
報道資料 

令和 4年 12月 2日 

令和 4年度（2022年度）「熊本の心」作文募集事業における優秀作文について 

熊本県では「熊本の心」（助けあい 励ましあい 志高く）を県民一人ひとりの精神基盤と

して、その普及・啓発に努めています。 

 そこで、郷土を愛し、「熊本の心」の具現化を推進するために、7 月 4 日～9 月 16 日の期

間、県内在住の小・中学生及び高校生以上を対象として、「熊本の心」作文を募集したところ、

3,010点の応募がありました。 

 作文審査の結果、最優秀賞（熊本県教育委員会賞、「熊本の心」推進協議会賞）及び優秀賞

（熊本県文化協会賞、熊本公徳会賞、熊本日日新聞社賞、熊本県地域婦人会連絡協議会賞、

熊本県ＰＴＡ連合会賞）が決定したのでお知らせいたします。 

１ 最優秀賞 

賞の種類 氏名 学校名 学年 作文題 

熊本県 

教育委員会賞 

（はまたけ たいき） 

濱武 大輝 

 

山鹿市立大道小学校 

 

６ 

 

灯ろうの心を受け継ぐ 

「熊本の心」 

推進協議会賞 

（かわの たくま） 

川野 逞 

 

山鹿市立鹿本中学校 

 

１ 

 

じいちゃんは負けてない 

 

２ 優秀賞 

賞の種類 氏名 学校名 学年 作文題 

熊本県 

文化協会賞 

（よしだ りょうま） 

吉田 僚真 

 

宇城市立三角中学校 

 

３ 

 

挫折を乗り越えて 

熊本公徳会賞 （くろき さくら） 

黒木 咲良 

 

熊本県立芦北高等学校 

 

２ 

 

自分と向き合う 

熊本日日新聞

社賞 

（せざき あんじゅ） 

瀬﨑 杏樹 

 

熊本県立八代清流高等学校 

 

１ 

 

みんなの力を合わせれば 

熊本県地域婦人会 

連絡協議会賞 

（たぐち たいせい） 

田口  大晴 

 

芦北町立佐敷小学校 

 

１ 

 

「ぼくのかぞく」をよんで 

熊本県 

PTA連合会賞 

（みやはら るな） 

宮原 瑠菜 

 

あさぎり町立あさぎり中学校 

 

１ 

 

「植林人生」を読んで 

 

３ 「熊本の心」作文募集について 

  ※別紙募集要項参照 

 

４ 表彰式について 

日 時：令和４年（２０２２年）１２月２６日（月） １０：３０～１１：３０ 

場 所：熊本県庁本館 ５F 審議会室 

   （会場住所：熊本県熊本市中央区水前寺６丁目１８－１） 

 
【問合せ先】 

熊本県教育庁市町村教育局 

社会教育課家庭教育支援班 

担当者：米良 

TEL：096-333-2697 内線（6724） 



令和４年度（２０２２年度）「熊本の心」作文募集要項 

 
１ 趣旨                          

  熊本県では、「熊本の心」（助けあい 励ましあい 志高く）を県民一人ひとりの精神基盤と

して、その普及・啓発に努めています。 

  また、道徳教育用郷土資料「熊本の心」を刊行し、豊かな自然に恵まれ、伝統・文化や幾多の

偉大な先人を育んできた郷土熊本の素晴らしさを伝え、人の生き方や考え方に共感をもって学び、

郷土に対する愛着を深めることができるよう、その活用を推進しています。 

  また、平成２８年熊本地震関連教材「つなぐ～熊本の明日へ～」を新たに刊行し、熊本地震の

経験を未来の創り手となる児童生徒につなぎ、郷土を愛し、自己の生き方を考え、夢と誇りを持

って自主的に行動する児童生徒の育成に取り組んでいます。 

  そこで、郷土を愛し、「熊本の心」の具現化を推進するために、今年度も郷土愛・道徳心を高

めるとともに、心豊かな熊本を創る「熊本の心」作文を募集します。 

 

２ 主催 

  熊本県教育委員会、「熊本の心」推進協議会 

 

３ 共催（予定） 

  熊本日日新聞社、熊本県文化協会、熊本公徳会、熊本県ＰＴＡ連合会、熊本県地域婦人会連絡

協議会 

 

４ 後援（予定） 

  熊本県、熊本県公立高等学校ＰＴＡ連合会、熊本県特別支援学校ＰＴＡ連合会、熊本県私立中

学高等学校保護者会、熊本県小中学校長会、熊本県公立高等学校長会、熊本県私立中学高等学校

協会 

 

５ 応募資格 

  県内在住の小学生、中学生、高校生以上の県民 

 

６ 作文のテーマ 

  熊本の心にちなんだ次の各号のいずれかに当てはまるものとします。 

 （１）テーマ① 

   ・道徳教育用郷土資料「熊本の心」を用いた授業や「熊本の心」を読んで感じたことや学ん

だことに関するもの 

・熊本地震関連教材「つなぐ～熊本の明日へ～」を読んで感じたことや学んだことに関する

もの 

 （２）テーマ② 

   ・日常の生活の中で感じた「熊本の心」（助けあい 励ましあい 志高く）に関するもの 

 

７ 募集期間 

 令和４年（２０２２年）７月４日（月）から令和４年（２０２２年）９月１６日（金）まで 

別紙 



８ 応募様式 

  ４００字詰め原稿用紙３枚（１，２００字）以内とします。ただし、小学校低学年については、

学年に応じた原稿用紙の使用も可とします。 

 

９ 提出方法 

  原則として郵送又は持参により提出してください。なお、出品表及び一般の方の作文（下表※）

は、電子メールにより提出することができます。 

なお、提出物及び提出先は、以下のとおりとします。 

提出者 提出物 提出先 

市町村立小中学校及び義務教育学校 
・作品（作文） 

・出品表（別紙様式１）※ 
市町村教育委員会 

県立学校 

国立及び私立学校 

・作品（作文） 

・出品表（別紙様式１）※ 
県社会教育課 

一般 ・作品（作文）※ 県社会教育課 

 

１０ 審査、賞の種類等 

 （１）審査は、小学生の部（テーマ①及び②）、中学生の部（テーマ①及び②）、高校生以上（テ

ーマ②のみ）の部の５部門ごとに、この作文募集事業を主催及び共催する団体の代表者等で

構成する審査会において行います。 

 （２）各部門から、次の賞を選考します。 

   ア 最優秀賞 すべての部門から計２点 

    ※最優秀賞には熊本県教育委員会賞、「熊本の心」推進協議会賞のいずれかの賞を授与し

ます。 

   イ 優秀賞  テーマごとに各部門から各１点（計５点） 

    ※優秀賞には、熊本日日新聞社賞、熊本公徳会賞、熊本県文化協会賞、熊本県ＰＴＡ連合

会賞、熊本県地域婦人会連絡協議会賞のいずれかの賞を授与します。 

 （３）入賞者には、賞状及び次の副賞を授与します。 

   ア 最優秀賞 １０，０００円分の図書カード及び記念品 

   イ 優秀賞   ６，０００円分の図書カード 

 

１１ 入賞者発表 

   令和４年（２０２２年）１２月上旬頃に、熊本日日新聞紙上で入賞者を発表します。新聞紙

上の発表項目は、当該入賞者が児童生徒の場合は在籍する学校名及び学年、それ以外の場合は

氏名及び在住する市町村名とします。また、受賞した児童生徒が在籍する学校及び一般の受賞

者へは、別途通知します。 

 

１２ 表彰 

   最優秀賞及び優秀賞については、上記入賞者発表後、表彰式を行います。表彰式の詳細につ

いては、別途通知します。 

 

 



１３ 留意事項 

 （１）作品には、上記６より選択したテーマ番号を明記するとともに、一般の方は題・氏名（ふ

りがな）・連絡先を、児童生徒は題・学校名・学年・氏名（ふりがな）を記載してください。 

 （２）各学校にあっては、テーマごとに、各学年から1点ずつ出品することができます。ただし、

テーマ間及び学年間の出品数の流用はできません。 

 （３）各学校にあっては、応募の際、出品表（別紙様式１）を添付してください。なお、応募総

数を把握する必要があるので、出品表には必ず校内の応募総数を記入してください。 

 （４）作品は、未発表のものに限ります。入賞した作品がすでに発表されたものであることが判

明した場合は、当該作品の入賞は取り消されることがあります。なお、応募作品については

返却しません。 

 （５）すべての応募作文の著作権は、作文執筆者本人に帰属しますが、入賞作品は、「熊本の心

優秀作文集」、各共催団体が発行する機関誌及び熊本県教育委員会のホームページに掲載す

るに当たり、各共催団体と熊本県教育委員会に当該入賞作品の使用許諾があったものとしま

す。また、審査を行う際の作文の複写使用についても同様とします。 

  

１４ 提出先及び問合せ先 

   熊本県教育庁市町村教育局社会教育課 家庭教育支援班 担当 米良 

   〒８６２－８６０９ 

    熊本市中央区水前寺６丁目１８番１号 

    電話  ０９６－３３３－２６９７ 

    E-mail mera-t@pref.kumamoto.lg.jp 



令和４年度（２０２２年度）「熊本の心」作文募集要項 
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１１ 入賞者発表 
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１２ 表彰 

   最優秀賞及び優秀賞については、上記入賞者発表後、表彰式を行います。表彰式の詳細につ

いては、別途通知します。 
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