
1．応募者数

2．審査委員（敬称略）

3．入賞作品

作品名 氏名 学年

船はくらしをはこんでる 新潟県 新潟市立 紫竹山小学校 菅 優月 5

作品名 氏名 学年

南極観測船「宗谷」 東京都 豊島区立 豊成小学校 長﨑 大晴 5

作品名 氏名 学年

あわしま☆きらら新聞 新潟県 粟島浦村立 粟島浦小学校 菊池 芙優 6

海を守る！！消防艇新聞 兵庫県 宝塚市立 宝塚小学校 川端 泰寛 5

わくわくドキドキ！大好きな港 新潟県 新潟市立 青山小学校 竹田 日向夏 5

作品名 氏名 学年

CカーボンNニュートラルPポートで環境立国日本へ！ 東京都 中央区立 明正小学校 瀬之上 綾音 2

南きょくかんそく船新聞 東京都 大田区立 矢口西小学校 岩永 紗季 3

輸出も輸入もここにおまかせ！！ 新潟県 新潟市立 濁川小学校 坂井 志帆 5

地球クリーン大作戦！日本海LNG基地 新潟県 新潟市立 万代長嶺小学校 齋藤 咲寧 5

コンテナは未来を作る！ 新潟県 新潟市立 万代長嶺小学校 中澤 心 5

船、港のはかせ新聞 愛知県 豊橋市立 天伯小学校 赤沢 留愛菜 5

東港・LNGひみつ新聞 新潟県 新潟市立 万代長嶺小学校 八島 理彩子 5

港の景色 神奈川県 相模女子大学小学部 井上 菜々子 4

そうだったんだ!!新潟の港新聞 新潟県 新潟市立 紫竹山小学校 色川 羽海 5

世界の船の大発明！ 新潟県 新潟市立 青山小学校 石川 あやめ 5

コンテナターミナルを知ってみよう 新潟県 新潟市立 青山小学校 佐藤 千絵 5

港の大研究新聞 大阪府 東大阪市立 若江小学校 石井 海羽 5

色々な船新聞 広島県 安芸高田市立 愛郷小学校 横山 千桜 5

すごいぞ!!船のすごさ丸分かり新聞 新潟県 新潟市立 紫竹山小学校 間 奏介 5

生活を支える大切な港 新潟県 新潟市立 青山小学校 島田 咲希 5

船内のしくみと船員の仕事 愛知県 名古屋市立 大高小学校 平野 亜依莉 5

船の見学に行って知ったこと 愛知県 豊橋市立 天伯小学校 平尾 綸笙 5

今治造船新聞 愛媛県 今治市立 日高小学校 芽壁 英里 5

見てきたよ！造船所新聞 愛媛県 今治市立 日高小学校 井出 結愛 5

今治のすごい造船所新聞 愛媛県 今治市立 日高小学校 鳥生 夏寿 5

SDGsを船で達成しよう 香川県 丸亀市立 城北小学校 小林 直心 6

船新聞 兵庫県 神戸市立義務教育学校港島学園 渋谷 航一 6

Let’ｓ Lern 船のこと新聞 愛知県 豊橋市立 天伯小学校 小久保 快音 5

船のひみつ新聞 愛知県 豊橋市立 天伯小学校 平出 恵菜 5

港や船のひみつ新聞 岐阜県 中津川市立 落合小学校 櫻井 ことね 5

横浜港に注目！ 神奈川県 精華小学校 高橋 璃帆 3

学校名

（公財）日本海事広報協会会長賞

学校名

学校名

佳作

学校名

【別紙1】

優秀賞

2022年度「ジュニア・シッピング・ジャーナリスト賞」入賞者一覧

　　　1,266作品（小学生部門921作品、中学生・高校生部門335作品、チャレンジ部門10作品）　

　　　アグネス・チャン（歌手・教育学博士）

　　　小林　豊茂（全国新聞教育研究協議会　理事長）

　　　黒川　久幸（東京海洋大学　教授）

　　　尾澤　克之（（公財）日本海事広報協会　理事長）

小学生部門

国土交通大臣賞



作品名 氏名 学年

浮き浮き新聞 福岡県 福岡教育大学付属小倉中学校 倉富 凛奈 2

作品名 氏名 学年

横浜港新聞 神奈川県 横浜市立 あかね台中学校 二川 紗菜 2

作品名 氏名 学年

若松 彩花 3

小俣 純也 3

若松 和樹 3

中泉 文花 3

海運新聞 パナマ パナマ日本人学校 中学部 今城 颯介 1

きれいで安全な海を未来へ！ 京都府 京都市立 旭丘中学校 中村 奏渚 2

作品名 氏名 学年

美波新聞 山形県 南陽市立 赤湯中学校 遠藤 美波 2

お台場新聞 東京都 豊島区立 千登世橋中学校 藤原 佳音 2

海拓新聞 熊本県 熊本県立 第二高等学校 徳永 大旗 2

東京港と防災 東京都 豊島区立 千登世橋中学校 岩方 芙実 2

佐藤 瀬里奈 3

荒木 唯 3

北山 純也 2

海の物知り新聞 山形県 南陽市立 赤湯中学校 小川 明日香 2

たっけ新聞 山形県 南陽市立 赤湯中学校 竹田 恋菜 2

君は船について知っているか～知られざる船事 香川県 大手前丸亀中学校 坂田 悠理子 2

驚き?!船新聞 山形県 南陽市立 赤湯中学校 山口 悠菜 2

よし新聞 徳島県 徳島県立 徳島科学技術高等学校 由水 忠徳 3

RORO新聞 徳島県 徳島県立 徳島科学技術高等学校 岸本 のぞみ 3

海の仕事新聞 香川県 大手前丸亀中学校 合田 優香理 2

知らなかった船のこと イギリス ロンドン日本人学校 年永 春花 1

作品名 氏名 学年

ふねのあんぜんしん聞 東京都 日野市立 日野第六小学校 市岡 芽維 2

小堀の渡し新聞 茨城県 取手市立 戸頭小学校 白井 翔 2

船のり新聞 兵庫県 神戸市立 西須磨小学校 上原 環那 2

東里 光 2

東里 歩 1

音戸とせん新聞 広島県 呉市立 阿賀小学校 高尾 悠翔 2

いろいろはこぶよ　コンテナせん！！ 福岡県 北九州市立 則松小学校 仲川 璃子 1

Banana新聞 東京都 西東京市立 保谷第一小学校 森 ゆりあ 1

海しんぶん 東京都 江戸川区立 第二葛西小学校 塚原 理早 1

神奈川県南希タイムズ

チャレンジ部門

エクセレンス賞

学校名

学校名

中学生・高校生部門

国土交通大臣賞

学校名

（公財）日本海事広報協会会長賞

学校名

優秀賞

学校名

佳作

横浜市立 南希望が丘中学校

北海道函館水産高等学校北海道津波防災新聞

別府市立 大平山小学校大分県ホーバークラフト　ふたたび！



作品名 氏名 学年

こんなにあるの!?たくさんの船 愛知県 名古屋市立 大高小学校 吉野 愛梨 5

作品名 氏名 学年

希望の船新聞 兵庫県 神戸市立 葺合高等学校 黒崎 愛瑠茉 2

作品名 氏名 学年

碧の足跡 神奈川県 横浜市立 老松中学校 浅沼 貴子 3

作品名 氏名 学年

船の未来新聞 愛知県 豊橋市立 天伯小学校 原田 純那 5

作品名 氏名 学年

ふねのたび 東京都 町田市立 町田第四小学校 宮田 晴風 1

作品名 氏名 学年

熊本丸新聞 熊本県 熊本県立 天草拓心高等学校 興梠 樹里 2

審査委員特別賞(黒川久幸先生）

作品名 氏名 学年

海を渡る宝新聞 新潟県 新潟市立 青山小学校 西山 百花 5

審査委員特別賞(アグネス・チャン先生）

作品名 氏名 学年

丈栄丸新聞 東京都 町田市立 町田第四小学校 宮田 心夏 3

審査委員特別賞(尾澤克之理事長）

作品名 氏名 学年

世界の架け橋 コンテナ船 新潟県 新潟市立 濁川小学校 松田 望花 5

宇和島市立城北中学校

(一社)日本旅客船協会会長賞

学校名

優秀賞

名古屋市立 大高小学校

新潟市立 濁川小学校

今治市立 日高小学校

ロンドン日本人学校

南陽市立赤湯中学校

審査委員特別賞(小林豊茂先生）

学校名

学校名

学校名

学校名

団体賞

学校名

小学生部門/中学生・高校生部門/チャレンジ部門共通

(一社）日本船主協会会長賞

学校名

(一社)日本造船工業会会長賞

学校名

(公社)日本港湾協会会長賞

学校名

日本内航海運組合総連合会会長賞


