
2020 年度第 11 回 KOKA エコアワード 受賞者 

 

【エコアイデア 児童・生徒・学生部門】 

入選 「みんなで協力！節電！」 

小学校６年１組 磯辺香帆 / 西垣怜 / 中野陽菜 / 清水美沙 / 原野のり子先生 

入選 「みんなで協力！コロナ対策‼」 

 小学校６年１組 出水理予 / 石倉彩優美 / ⾧谷川綾 / 古藤雅隆 / 原野のり子先生 

入選 「アルコール・石けんのムダづかいを減らそう」 

 小学校６年２組 山中和喜 / 永山遼拓 / 溝川智香 / 安田干夏 / 原野のり子先生 

入選 「地球温暖化を防げる学校にしよう！」 

 小学校６年２組 斉藤萌花 / 池本結衣 / 吉岡和倖 / 薩大翔  / 原野のり子先生 

 

 

【標語・短歌（和歌） 児童・生徒・学生部門】 

金賞 「エコバッグ いつも欠かさず 持ち運び CO2CO2（コツコツ）減らす 意識を持って」 

 大学 キャリア形成学科 上羽 和香 

銀賞 「マイバッグ 持ってい KOKA エコしょうか」 

 短大 ライフデザイン学科 大野 瑞穂 

銅賞 「考えて‼ 『ゴミ』と『資源』は かみひとえ」 

 中学校 １年 中野 美舞 

銅賞 「ごみ問題 みんなで解決 団体戦 思いやりから 未来をつなぐ」 

 大学 こども教育学科 三池 春菜 

入選 「確かめた？ スマホにさいふ エコバッグ」 

 中学校 １年 片木 百葉 

入選 「エコバッグ 買い物前に チェックする そのひと手間が 地球を救う」 

 中学校 ３年 樋口 はるか 

入選 「ポチッたよ 何を買ったの 募金だよ 自然を守る 企業のために」 

 高校 １年 谷川 由莉 

入選 「一枚の 紙の向こうに 樹のいのち」 

 高校 ２年 大塩 雪乃 

 

【標語・短歌（和歌） 教職員部門】 

銀賞 「人口の 星の光に 照らされて いつしかみえぬ 久堅の星」 

 大学 キャリア形成学科コモンズ 藤原 佳那 

入選 「最新の お洒落はあなたの 生き方だ 地球にやさしい 美人になろう」 

 大学 学生サポートセンター 細井 賀代 

入選 「風呂敷の 出番が増えた お買い物」 

 大学 女性キャリア開発研究センター 小竹 梓 



【標語・短歌（和歌） 卒業生・保護者・関係先様部門】 

銅賞 「古着きて いつも近くに 祖母想う」 

 株式会社ワークアカデミー 井本 舞 

入選 「古紙回収 祖母が遺した 古雑誌  ふと読み返し 出さずに戻す」 

 株式会社ワークアカデミー 研 良平 

入選 「エコバック 持った息子が 自慢する」 

 株式会社ワークアカデミー 宮藤 英樹 

 

 

【作文部門】 

金賞 「一人暮らしでの変化」 

 大学 心理学科 小野 美紀 

銀賞 「おにぎり１個が環境を変える」 

 高校 １年 村井 美郁 

銅賞 「貧困という教育環境問題に向き合う」 

 大学 こども教育学科 小山 千莉 

入選 「なぜ世界中で森林破壊がされているのか」 

 高校 １年 中村 美里 

入選 「レジ袋有料化で期待できる未来」 

 高校 １年 若井 彩栞 

入選 「森林伐採はなぜ起こるのか」 

 高校 １年 脇田 侑依 

入選 「UberEats と使い捨て容器」 

 大学 キャリア形成学科 市川 美南 

入選 「インスタ映えの背景」 

 大学 看護学科 橋本 亜侑 

 

 

【ポスター部門】 

金賞 「これ以上溶けないように」    銀賞 「少しのゴミで生き物が命を落とす」 

 高校 ２年 加茂 美紗希     小学校 ５年 伊瀬 准奈 

 

 

 

 

 

 

 

 



銅賞 「新しいものより今あるものを新しく」  入選 「植物を大事にする」 

高校 ２年 鎌田 真凜     幼稚園 ⾧井 冬結 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入選 「メグマレタミズニカンシャシヨウ」  入選 「共存」 

 小学校 4 年 石浦 千聖     高校 ２年 北尾 のの香 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【作品部門】 

金賞 「海」 幼稚園 松尾 怜奈 

 
 

 

開くと…→ 



銀賞 「うちゅうだいぼうけん！なかをのぞいてみよう！」 

幼稚園 藤尾 陽翔 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銅賞 「かいぞくせん」   入選 「まちをきれいにしてくれるゴミしゅうしゅうしゃ」 

幼稚園 三好 蔵之典   幼稚園 八木 聡真 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入選 「ひみつのおはなばたけ」  入選 「おはなしのえ『もりでいちばんつよいのは？』」 

 小学校 １年 平岡 日々希  小学校 １年 田中 未宇 

 


