が集まれば

東京都 王　文佳 女子学院中学校 1 分かち合うことで生まれる喜び

東京都 崔　実嶺 中央区立晴海中学校 1 「わらじを編んで感じたこと」

東京都 鵜澤　匠 墨田区立両国中学校 1 環境問題は、身近なことから

東京都 井口　夢菜 墨田区立両国中学校 1 チョコレートという小さなきっかけ

東京都 細野　理沙子 学習院女子中等科 2 一杯の水

東京都 小山　倫広 創価中学校 2 難民選手団から学んだもの

東京都 伊藤　優汰 筑波大学附属中学校 2 縁筆

東京都 八尋　有彩 東京学芸大学附属国際中等教育学校 2 「SMILE」という名のプレゼント

東京都 外岡　遥 東京学芸大学附属国際中等教育学校 2 より清潔な環境を目指して

東京都 中野　祐希 東京都立武蔵高等学校附属中学校 2 サザエさん的エコ生活

東京都 吉村　くらら 港区立六本木中学校 3 自分を知り、世界を知る～未来の地球のために今できること～

東京都 渡部　裕生亜 大田区立大森東中学校 3 オリンピックで知った世界

東京都 黒岩　七海 東京学芸大学附属国際中等教育学校 3 「自分が自分を代表して発信する」

東京都 小野　ありさ 墨田区立両国中学校 3 「教える」が笑顔をつくる

神奈川県 横尾　優和 神奈川県立相模原中等教育学校 1 未来は今から

神奈川県 大城　沙大里 横浜雙葉中学校 2 次の世代のために～私達女性が出来る事～

神奈川県 中村　昌嘉 関東学院中学校 2 「貧困について」

神奈川県 鈴木　華子 桐蔭学園中学校 2 さあ、大きな声で

神奈川県 飯沼　夏帆 川崎市立白鳥中学校 2 世界の果てのランドセル

神奈川県 片倉　ひかる 川崎市立大師中学校 3 お金でできないこと

新潟県 吉川　さくら 長岡市立三島中学校 2 知ること、伝えること

長野県 柳原　百花 長野県屋代高等学校附属中学校 1 くしゃくしゃの紙から

長野県 矢﨑　麻記 茅野市立東部中学校 2 石巻との交流を通し、今私にできる事

長野県 太田　美由紀 信州大学教育学部附属松本中学校 3 心理学者フロイトから学ぶ

長野県 橋本　知音 信州大学教育学部附属松本中学校 3 身近な国際交流



都道府県 氏名 学校名 学年 タイトル

静岡県 野寄　雄大 静岡県立浜松西高等学校中等部 1 笑顔のレシピ

静岡県 鈴木　彩里 静岡県立浜松西高等学校中等部 2 貧困で学校に行けない子供達のために

静岡県 鈴木　沙羅 静岡サレジオ中学校 3 ボランティアへの考え方

静岡県 藤田　千歩 静岡県立清水南高等学校中等部 3 アフリカの子供たちの笑顔をみるために

愛知県 伊藤　帆乃 刈谷市立刈谷南中学校 1 国境を越えて結ぶ心

愛知県 廣瀬　綾音 滝中学校 2 忘れられない人

愛知県 國津　颯 弥富市立弥富北中学校 2 僕が好きになった国

愛知県 西谷　唯香 刈谷市立朝日中学校 3 経験して初めて気づくこと

愛知県 佐藤　宏哉 名古屋市立沢上中学校 3 スポーツの可能性

愛知県 大友　志穂 名古屋大学教育学部附属中学校 3 男女平等を実現するために

滋賀県 髙見　柚月 大津市立仰木中学校 2 地球の未来を～想い考える～

滋賀県 奥村　千咲 近江兄弟社中学校 3 知り、そして考えること

滋賀県 髙野　琉二郎 滋賀県立水口東中学校 3 差別なんて

滋賀県 馬越　健太朗 滋賀大学教育学部附属中学校 3 食卓は世界へつながる扉

滋賀県 松下　葵 大津市立青山中学校 3 「一つずつ、一つずつ」

滋賀県 川瀬　英子 長浜市立西中学校 3 「彼女が教えてくれたこと」

滋賀県 玉田　りえか 長浜市立西中学校 3 ドイツ平和村と世界平和

京都府 延澤　茉愛 京都市立下京中学校 1 何も出来ない私だけど

京都府 前田　惟緒 KIUアカデミー 3 再生可能エネルギーで地球を救う

京都府 谷脇　由栞 京都府立洛北高等学校附属中学校 3 先入観

京都府 今井　貴子 京都市立下鴨中学校 3 私の生きていく道

京都府 安藤　万瑞奈 長岡京市立長岡第三中学校 3 その途上国支援、本当に必要ですか？

京都府 坂本　瞳子 長岡京市立長岡第三中学校 3 小さな善意

京都府 瀬戸　美穂 同志社女子中学校 3 心と気持ち

大阪府 西原　さくら 関西創価中学校 1 未来をつなぐランドセル

大阪府 堤　彩花 大阪市立此花中学校 1 身近なもので今すぐ支援

大阪府 成田　涼流 大阪星光学院中学校 1 美しい地球になるためには？

大阪府 池住　駿志 大阪星光学院中学校 2 「知ろうとしよう」

大阪府 泰井　ゆい 羽衣学園中学校 3 先進国の罪

大阪府 木谷　美咲 豊中市立第十四中学校 3 世界に目を向けよう

兵庫県 亀井　万里羽 兵庫県立芦屋国際中等教育学校 1 「日本の医療のグローバル化に向けて」

兵庫県 Frimpong Nana 兵庫県立芦屋国際中等教育学校 1 今私のできること

兵庫県 大前　陽菜子 神戸市立白川台中学校 2 国境を越えて

兵庫県 山口　カレン 西宮市立瓦木中学校 3 「おふくろの味」

奈良県 大西　美和 国立大学法人奈良教育大学附属中学校 1 一人の少女

奈良県 田口　明枝 川西町三宅町式下中学校組合立式下中学校 3 食料から考えた世界のこと

和歌山県 河合　涼香 和歌山県立桐蔭中学校 2 忘れない

島根県 椋　陽南 益田市立横田中学校 3 「オ・タ・ガ・イ・サ・マ」

岡山県 中野　陽遥 学校法人関西学園岡山中学校・岡山高等学校 1 「難民選手団」から学んだこと

岡山県 小椋　りま 岡山市立京山中学校 1 「役目を終えたランドセル」

岡山県 吉田　伊吹 岡山市立京山中学校 1 「教育は生きていくための第一歩」

岡山県 堀江　颯 岡山大学教育学部附属中学校 1 「世界を変える第一歩」

広島県 笹井　香苗 ＡＩＣＪ中学・高等学校 2 「未来の地球のために今私たち中学生がすべきこと」

広島県 田崎　莉菜 ノートルダム清心中学校 2 過去から今、そして未来へ

広島県 中田　真咲 ＡＩＣＪ中学・高等学校 3 「あなたの笑顔で」

広島県 福本　真菜美 広島県立広島中学校 3 知ろう！！

山口県 有行　舞奈 周南市立周陽中学校 1 平和を広める

徳島県 玉木　知奈 徳島文理中学校 1 世界のために自分が出来ること

愛媛県 出口　光規 新居浜市立西中学校 3 誤解と理解

高知県 遠賀　櫻子 土佐女子中学校 1 「おやつだよー。」



都道府県 氏名 学校名 学年 タイトル

福岡県 山本　沙都子 学校法人上智学院上智福岡中学校 1 心の糧を届けたい

福岡県 波多野　雅 筑紫女学園中学校 1 今の私にできること

福岡県 清水　絢乃 福岡市立三宅中学校 1 小さなかけ橋が大きなかけ橋への一歩

福岡県 後藤　玲那 筑紫女学園中学校 2 難民支援を考える

福岡県 今村　颯佑 福岡市立青葉中学校 2 三十四年後キリバスに行く

福岡県 野中　瑠華 学校法人上智学院上智福岡中学校 3 未来に撒く幸せの種

佐賀県 野中　萌生 佐賀清和中学校 1 周りを見回して

佐賀県 木村　颯志朗 佐賀県立唐津東中学校 1 未来のために今僕ができること

熊本県 永原　花梨菜 熊本市立城西中学校 3 「未来の地球のために～私たち一人一人にできること～」

宮崎県 久木元　愛桃 宮崎市立生目台中学校 2 貧しさに寄り添う

宮崎県 関西　瑞恵 都城市立沖水中学校 2 対等な関係で

鹿児島県 谷口　海七斗 三島村立大里中学校 3 平等な世界へ

沖縄県 伊藤　穂美 昭和薬科大学附属中学校 1 世界に自分は二人いない

沖縄県 仲村　姫乃 琉球大学教育学部附属中学校 3 考えて行動するは、未来を救う

海外 稲中　優生 ナイロビ日本人学校 2 貧困格差を無くすために

海外 山田　敦己 ブラッセル日本人学校 3 「彼らにも祖国があった」


