
平成 29年度 東京都産業教育振興会 作文コンクール表彰式 

 

東京都産業教育振興会主催（東京商工会議所後援）の作文コンクールの入選者を対象と

した表彰式は 12月 14日（木）、全商会館を会場として行われました。 

表彰式 次第 

１ 開式の言葉 

２ 役員及び作文選考委員の紹介 

３ 表彰状・記念品授与 

４ 作文朗読 最優秀賞受賞者（2名、専修学校の部は欠席） 

（１）中学校の部   山浦 理桜（東京都立大泉高等学校附属中学校 2年） 

題名「働いて得たエネルギー」 

（２）高等学校の部  隈部 愛（愛国高等学校 3年） 

題名「決意」 

５ 講評 

（１）中学校の部         矢島 加都美 選考委員長 

（２）高等学校・専修学校の部   齋藤 義弘  選考委員長 

６ 会長祝辞            西澤 宏繁  会長 

７ 閉式の言葉 

 （表彰式終了後、記念写真撮影を行いました。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学校の部 高等学校・専修学校の部 



平成 29年度 東京都産業教育振興会 作文コンクール 入選者一覧 

 

 

中学校の部 

最優秀賞  「働いて得たエネルギー」 

東京都立大泉高等学校附属中学校  2年  山浦 理桜 

優秀賞   『私にとっての「ものづくり」』 

新宿区立西早稲田中学校      3年  竹垣 李莉花 

優秀賞   「完成の先」 

東村山市立東村山第四中学校    3年  小野寺 柊人 

佳作    「生活を支えてくれる機械」 

中央区立佃中学校         2年  尾形 慎 

佳作    「物づくりから学ぶこと」 

中央区立佃中学校         2年  小林 大輔 

佳作    「つらいけどやりがいがある」 

墨田区立吾嬬立花中学校      3年  大田 睦紬 

佳作    「職場体験を通じて学んだこと」 

品川区立日野学園         8年  高松 慶 

佳作    「ものづくりの“最適化”」 

大田区立大森第一中学校      1年  河野 凜 

佳作    「製作者でなければ気付かなかったこと」 

大田区立大森第一中学校      1年  横尾 祐乃 

佳作    「私の未来図」 

渋谷区立鉢山中学校        3年  山口 るりか 

佳作    「たくさんの体験から学び得たこと」 

杉並区立松渓中学校        2年  小林 香穂 

佳作    「仕事のやりがい」 

豊島区立千登世橋中学校      2年  萱里 笑花 

佳作    「生活を色どり豊かに」 

北区立稲付中学校         1年  青木 徳子 

佳作    「作ることの喜び」 

北区立稲付中学校         1年  小平 蒼 

佳作    『「自分の職業」に対する考え方』 

北区立稲付中学校         1年  福島 有紀 

佳作    「五日間の勤労留学を終えて」 

荒川区立第七中学校        2年  宮坂 羽衣 



佳作    「ボランティア活動で得たもの」 

荒川区立第三中学校        3年  永山  琴 

佳作    「職場体験から見る社会」 

東村山市立東村山第四中学校    3年  神澤 由己 

佳作    「私らしいものづくり」 

町田市立真光寺中学校       3年  近藤 爽風 

佳作    「相手の気持ちになる」 

町田市立真光寺中学校       3年  武田 千陽 

佳作    「職場体験で学んだこと」 

東京都立大泉高等学校附属中学校  2年  大嶋 育実 

佳作    「働ける理由」 

東京都立大泉高等学校附属中学校  2年  小野 満理奈 

佳作    「気づかれるためにではなく、誰かのために」 

東京都立大泉高等学校附属中学校  2年  齋藤 小桃 

 

高等学校の部 

最優秀賞  「決意」 

愛国高等学校           3年  隈部  愛 

優秀賞   「家畜とペット」 

東京都立瑞穂農芸高等学校     2年  四宮  桃 

優秀賞   「分岐点」 

東京都立田無工業高等学校     3年  柿原 実咲 

優秀賞   「資源管理と漁村の活性化」 

東京都立大島海洋国際高等学校   3年  福田 祥太 

佳作    「病院実習で学んだこと」 

愛国高等学校           3年  白川 葵 

佳作    「受け持ち患者様から学んだこと」 

愛国高等学校           3年  照屋 小町 

佳作    「馬中心の高校生活」 

東京都立農芸高等学校       2年  松岡 翼 

佳作    「牛を通して経済動物を学ぶ」 

東京都立農産高等学校       3年  岩田 愛彩 

佳作    「～酪農～素晴らしい経験・体験」 

東京都立農産高等高校       1年  上田 寛敏 

佳作    「食品廃棄物を減らすことで救われる命」 

東京都立農産高等学校       2年  小野田 柚香 



佳作    「貢献できる生き方」 

東京都立瑞穂農芸高等学校     2年  春日 鈴音 

佳作    「考えよう 命の大切さについて」 

東京都立瑞穂農芸高等学校     3年  原田 未崎 

佳作    「私の目指す、将来の伊豆大島」 

東京都立大島高等学校       3年  今江 一詩 

佳作    「たった一つの目標」 

東京都立小金井工業高等学校    3年  小野 幸帆 

佳作    「持続性」 

東京都立小金井工業高等学校    3年  川崎 スィモン 利文 

佳作    「日本の生活で学んだこと」 

東京都立田無工業高等学校     3年  瀬谷 イアン 

佳作    「乗船実習で出会ったマチ類と耳石」 

東京都立大島海洋国際高等学校   3年  柳田 有斗 

佳作    「私の将来の夢」 

国際理容美容高等専門学校     1年  村野 萌 

 

専修学校の部 

最優秀賞  「授業を通して学んだこと」 

東京エアトラベル・ホテル専門学校 2年  大津 紗理依 

優秀賞   「私の進路、将来の夢」 

東京エアトラベル・ホテル専門学校 2年  秋田 真佑 

佳作    「私の生きがい」 

東京エアトラベル・ホテル専門学校 2年  下村 拓海 

佳作    「学習に対する心構えと学んだ事」 

青山製図専門学校         2年  加藤 真実 

 

イラスト賞 

東京都立杉並総合高等学校     2年次 田代 木実 

 


