
 

 

 

 

 

 

 

 

2020 年 12 月 16 日 

 

県政記者クラブ各社 御中 

大分県金融広報委員会 

（事務局：日本銀行大分支店内） 

 

第 53回「おかねの作文」コンクールおよび 

第 18回「金融と経済を考える」高校生小論文コンクール 

県内から 9名が入選 

 

 

 

  

 

 

金融広報中央委員会（事務局：日本銀行情報サービス局）では、金融教育活動の一環として、

中学生、高校生・高等専門学校生等を対象とした作文・小論文コンクールを実施しています。

本年度は中学生対象の第 53回「おかねの作文」コンクールには 1,723編、第 18回「金融と

経済を考える」高校生小論文コンクールには 1,802編のご応募をいただきました。厳正なる

審査の結果、このたび大分県内からは、特選、秀作を含む各賞に 9名の方が入賞されました

（各賞の入選者は別紙のとおり）。 

 特選を受賞された方には、順次、表彰状等の授与式を各学校等において実施する予定です。 

また、中央委員会ホームページ（https://www.shiruporuto.jp/）に、特選および秀作受賞作

品の全文を来年の 1月中～下旬頃掲載する予定ですので、併せてご案内します。力強い思い

のこめられた作品を通じて、若い世代の「社会の中で生きる力」を育む金融教育の意義につ

いて広くお伝えできればと願っております。ぜひ貴社におかれましても、受賞作品や受賞者

の喜びの声などをご紹介いただきますようご協力をお願いします。 

 

以  上 

＜本件に関するお問合せ先＞ 

大分県金融広報委員会事務局（日本銀行大分支店内） 

  蔭山、秀嶋、成迫   TEL：097-533-9116   

             FAX：097-538-7085 

 

 

特選（金融広報中央委員会会長賞）に 向陽中学校２年 陣内 結鈴 さん が入選 

特選（金融担当大臣賞）に     大分東明高等学校２年 安部 萌由子 さん が入選

秀作（全国５名）に        大分東明高等学校２年 鳥井 ゆりあ さん、、 

大分東明高等学校２年 宮川 桜 さん     が入選 

  



（ 別　紙 ）

特選（５名）

学年 氏名

金融担当大臣賞 神奈川県 洗足学園中学校 ３年 隠岐　知夏

文部科学大臣賞 宮崎県 宮崎市立加納中学校 ２年 瀬戸口　麗

日本銀行総裁賞 東京都 渋谷教育学園渋谷中学校 ３年 横山　美貴

日本PTA全国協議会会長賞 滋賀県 滋賀大学教育学部附属中学校 ２年 坂井　悠希子

金融広報中央委員会会長賞 大分県 向陽中学校 ２年 陣内　結鈴

※特選受賞者在籍校には、学校賞を授与。

秀作（５名）

学年 氏名

埼玉県 立教新座中学校 １年 佐々木　一翔

福岡県 福岡市立東住吉中学校 １年 神宮　あい

秀作 栃木県 下野市立南河内第二中学校 ２年 谷田貝　美桜

東京都 学習院女子中等科 ３年 細井　茉凛

岡山県 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 ３年 野島　麻央

佳作（30名）

学年 氏名 学年 氏名

新潟県 １年 加藤　真央 神奈川県 横浜市立大道中学校 ３年 室山　亮太

大阪府 １年 柏原　春香 富山県 高岡市立高岡西部中学校 ３年 北山　陽彩

宮崎県 １年 河野　真理絵 静岡県 磐田市立福田中学校 ３年 太田　優輝

千葉県 ２年 林　宿凡 愛知県 長久手市立南中学校 ３年 佐々木　優真

京都府 ２年 鳥丸　きらり 滋賀県 滋賀大学教育学部附属中学校 ３年 中村　燎

山口県 ２年 楢崎　杏菜 岡山県 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 ３年 大村　和輝

愛媛県 ２年 坂東　煌介 岡山県 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 ３年 川西　優凜

高知県 ２年 川村　草生太 岡山県 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 ３年 佐藤　双葉

熊本県 ２年 宮﨑　かりん 岡山県 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 ３年 妹尾　陽

大分県 ２年 宮永　和貴 岡山県 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 ３年 西田　早希

鹿児島県 ２年 森木　洋那 岡山県 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 ３年 林　采花

沖縄県 ２年 與那嶺　尚通 岡山県 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 ３年 藤井　汐音

東京都 ３年 水谷　優来 岡山県 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 ３年 山路　花

神奈川県 ３年 稲村　桃 岡山県 瀬戸内市立邑久中学校 ３年 川野　舞夏

神奈川県 ３年 田口　諒也 愛媛県 松山市立北条南中学校 ３年 重松　華蓮

以　　上

賞 都道府県・学校名

賞 都道府県・学校名

値段では決められない価値

作品タイトル

僕の買い物リストの上位はこれ

都道府県・学校名

作品タイトル

ぶたの貯金箱の使い道

心に栄養を

ゲーム内課金とお金の使い方

社会との繋がりであるお金

松山市立東中学校

お金に隠された気持ち

時間とお金の使い方

「おかね」についての悩み

お金のかたち

都道府県・学校名

上越教育大学附属中学校

堺市立長尾中学校

宮崎市立加納中学校

市川中学校

洛南高等学校附属中学校

山口大学教育学部附属光中学校

横浜市立大道中学校

横浜市立大道中学校

土佐町立土佐町中学校

熊本市立出水南中学校

向陽中学校

鹿児島市立甲南中学校

沖縄アミークスインターナショナル中学校

筑波大学附属中学校

第53回「おかねの作文」コンクール

【主催】金融広報中央委員会

【後援】金融庁、文部科学省、日本銀行、公益社団法人日本ＰＴＡ全国協議会、日本私立中学高等学校連合会

【募集テーマ】自由（おかねに関すること）

【募集期間】2020年6月～9月20日

 



特選（５名）

学年 氏名

金融担当大臣賞 大分県 大分東明高等学校 ２年 安部　萌由子

文部科学大臣賞 茨城県 江戸川学園取手高等学校 １年 森矢　あかり

日本銀行総裁賞 鳥取県 鳥取県立日野高等学校 １年 白迫　健翔

全国公民科・社会科教育研究会会長賞 東京都 東京都立国際高等学校 ２年 山﨑　帆希

金融広報中央委員会会長賞 兵庫県 西宮市立西宮高等学校 １年 江﨑　友紀

※特選受賞者在籍校には、学校賞を授与。

秀作（５名）

学年 氏名

青森県 青森明の星高等学校 ２年 肴倉　ほの花

東京都 東京都立国際高等学校 ２年 金井　美樹

秀作 大分県 大分東明高等学校 ２年 鳥井　ゆりあ

大分県 大分東明高等学校 ２年 宮川　桜

愛知県 愛知県立半田商業高等学校 ３年 大堀　ありさ

佳作（30名）

学年 氏名 学年 氏名

岩手県 １年 鎌田　優芽 広島県 広島県立尾道商業高等学校 ２年 高橋　美羽

秋田県 １年 佐々木　桃子 広島県 広島県立呉商業高等学校 ２年 西本　裕由

秋田県 １年 若生　美空 広島県 広島県立呉商業高等学校 ２年 山根　千京

静岡県 １年 新井　茜音 大分県 大分東明高等学校 ２年 阿南　智誉

静岡県 １年 黒川　房子 大分県 大分東明高等学校 ２年 岡﨑　彩乃

静岡県 １年 肥田　ひより 大分県 大分東明高等学校 ２年 後藤　瑛太

兵庫県 １年 影山　萌花 大分県 大分東明高等学校 ２年 廣瀬　壮汰

兵庫県 １年 會見　泰由 宮崎県 宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校 ５年 出井　阿茶

兵庫県 １年 武貞　瑞歩 北海道 北海道岩見沢農業高等学校 ３年 藤澤　梨奈

福岡県 １年 和田　桃愛 神奈川県 鎌倉女学院高等学校 ３年 小野　恵

海外
高校１年
（Grade１0）

松本　佳子 愛知県 愛知県立半田商業高等学校 ３年 川合　雅空

東京都 ２年 三浦　アーク 愛知県 愛知県立半田商業高等学校 ３年 村田　康太朗

岐阜県 ２年 安藤　瑠花 岡山県 岡山県立西大寺高等学校 ３年 山根　有加

岐阜県 ２年 松岡　瑞季 山口県 山口県立西京高等学校 ３年 梅田　苑佳

岡山県 ２年 岡　藍衣 佐賀県 佐賀県立佐賀商業高等学校 ３年 下村　希実

以　　上

岐阜県立大垣商業高等学校

岡山県立西大寺高等学校

兵庫県立神戸商業高等学校

福岡県立筑紫丘高等学校

東京都立国際高等学校

岐阜県立大垣商業高等学校

Lassiter High School

静岡県立伊豆中央高等学校

静岡県立伊豆中央高等学校

静岡県立伊豆中央高等学校

兵庫県立小野高等学校

兵庫県立神戸商業高等学校

賞 都道府県・学校名

岩手県立一関第一高等学校

秋田県立横手高等学校

秋田県立横手高等学校

賞 都道府県・学校名

都道府県・学校名

作品タイトル

祖母から学んだ経済戦略

株式投資で考える日本の未来

自然と共存し人に優しい農業とは

お金がすべてじゃない

これからの消費者教育の在り方

現金とキャッシュレス決済が共存する為に

外国人労働者と貧困

これからの日本において

みんなで豊かになるために

笑顔を守りたい

都道府県・学校名

作品タイトル

 

第18回「金融と経済を考える」高校生小論文コンクール

【主催】金融広報中央委員会

【後援】金融庁、文部科学省、日本銀行、全国公民科・社会科教育研究会、公益財団法人全国商業高等学校協会、全国家庭科教育協会、

日本私立中学高等学校連合会

【募集テーマ】自由（金融や経済に関すること）

【募集期間】2020年6月～9月20日


