
令和４年度 第９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578点でした。

第９回のテーマ：【運動・身体活動】 ・ 【食 育】

《ポスター》小学生低学年・高学年9点、中学生17点、高校生62点

《 標 語 》運動・身体活動199点、食育291点

受賞作品数は26点で、それぞれの部門で入賞作品が選ばれました。なお

ポスター小学生低学年の部門では、一部入賞に「該当者なし」があります。

「該当者なし」は、最優秀賞（1席）、優秀賞（2席）、優良賞（１席）です。

それでは入賞作品をご覧ください。



ポスターの部【小学生高学年】

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 ４年

堤谷 柚希 さん

とてもていねいな線や色づかいで、女の子の表情
や食べ物の向こう側にいる人たちを描き「かんしゃ
をこめていただきます」というメッセージに込めた作
者の気持ちが、ポスター全体から伝わってきます。
素直な優しさが感じられる作品です。

講評者 静岡県教育研究会 美術教育研究部
部長 見城 秀明氏（静岡市立伝馬町小学校長）



ポスターの部【中学生】

最優秀賞＜静岡県知事賞＞

「食 育」

沼津市立沼津高等学校中等部 ３年

高橋 唯夢 さん

主人公の女の子を中心に、様々な場面をバラン
スよく重ねた構図の工夫が光ります。作品の中
に登場する人物の髪型、服装まで細かく描いた
表現力も見事です。笑顔があふれ、明るく前向
きな気持ちにさせられる作品です。

講評者 静岡県教育研究会美術教育研究部

部長 見城秀明氏（静岡市立伝馬町小学校長）



ポスターの部【高校生】

最優秀賞＜静岡県知事賞＞
「食 育」

日本大学三島高等学校 １年

古澤 茉央 さん

体に必要な栄養素をもった食品を、パズルのピース
に例えたアイデアが目を引く作品です。ひとつひとつ
のピースに描かれた食品は、どれも大変細かく丁寧
に描かれており、作者の描写力の高さがうかがえま
す。健康な体を作るためには、たくさんの食品を組
み合わせてバランスよく食事することが大切である
ことが伝わってきます。

講評者 静岡県教育研究会 美術教育研究部

部長 見城 秀明氏（静岡市立伝馬町小学校長）



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」

島田市立大津小学校 ５年

八木 美音 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」

静岡大学教育学部附属浜松小学校５年
秋岡 玲菜 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」

磐田市立磐田第一中学校 １年

梶山 日毬 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」

浜松日体中学校 ３年

齋藤 舞さん



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＞

「運動・身体活動」

静岡県立浜松大平台高等学校 ２年
ボーレー リナ 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 ３年

稲葉 心遥 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 ２年
堀内 萌々南 さん



ポスターの部【小学生高学年】

優良賞

「食 育」

静岡大学教育学部附属浜松小学校 ５年

野村 紗凛さん



ポスターの部【小学生高学年】

優良賞

「食 育」

静岡大学教育楽部附属浜松小学校 ６年

松本 のま さん



ポスターの部【中学生】

優良賞

「食 育」

浜松市立北浜中学校 ３年

松本 奈々 さん



ポスターの部【中学生】

優良賞

「食 育」

牧之原市立榛原中学校 ３年

岸端 ひよら さん



ポスターの部【高校生】

優良賞

「食 育」

静岡県立浜松大平台高等学校 ３年

会田 真子さん



ポスターの部【高校生】

優良賞

「食 育」

静岡県立静岡農業高等学校３年

興津 ほたる さん



標語の部 【運動・身体活動】

最優秀賞 ＜静岡県知事賞＞

『おさんぽに いっしょにいこう まっててね 』

掛川市立西郷小学校 ２年

尾﨑 くるみ さん

きっと、いつもいっしょに、おしゃべりしながら、おさんぽしている仲良し

家族なのでしょう。くるみさんが、おさんぽの時間を楽しみにして、いそ

いそとしたくをしている様子が目にうかびます。楽しいおさんぽで、

心も体もけんこうになりそうですね。

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＞

『 いただきます 感謝を込めて さぁ食べよう 』

磐田市立向笠小学校 ５年

鈴木 結明琉 さん

お腹を空かせ、食べる気満々で食卓を囲んでいる結明琉さんの元気な

姿が想像できます。

その食卓にかかわってくれた方々に思いを込めた「いただきます」が、

食事を一層おいしくしてくれることでしょう。

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＞

『 運動を 続けて延ばす 健康寿命 』

静岡市立蒲原中学校 3年

横山 すみれ 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＞

『 ウォーキング 減る体脂肪 増える希望 』

静岡市立蒲原中学校 ３年

橋爪 杏奈 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＞

『 健康な こころとからだは ごはんから 』

浜松市立春野中学校 １年

村上 未采 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＞

『 「いただきます」 つなぐしあわせ 感謝の輪 』

西遠女子学園高等学校 １年

高井 美紘 さん



標語の部【運動・身体活動】

優良賞

『歩いた分 どんどん増えてく 健康寿命 』

静岡市立蒲原中学校 ３年

松永 悠伽 さん



標語の部【運動・身体活動】

優良賞

『運動は 最強の 健康サプリメント 』

常葉大学附属橘中学校 ２年

鈴木 駿汰 さん



標語の部【食育】

優良賞

『噛む度に 幸せ広がる 母の味 』

常葉大学附属橘中学校 ２年

兵庫 彩夏 さん



標語の部【食育】

優良賞

『無言でも 感謝を示そう 完食で 』

富士宮市立富士宮第四中学校 ３年

望月 天翔 さん



第9回ふじのくに健康づくりポスターコンクール ポスターの部

総評

• 長く続くコロナ禍の中で、子どもたちの健康に対する意識は年々高まっているように感じます。そのような中、
第9回ふじのくに健康づくりポスターコンクールにおいても、そのような子どもたちの意識の高まりが感じられるよう
な作品が多く見られました。

• 小学生低学年・高学年の作品には、食への感謝や運動の大切さなど、伝えたいことを素直な感性で描画したものが多
く見られました。描かれた人の表情や動作などに作者の気持ちがよく表れているようでした。

• 中学生の作品は、メッセージを効果的に伝えるために、構図を工夫した作品が目につきました。例えば食品の色や形
の特徴を生かして画面を構成するなど、中学生らしくよく考えられた作品が多かったと思います。

• 高校生の作品はオリジナリティーあふれる個性的なイメージの作品がたくさん見られました。それを支える高い描写
力や色彩感覚には、大変感心させられました。

• 応募作品はいずれも魅力的なものばかりでしたが、その中から、主題を作者なりの感性でとらえ、ポスターとして多
くの人にメッセージが響く作品を最優秀作品に選びました。

講評者 静岡県教育研究会 美術教育研究部
部長 見城 秀明氏（静岡市立伝馬町小学校長）



• 「運動・身体活動」部門では、散歩やラジオ体操などの手軽に取り組める運動のよさを訴えている作品が多くありま
した。また、階段を使う、一駅分歩くなど、日頃の生活の中で習慣にしていくことの大切さを感じ取っていることも伝
わってきました。

• それらの些細に感じられる運動も、日々積み重ね継続していくことが重要です。家族で誘い合い一緒に取り組んでい
くことが継続へのカギとなるのかもしれません。

• 「食育」に関しても、バランスのよい食事や地産地消のよさを発信する作品が多くみられました。また、「いただき
ます」を合図に家族で談笑しながら食卓を囲む温かさが伝わってくる作品に気持ちが明るくなるのを感じました。

• 食材が食卓に上がるまでに多くの人々がかかわってくれていることに思いを馳せ、感謝の思いを表現している作品も
多くみられ、うれしく思いました。

• ここ数年のコロナ禍により家にこもって生活することが増え、運動不足や食事のバランスなどについての問題意識が
高まっているように感じます。本コンクールの趣旨である「健康づくりを推進すること」の大切さが、再認識されてい
るといっていいでしょう。

• このコンクールをきっかけにして、県民の皆さんが健康づくりを「自分ごと」と感じていただき、健康的な生活習慣
づくりに取り組んでくださることを期待したいと思います。

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）

第9回ふじのくに健康づくりポスターコンクール 標語の部

総評


