
第 10 回 KOKA エコアワード 受賞者 

 

【①エコアイデア 生徒・学生部門】 

金賞 「光華環境教室」 

大学 こども教育学科 栗田佳歩／石垣理紗／野口美香／辻満里奈／片桐結香／小出夢乃 

銀賞 「光華フラワーロード」 

大学 こども教育学科 石垣理紗／米田杏子／山本優花／松波志歩／桃原奈津 

 

【①エコアイデア 教職員部門】 

銀賞 「ヨシ紙で紙ストローを作ってプラスチックごみを減らそう！」 

小学校 教諭   原野 のり子 

     小学校 教諭   太中 智也 

銅賞 「光庵 ええやん エコボトル」 

     大学 学務企画部  藤原 加織 

入選 「残飯再利用計画」 

     小学校 教諭 吉岡 寛和 

入選 「エコについて考える授業」 

     小学校 教諭 岩本 淳平 

     小学校 教諭 吉岡 寛和 

入選 「地下水の利活用におけるエコ活動」 

     大学 入学・広報センター 村井 伸吾 

入選 「落ち葉で堆肥を作ろう」 

     大学 学習ステーション 安本 幸男 

     学園 学園運営部 出口 行男 

 

【②作文部門】 

金賞 「未来の暮らし方」 

     高校 2 年 渡邉 詞水 

金賞 「SDGｓを実現させるために必要なことは何か」 

     大学 こども教育学科 石垣 理紗 

銀賞 「地球を応援する」 

     高校 2 年 藤岡 美羽 

銅賞 「海洋プラスチックゼロを達成するために」 

     高校 1 年 谷山 茉佑 

銅賞 「食品ロスを減らすには」 

     高校 1 年 細見 有希 

銅賞 「タピオカブームとごみ問題」 



大学 キャリア形成学科 田中 日菜 

入選 「私たちにできること」 

     小学校 5 年 小村 美心 

入選 「エコバックでエコ」  

     小学校 5 年 久門 拓史 

入選 「マクドナルドのおもちゃ箱」 

     小学校 5 年 大治 心里 

入選 「私が地球環境のためにできること」 

     高校 1 年 中田 未来 

入選 「自宅での節電と課題」 

     大学 ライフデザイン学科 池田 侑加 

 

【③標語・短歌(和歌） 学生・生徒部門】 

金賞 「スマホから 視線を離して 見えたのは 木々の息吹と 地球の涙」 

     大学 こども教育学科 新添 友香 

銀賞 「氷とけ ペンギンたちが ホームレス」 

     高校 2 年 福島 寧々 

銅賞 「動物も 人間と同じ なかまだよ」 

     小学校 3 年 西村 柚乃 

入選 「古着好き そんな私は エコ大使 着こなし次第で 変わる楽しさ」 

     高校 3 年 舛屋 歩紀 

入選 「自分から 始めてみよう ゴミ拾い 拾ったひとつが 未来を創る」 

     中学校 3 年 多田 愛望 

入選 「捨てないで ゴミと一緒に 自然まで」 

     中学校 2 年 中村 玲於奈 

 

【③標語・短歌（和歌） 教職員部門】 

金賞 「写真映え 「いいね」欲しさに 食べ残す 地球から「いいね」 要らないの？」 

     大学 就職支援センター 石井 佐季 

銀賞 「照明を おとして気づく 月の影」 

     大学 キャリア形成学科コモンズ 藤原 佳那 

銅賞 「いいモノを 手入れしながら いつくしむ カッコいいとは こういうコトだ」 

     大学 地域連携推進センター 小林 薫 

入選 「マイボトル 財布同様 必需品 ペットボトルに 別れを告げる」 

     大学 就職支援センター 針谷 綾子 

入選 「その OFF が 地球(ほし)の未来(みらい)を ON にする」 

     大学 学生サポートセンター 細井 賀代 

入選 「税金も エコ意識も １０％増」 



     学園 学園事務局 石原 康史 

 

【③標語・短歌(和歌) 卒業生・保護者等部門】 

学園長特別賞 「もったいない 未来を守る 合い言葉」  

     大学 卒業生 北川 郁代さん 

学園長特別賞 「ぼくたちが エゴからエコへ 変わる時代」 

     中学校 在校生・弟 造田 和さん 

 

 

【④ポスター部門】 

金賞 「命を大切に」 

小学校 3 年 松尾 ももか 

    

 

銀賞 「Let’s Eco Activity」 

中学校 1 年 橋本 苺花 

    

 

銅賞 「身近な材料を使って...」 

小学校 2 年 蓮尾 慈亜 

    

  



 

入選 「限りある自然を大切に！！」  

中学校 1 年 林 萌々香 

    

 

入選 「身近な材料を使って...」 

小学校 2 年 百瀬 太陽 

    

 

入選 「ジャングルをまもりたい」  

幼稚園 玉村 湊一朗 

    

 

【⑤作品部門】 

   金賞 「海の生き物」  

幼稚園 植松 駿 

    

 

 

銀賞 「まいにちつかうみず」  

幼稚園 藤尾 陽翔  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



銅賞 「人魚がサメに食べられそうなところ」 

 幼稚園 中村 音寧 

    

 

学園長特別賞 「おうちであるあるこん虫標本」 

小学校 5 年 谷 まどか 

    

 

 

入選 「リサイクルけん玉」  

幼稚園 藤井 杏梨 

    

 

 

 

入選 「エコれいぞうこ」  

幼稚園 林 知宙 

    

 

入選 「プリンセスのお城」  

幼稚園 望月 一海 

    

 

 


