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　四方を海に囲まれた日本は、水産資源や観光など海の恩恵を受ける一方、せまい国土から採

れる必要な資源の量は限られています。そのため、私たちのくらしに必要なパンの元になる小

麦などの食料、発電に必要なガス、車のガソリンや衣類の元となる原油など多くの資源を海外

からの輸入に頼っています。そしてそのほぼ100％を船で日本へ運んでいます。

　｢ジュニア・シッピング・ジャーナリスト賞」は全国の小学生・中学生・高校生の皆さんに､

それら貿易を担う「海運」や「船」などの海事産業について学び、その重要性を理解してもら

いたいと2013年から開催し、今年度で８回目を迎えます。

　2020年度も全国から多くの素晴らしい作品が1,251点も集まりました。子どもジャーナリス

トたちの作品を通して、１人でも多くの人に海事産業の大切さを理解し、身近に感じてほしい

と願っています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和３年３月
公益財団法人 日本海事広報協会

はじめに

全国新聞教育研究協議会 理事長

小林　豊茂

（順不同・敬称略）

今年の応募作品は、バラエティ豊かでした。ひとつと
して同じものがなくて、それぞれ違う方向に話が広が
っているのが素晴らしいです。また、本コンクールの
回を重ねるごとに作品のおもしろさが際立ってきてい
ると感じます。過去の作品集を見て学んでいるのかも
しれません。社会の現状から、船の物流が日常生活と
密接につながっているのを知ったということもあるで
しょう。私自身、子どもたちの作品から学ぶことも多
くありました。　

東京海洋大学 理事・副学長

黒川　久幸

コロナ禍の中、作品が集まるかとても心配していまし
た。でも、オンライン取材を行うなど工夫を凝らした
たくさんの応募があり、作品づくりにかける皆さんの
熱意を感じました。今回は、海運と船、港というテー
マの中から、子どもながらの素朴な疑問に基づく題材
を対象とした作品が多く、テーマを幅広くとらえてい
ておもしろいと思いました。どの作品も、取材からは
じめて知った喜びや感動が感じられ、もっと知りたい
という探求心を感じる作品でした。

個性的な作品が多かったと思います。海運の主な役割
についての話から、普段あまり見聞きしないような専
門的な話にまで及んでいて、焦点の当て方が上手な作
品が多く見られました。そして、コロナ禍のため、学
習環境が良いとは言えない今の状況であっても、昨年
より応募作品数が増えたことをうれしく思います。海
事産業に関して興味を持っていただけて感謝していま
す。これを機会に、子どもたちの将来の選択肢に海や
船の仕事を入れてもらえたら幸いです。

（公財）日本海事広報協会 理事長

伊藤　國男　
歌手・エッセイスト・教育学博士

アグネス・チャン
環境問題、女性船員問題など、いろいろなジャンルで書
かれていた作品がありおもしろかったです。今まで世界
で起きている問題と、海や船の世界で起きている問題
を別々に考えてしまうところがありましたが、作品を読
むうちに､それらの問題には必ずつながりがあり､同じ
ように捉え、取り組んでいかなくてはならないと考えさ
せられました。また、子どもたちの未来形の視点での
提案には感心し、希望を感じました。彼らは、完全に今
の大人を超えていくのだろうとうれしく思いました。

最 終 審 査 会

審査委員紹介・審査講評

2021年１月14日、２月５日の２日間に、最終審査会が実施され、国土交通大臣賞２作品のほか各賞が決定されました。
完成度が高い作品が多く、慎重な審査の上、決定しました。国土交通大臣賞については、赤羽一嘉国土交通大臣が自ら
選出に参加されました。

写真提供：国土交通省
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国土交通大臣賞

きれいにしよう 海新聞
東京都　世田谷区立池之上小学校

保科 　光（3年）
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小学生
部門 新聞づくりにとても時間がかかり、遊ぶ時間が減って途中で

やめたくなりました。仕上がったことが何よりもうれしかっ
たけれど、さらに賞をいただいて、「やったあ。」と思いました。
海洋ごみだけでなく、大切な地球の環境が悪くならないよう
に、考えて行動していきたいです。皆さんも協力してください。

受賞者
コメント
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公益財団法人 日本海事広報協会 会長賞

世界へはばたけ! みんなの港
新潟県　新潟市立万代長嶺小学校

齋藤 　凛（5年）
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小学生
部門 私は、東港を見学し、今後貿易に関する事業はますます発展していくだ

ろうと思いました。そして、港の役割と船や機械が日々進化していく中
でも、私たちの暮らしを支え豊かにしてくれている方々に感謝していか
なければいけないと思いました。賞をいただいたと聞いた時、とてもう
れしく感じました。このような機会をいただきありがとうございました。

受賞者
コメント
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優 秀 賞

淡
お う

海
み

の船新聞
東京都　武蔵野市立境南小学校

髙橋 　周（3年）
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小学生
部門 長浜城にあった丸子船に関する資料で、丸子船のことを初めて知り、

昔はたくさんあったことにびっくりしました。琵琶湖の船の歴史を
みんなに知ってもらうために、自由研究として新聞をつくりました。
写真や絵を使ってわかりやすいようにまとめました。勉強ができた
上に、賞ももらえてうれしかったです。ありがとうございました。

受賞者
コメント
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優 秀 賞

私は、これまで「船の由来」についていろいろな疑問を持っていました。今回、インターネッ
トや新聞などでたくさん調べ、新たな発見が数多くありました。新聞づくりにおいては、
色づかいや文字の形、大きさを工夫し、読んでいる人が楽しくなるようにしました。これ
からも、海や船のことについてどんどん調べていきたいです。

受賞者
コメント

知ってる？ 船のこと
愛媛県　今治市立常盤小学校

𠮷松 和奏（5年）
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小学生
部門

私は、担任の先生のすすめと、社会の授業で貿易のことについて学習していたので、こ
の機会に新聞にまとめてみようと思い応募しました。工夫したところは、パッと見て目を
引くタイトルやデザインにしたことです。私は、今回で、新聞をつくる楽しさを実感しま
した。この度は、このような賞をいただき、ありがとうございました。

受賞者
コメント

見て見て聞いて! 船新聞
愛媛県　今治市立常盤小学校

藤﨑 穂のか（5年）
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日本の船・港新聞
千葉県　市原市立八幡小学校

秋田 蓮美（5年）千葉港新聞
千葉県　市原市立八幡小学校

戸田 藍李（5年）

日常支える船達
東京都　品川区立日野学園

臼井 友菜（5年）船まる分かり！ 新聞
東京都　品川区立日野学園

鈴木 愛彩（5年）

佳　作
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小学生
部門

伝えたい横浜港のひみつ 超大発見!!
神奈川県　相模女子大学小学部

北條 美羽（4年）新潟東港 輸入と輸出
新潟県　新潟市立有明台小学校

袖山 紗貴（5年）

船と港のすごすぎみりょく新聞
神奈川県　相模女子大学小学部

中島　 楓（4年） 港の力持ちガントリークレーン
神奈川県　相模女子大学小学部

加藤 衣真（4年）
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佳　作

海新聞
新潟県　新潟市立青山小学校

小林 暖佳（5年）船の良い所新聞
大分県　別府市立緑丘小学校

金子　 愛（4年）

東港LNG新聞
新潟県　新潟市立青山小学校

星　　 宙（5年）
新潟県　新潟市立有明台小学校

齋藤 遥香（5年）知らない間に大活躍！！ 新潟の東港



13

小学生
部門

2020年東京都より、海新聞
東京都　新渡戸文化小中学校

中村 一朗太（3年）

船と港新聞
東京都　江戸川区立南篠崎小学校

冨尾 香奈子（4年）知りたい!! 船! 新聞
東京都　江戸川区立南篠崎小学校

稗田 瑞姫（4年）
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佳　作

コンテナ秘密新聞
新潟県　新潟市立紫竹山小学校

張戸 心陽（5年）

知ってる? 船のすごさを発見隊!
新潟県　新潟市立紫竹山小学校

大滝 智子（5年）

船の良さ新聞
新潟県　新潟市立紫竹山小学校

近藤 拓美（5年）
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小学生
部門

私たちを支える船と港
新潟県　新潟市立万代長嶺小学校

坂井 絢香（5年）

私たちのくらしを支える船
高知県　須崎市立多ノ郷小学校

市川 塔子（5年）
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国土交通大臣賞

灯台新聞
埼玉県　上尾市立西中学校

渡部 朔矢（2年）
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中学生
部門

高校生

僕の父は水銀も取り扱う産業廃棄物処理業者です。そのため、灯台
と水銀に接点があると聞いた時、非常に興味を持ちました。航海に
欠かせない灯台、そしてその運営を支える技術の偉大さを実感する
貴重な体験になりました。最後に、度重なる質問に丁寧にご回答くだ
さり、取材にご協力くださった皆様、本当にありがとうございました。

受賞者
コメント
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公益財団法人 日本海事広報協会 会長賞

桜陽新聞
東京都　東京都立国際高等学校

奥野 真衣（1年）
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中学生
部門

高校生

今回は、私の作成した海事観光に関する新聞を評価してい
ただき、とてもうれしく思っています。新聞の作成を通して、
実際に水上バスに乗り、働いている方のお話が聞けたことは
貴重な経験になりました。これからの海事観光業のさらなる
発展を願っています。

受賞者
コメント
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優 秀 賞　

しものせき 船と国際交流史
山口県　下関市立名陵中学校

瀧口 ひかり（2年）
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中学生
部門

高校生

小学 4 年生から 5 年連続、入賞することができて、とてもう
れしいです。取材に協力してくださった下関歴史博物館の学
芸員さん、今まで温かく応援してくださった皆様本当にあり
がとうございました。

受賞者
コメント
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優 秀 賞　

長崎工業高校造船新聞
長崎県　長崎県立長崎工業高等学校

森山 幹太、荒木 颯太、江頭 大輝、江村 隆輝（3年）
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中学生
部門

高校生

今回、この新聞で受賞させていただき光栄です。私たちは、この
機会に長崎の造船所や観光名所について調べてみて、今までは何
も思わずに見てきた景色の中に、私たちの知らない歴史があり、と
ても勉強になりました。この新聞を完成するために協力してくれた
先生、仲間に感謝し、この経験をいかしていきたいと思っています。

受賞者
コメント
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優 秀 賞　

桜陽新聞
東京都　東京都立国際高等学校

橋本 凛花（1年）
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中学生
部門

高校生

今回、このような賞をいただき、うれしく思います。今まで
私は、海運について考える機会があまりありませんでしたが、
船会社の方にインタビューにご協力をいただいたおかげで、
海運と環境との関わりについて身近な問題として考えるよう
になりました。ありがとうございました。

受賞者
コメント
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桜陽新聞
東京都　東京都立国際高等学校

安齋　 遥（1年）

良港新聞
大阪府　大阪高等学校

西村 愛花（1年）

佳　作



27

中学生
部門

高校生

桜陽新聞
東京都　東京都立国際高等学校

三宅 礼華（1年）

造船業新聞
徳島県　徳島県立徳島科学技術高等学校

小西 理緒（3年） しまんと新聞
徳島県　徳島県立徳島科学技術高等学校

江口 明里（3年）
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桜陽新聞
東京都　東京都立国際高等学校

髙橋 瑠海（1年）

谷口船新聞
東京都　葛飾区立金町中学校

谷口 稀楽（1年）

佳　作
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中学生
部門

高校生

造船新聞
広島県　呉市立仁方中学校

大久保 海里、辰本 遼丞、松 井 萊翔、
秀川 幸乃、玉置 心玖（1年）

西川船新聞
東京都　葛飾区立金町中学校

西川 里桜（1年） 海ゆら新聞
東京都　葛飾区立金町中学校

黒田 ゆら（1年）
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船
山口県　下関市立菊川中学校

篠田 樹那（1年）

佳　作中学生
部門

高校生

船ってどうして大切なの!?
高知県　須崎市立朝ヶ丘中学校

梅原 涼輔、坂本 悠詞、馬詰 里心、
武田 栞七、橋田 一純（1年）
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作　品　名 都道府県名 学　校　名 学年 名　前

船新聞 東 京 都 中央区立
　日本橋小学校 １年 川島　泰考

ぼくのすんでいた海士町の船 大 阪 府 東大阪市立
　玉美小学校 １年 梶原　隼助

客船のひみつ 東 京 都 江戸川区立
　南篠崎小学校 ２年 横田　優輝

船のはたらき 東 京 都 江戸川区立
　南篠崎小学校 ２年 﨑元　ゆう

なるほど！ 船新聞 東 京 都 江戸川区立
　南篠崎小学校 ２年 野田　楓人

げん油タンカー新聞 東 京 都 江東区立
　東砂小学校 ２年 福島　尚大

きゃく船新聞 東 京 都 江東区立
　東砂小学校 ２年 森下�陽真莉

きゃくせん新聞 東 京 都 江東区立
　東砂小学校 １年 江草�こはる

きゃくせんしんぶん 東 京 都 江東区立
　東砂小学校 １年 鈴木　馨澪

ＬＮＧせんしんぶん 東 京 都 江東区立
　東砂小学校 １年 今井　和奏

せいひんをはこぶせん用船 東 京 都 江東区立
　東砂小学校 ２年 川鍋　涼羽

じどう車せん新聞 東 京 都 江東区立
　東砂小学校 １年 渡辺　絢斗

エクセレンス賞
チャレンジ
部門

※小学1・2年生対象
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東港からつながるみんなの世界
新潟県　新潟市立万代長嶺小学校

板越 莉亜(5年）

一般社団法人 日本船主協会 会長賞
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小学生部門
中学生・高校生部門
チャレンジ部門 私は、東港に見学に行くまでは、船や港のことをあまりよく知りませんで

した。でも、東港で働く方々の話を聞いたり、実際に働いている方々の様
子を見たりして、私たちの生活を支える大切な仕事をしていることがわか
りました。見学を企画し、準備してくださった方、審査してくださった方
にとても感謝しています。すてきな賞をいただきありがとうございました。

受賞者
コメント
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一般社団法人 日本造船工業会 会長賞

ながさき船ものがたり新聞
長崎県　諫早市立喜々津東小学校

小林 龍生(5年）
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小学生部門
中学生・高校生部門
チャレンジ部門 入賞という目標が達成できたし、最善をつくして制作した新聞がすごい賞

に選ばれたからとてもうれしかったです！ 今回の内容には数年前に体験し
たものもあり、あまり覚えていなかったけれど、書いているうちに思い出
すこともありました。最後までがんばって良かったし、自分でもよく書けた
なと思っています。次は船や海に関わる人たちについて書いてみたいです。

受賞者
コメント
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桜陽新聞
東京都　東京都立国際高等学校

大谷 桜子（1年）

日本内航海運組合総連合会 会長賞
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小学生部門
中学生・高校生部門
チャレンジ部門 自分の作品に、このような素晴らしい賞をいただけたことを、と

てもうれしく思います。今回の新聞づくりを通して、世の中に溢れ
ている数ある情報を、相手にわかりやすい言葉でまとめることの
難しさと楽しさを実感することができました。この新聞を通して、
私の伝えたいことがうまく読者の方に伝わったらうれしいです。

受賞者
コメント
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審査委員特別賞
歌手・エッセイスト・教育学博士　アグネス・チャン

いろんな船紹介！ 船のひみつ新聞
新潟県　新潟市立紫竹山小学校

村山 麗奈（5年）

今回、この賞を受賞したと聞いて、とてもうれしく思いました。最初は、船のことをあ
まりくわしく知りませんでしたが、コンテナ船の見学や、この新聞づくりを通して、船
の重要さが改めてわかりました。新聞づくりでは、色を付けて楽しい新聞になるよう
心がけました。機会があったら、船のことをまた調べてみようと思います。

受賞者
コメント
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船舶新聞
徳島県　徳島県立徳島科学技術高等学校

市村 夏蓮（3年）

船について調べることで，新しい発見がたくさんありました。そして船のことについて
詳しく知ることができました。船について何も知らない人に、少しでも船について興
味を持ってもらえるとうれしいです。また、自分で船体のマークについて絵を描いたと
ころも工夫した部分です。私自身、とても楽しく編集作業に取り組むことができました。

受賞者
コメント

審査委員特別賞
全国新聞教育研究協議会 理事長　小林　豊茂

小学生部門
中学生・高校生部門
チャレンジ部門
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すごいぞ 港の働き
新潟県　新潟市立万代長嶺小学校

今　 遼介（5年）

審査委員特別賞
東京海洋大学 理事・副学長　黒川　久幸



41

小学生部門
中学生・高校生部門
チャレンジ部門 この度は、審査委員特別賞をいただきありがとうございました。ぼくは、東港

へ見学に行き、港や船はみんなの生活に大きく関わっていることがわかりまし
た。港で働く方や必要な物質を運ぶために船で仕事をしてくれている方がいな
いと、ぼくたちの生活が成り立たなくなります。これからもぼくたちの生活を
支えてくれる方々に感謝し、自分にもできることを考えていきたいと思います。

受賞者
コメント
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造船業のしくみ新聞
愛媛県　今治市立常盤小学校

山田 吏優（5年）

審査委員特別賞
（公財）日本海事広報協会 理事長　伊藤　國男

今治市は、造船が有名で、私自身も実際に造船所に見学に行ったことがありました。
そこで、今回は「造船業」について調べました。詳しく調べたことについて、見出しを
入れたり、イラストやグラフにしたりしてまとめました。これまで知らなかったことを
たくさん知ることができたので、これからの生活にいかしていきたいです。

受賞者
コメント
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公益社団法人
日本港湾協会 会長賞

神奈川県
相模女子大学小学部4年生の皆さん

この度は、このような賞をいただき、ありがとうございます。子どもたちは、港の様子や仕事について、疑問に思っ
たことを一生懸命に調べました。新しい発見があった時や、疑問に思っていたことが解決した時など、本当に
うれしそうにしていた姿が印象的でした。新聞づくりを通して、港や船の仕事について理解を深めるとともに、
最後まで頑張ったことが結果につながるという達成感を得ることができました。ありがとうございました。

受賞
コメント

小学生部門
中学生・高校生部門
チャレンジ部門
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優 秀 賞（団体賞）

優れた作品を多数応募してくれた学校に贈られる優秀賞。
4 校が選ばれました。

新潟県 新潟市立紫竹山小学校

社会科の運輸・貿易の学習の一環として、新潟東港・ＬＮＧ新潟基地を見学させていただきました。
新潟がたくさんの国々とつながっていることや、運輸により普段の生活が支えられていることを、
子どもたちが実感できるとても良い機会になりました。さらにこの度、優秀賞をいただき、自分
たちの作品が評価されたと５年生一同喜んでいるところです。本当にありがとうございました。

受賞
コメント

東京都 板橋区立緑小学校

緑小学校５年生は、昨年度東京港を見学し、貨物船がとても多いことを知りました。今年度、社会科の学習で
貿易について調べ、海外とのかかわりについて理解を深めました。船長さんに来ていただき、実際の仕事につ
いての話を聞き、日常生活が多くの人に支えられていることに改めて気づくことができました。本校は、ＮＩＥ教
育を推進しております。今回、このような賞を受賞し、児童もたいへん喜んでいます。ありがとうございました。

受賞
コメント
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優秀賞（団体賞）　

山口県 下関市立菊川中学校

菊川中学校１年生は、旭洋造船を見学させていただきました。完成直前のＬＰＧ船の内
部を見学するなど、とても貴重な体験をすることができました。生徒は、船づくりの学
習を通して、海洋産業への興味、関心が高まり、職業観を深める良い機会になりました。
この度は素晴らしい賞をいただき、たいへん光栄に思います。ありがとうございました。

受賞
コメント

広島県 広島大学附属三原小学校

広島大学附属三原小学校５年生は、３年生の時に「シーマン・シップ」について学び、海で働く船員さんの仕事につ
いて学びました。また４年・５年と２度にわたり、栗林マリタイムさんのご厚意により、内海造船㈱で RORO 船の進水
式に参加させていただきました。本年度は、我が国の貿易や造船について、船長さんや今治造船広島工場の皆様から
多くのことを学ばせていただきました。貴重な学びだけでなく、このような賞をいただき誠にありがとうございました。

受賞
コメント

小学生部門
中学生・高校生部門
チャレンジ部門




