
令和３年度 第８回ふじのくに健康づくり
ポスター・標語コンクール入賞作品

今年度の応募作品数は1,319点でした。

第８回のテーマ：【運動・身体活動】 ・ 【食 育】

《ポスター》小学生低学年159点、小学生高学年136点、中学生141点、高校生90点

《 標 語 》運動・身体活動296点、食育497点

受賞作品数４８点、それぞれの部門で入賞作品が選ばれました。

力作を御覧ください。



ポスターの部【小学生低学年】

最優秀賞＜静岡県知事賞＞

「食 育」

静岡大学教育学部附属浜松小学校 ３年

堤谷 柚希 さん

大きな口で食べている元気な子どもの様子から、
好き嫌いをせずバランスよく食べようという作者の願
いが伝わってきます。

モチーフなどの輪郭をクレヨンで描き、水彩絵の具

で彩色するバッチクというモダンテクニックの表現が、

色や形の統一感と明快さをもたらせています。

講評者 静岡県教育研究会美術教育研究部

部長岩崎信男（静岡市立長田西中学校長）



ポスターの部【小学生高学年】

最優秀賞＜静岡県知事賞＞

「食 育」

浜松市立有玉小学校 ６年

後藤 柚月 さん

学校給食をイメージして、それぞれの食材の生産
者を描くことによって、多くの人の手によってつくら
れている給食への感謝の気持ちが表わされていま
す。また、絵や文字の輪郭を縁取り、形や色、そし
て自分の思いを明確に伝えています。形や文字を
正確に描こうと心がけているところも素晴らしいで
す。

講評者 静岡県教育研究会 美術教育研究部
部長 岩崎 信男（静岡市立長田西中学校長）



ポスターの部【中学生】

最優秀賞＜静岡県知事賞＞

「食 育」

袋井市立周南中学校 ３年

小島 葵 さん

おおきなおにぎりと水田や稲を描くことによって、
生産者とのつながりが表現されています。また、
おにぎりを頬張るおいしそうな笑顔の表情がと
ても印象的で、食物に対する感謝の気持ちが伝
わってきます。優れた描写力があり、モチーフの
一つ一つを丁寧に描いている姿勢に感心させら
れます。

講評者 静岡県教育研究会 美術教育研究部

部長 岩崎 信男（静岡市立長田西中学校長）



ポスターの部【高校生】

最優秀賞＜静岡県知事賞＞
「食 育」

静岡県立浜松工業高等学校 ２年

和久田 悠奈 さん

直方体のパーツをタワーから崩さないように抜き取
り、最上級に積みあげるゲームにたとえて、パーツ
を肉や野菜などの食材にして描き、バランスのとれ
た栄養摂取を訴えたアイディアが素晴らしいです。
背景を白くすることで赤・緑・黄で」彩色されたタワー
と文字がより鮮明に浮かび上がり、見る人に印象づ
ける完成度の高いポスターに仕上がっています。

講評者 静岡県教育研究会 美術教育研究部

部長 岩崎 信男（静岡市立長田西中学校長）



ポスターの部【小学生低学年】

優秀賞
＜しずおか健康長寿財団理事長賞＞

「食 育」

沼津市立第四小学校 ３年

大竹 柚依 さん



ポスターの部【小学生低学年】

優秀賞
＜しずおか健康長寿財団理事長賞＞

「食 育」

沼津市立第四小学校 ３年

鈴木 煌花 さん



ポスターの部【小学生高学年】

優秀賞
＜しずおか健康長寿財団理事長賞＞

「運動・身体活動」

浜松市立気賀小学校 ４年

鶴見 琥珀 さん



ポスターの部【小学生高学年】

優秀賞

＜しずおか健康長寿財団理事長賞＞

「食 育」

三島市立山田小学校 ５年

渡辺 真衣 さん



ポスターの部【中学生】

優秀賞
＜しずおか健康長寿財団理事長賞＞

「食 育」

牧之原市立榛原中学校 ２年

岸端 ひよら さん



ポスターの部【中学生】

優秀賞
＜しずおか健康長寿財団理事長賞＞

「食 育」

静岡市立城内中学校 ２年

平島 鈴 さん



ポスターの部【高校生】

優秀賞
＜しずおか健康長寿財団理事長賞＞

「食 育」

常葉大学附属菊川高等学校 ２年

田中 心朗 さん



ポスターの部【高校生】

優秀賞
＜しずおか健康長寿財団理事長賞＞

「食 育」

静岡県立伊東高等学校城ケ崎分校 ２年

稲葉 心遥 さん



ポスターの部【小学生低学年】

優良賞

「食 育」

掛川市立中央小学校 ２年

坂部 七海 さん



ポスターの部【小学生低学年】

優良賞

「運動・身体活動」

静岡市立安西小学校 ２年

小島 朝陽 さん



ポスターの部【小学生低学年】

優良賞

「食 育」

浜松市立有玉小学校 ２年

浦部 路子 さん



ポスターの部【小学生低学年】

優良賞

「食 育」

富士市立須津小学校 ３年

小泉 穂果 さん



ポスターの部【小学生低学年】

優良賞

「運動・身体活動」

静岡大学教育学部附属浜松小学校３年

清河 雅生 さん



ポスターの部【小学生高学年】

優良賞

「食 育」

沼津市立原小学校 ４年

秋山 夕奈 さん



ポスターの部【小学生高学年】

優良賞

「食 育」

清水町立清水小学校 ４年

戸田 紳之亮 さん



ポスターの部【小学生高学年】

優良賞

「運動・身体活動」

沼津市立香貫小学校 ６年

沖山 蒼典 さん



ポスターの部【小学生高学年】

優良賞

「食 育」

静岡市立森下小学校 ５年

八木 梨紗 さん



ポスターの部【小学生高学年】

優良賞

「食 育」

静岡市立安西小学校 ６年

齋藤 ほたる さん



ポスターの部【中学生】

優良賞

「食 育」

加藤学園暁秀中学校 １年

萩原 岬大 さん



ポスターの部【中学生】

優良賞

「食 育」

浜松市立湖東中学校 ２年

坂中 沙希 さん



ポスターの部【中学生】

優良賞

「食 育」

浜松日体中学校 ２年

齋藤 舞 さん



ポスターの部【中学生】

優良賞

「運動・身体活動」

静岡市立清水第七中学校 ２年

石原 紅凛 さん



ポスターの部【中学生】

優良賞

「運動・身体活動」

磐田市立神明中学校 ３年

坂井 麻衣 さん



ポスターの部【高校生】

優良賞

「食 育」

藤枝順心高等学校 ２年

大塚 夏海 さん



ポスターの部【高校生】

優良賞

「食 育」

藤枝順心高等学校 ２年

片山 彩 さん



ポスターの部【高校生】

優良賞

「食 育」

静岡県立浜松工業高等学校 ２年

大脇 有紗 さん



ポスターの部【高校生】

優良賞

「食 育」

日本大学三島高等学校 ２年

菊地 美月 さん



ポスターの部【高校生】

優良賞

「食 育」

静岡県立伊東高等学校城ケ崎分校 ３年

土屋 瑠華 さん



標語の部 【運動・身体活動】

最優秀賞 ＜静岡県知事賞＞

『夕焼けに 歩いてふれる ふじの四季 』

浜松日体中学校 ３年

菊池 優利菜 さん

夕日を浴びた優利菜さんのシルエットが、富士山に向かって伸びているのが目に

浮かぶような雄大な作品です。さらに四季折々に変わる富士の景色をたのしめる
ようになるまでウォーキングを継続してきたこともしっかりと伝わってきます。
優利菜さんに啓発されて「私もそんな富士山にふれたい」と外に出て運動を始める
人が増えそうな気がします。

講評者 静岡県ＰＴＡ連絡協議会事務局長橋本ひろ子氏 （元静岡市立中田小学校長）



標語の部 【食育】

最優秀賞 ＜静岡県知事賞＞

『 もく食でも 心は感しゃの いただきます 』

浜松市立有玉小学校 ４年

高林 陽香 さん

「給食は前を向いて黙って食べましょう」ということになってからもう１年以上が断って

しまいました。もはや「黙食」は当たり前になっているのでしょうが、早くお友達とおしゃ
べりしながらの楽しい時間が戻ってほしいというのが本音でしょう。そんな中でも感謝
の気持ちを「いただきます」と込める陽香さんの優しさ、素直さがにじみ出ている作品
です。

講評者 静岡県ＰＴＡ連絡協議会事務局長橋本ひろ子氏（元静岡市立中田小学校長）



標語の部 【運動・身体活動】

優秀賞 ＜しずおか健康長寿財団理事長賞＞

『 自しゅく中 家族そろって 宅トレだ 』

静岡市立清水飯田東小学校 3年

肥後 柚希 さん



標語の部 【運動・身体活動】

優秀賞 ＜しずおか健康長寿財団理事長賞＞

『 ゲームより 運動ふやして 体力作り 』

浜松市立有玉小学校 ３年

杉本 奈優 さん



標語の部【食 育】

優秀賞 ＜しずおか健康長寿財団理事長賞＞

『 しずかでも えがおで食べれば たのしいね 』

三島市立山田小学校 3年

髙橋 拓夢 さん



標語の部【食 育】

優秀賞 ＜しずおか健康長寿財団理事長賞＞

『おいしいね 家族の笑顔 かくし味 』

御殿場市立富士岡中学校 １年

松山 実由 さん



標語の部【運動・身体活動】

優良賞

『つづけてる ラジオたいそう げんきだよ 』

袋井市立三川小学校 ２年

長谷川 実咲 さん



標語の部【運動・身体活動】

優良賞

『 なわとびで わざができたよ うれしいな 』

静岡市立清水飯田東小学校 ３年

瀧 花暖 さん



標語の部【運動・身体活動】

優良賞

『エレベーター 楽せず階段 コツコツと 』

静岡市立蒲原中学校 ３年

大石 羚央 さん



標語の部【運動・身体活動】

優良賞

『運動と 笑顔が長寿への 第一歩 』

静岡市立蒲原中学校 ３年

大岩 優月 さん



標語の部【運動・身体活動】

優良賞

『 ランニング 一人じゃ辛いが みんななら 』

静岡県立沼津東高等学校 ２年

勝又 蓮 さん



標語の部【食 育】

優良賞

『作り手の 心がみえる 大地のめぐみ 』

静岡市立清水飯田東小学校 ２年

岩﨑 乃彩 さん



標語の部【食 育】

優良賞

『笑い声 絶えぬ食卓 増す旨味 』

静岡市立蒲原中学校 ２年

佐野 絢音 さん



標語の部【食 育】

優良賞

『味わおう 地元の食材 つなげる文化 』

富士宮市立富士宮第四中学校 ２年

小野田 勇介 さん



標語の部【食 育】

優良賞

『 いただきます たくさんの人が つないだバトン 』

富士宮市立富士宮第四中学校 ２年

杉﨑 芽依 さん



標語の部【食 育】

優良賞

『疲れても 母のご飯に いやされる 』

静岡県立沼津東高等学校 ２年

髙山 紗季 さん


