
番号 学　　校　　名 学年・氏名等 個人・団体 善行内容 内容詳細

1 南関町立南関中学校 南関町喜ばせ隊 団体 社会奉仕活動

　独居老人への暑中見舞いや小学生への夏休み学習体験会、球技大会、
ウォークラリーのボランティア、南関関所祭りや文化祭のボランティアを
「なんかん喜ばせ隊」という希望者で構成された生徒が行っている。

2 長洲町立腹栄中学校 ２年　馬場　なみ（ばば　なみ） 個人 社会奉仕活動

　海でプラスチックごみが問題になっていることを知り、自分にできるこ
とはないかを考え、登下校中にごみ拾いを始め、帰宅後には、拾ったごみ
の分別も行っている。

3 山江村立万江小学校 ６年　堺　心花（さかい　しいか） 個人 社会奉仕活動

　小学１年生の時に校内での赤い羽根共同募金の活動に出会い、その募金
活動のお金の使い道を知って共感し、自分でこつこつと貯めたお金を募金
し、５年間継続している。

4 熊本市立武蔵小学校 第６学年 団体 社会奉仕活動
　平和学習の一環でウクライナの子供たちとオンラインで意見交換をし、
そこから自分たちでできることはないかを考え、支援活動を行った。

5 山鹿市立三岳小学校

２年　青木　空一（あおき　そらいち）
２年　浜松　楓華（はままつ　ふうか）
２年　野口　絆笑（のぐち　きらり）
２年　鹿子木　正海（かなこぎ　せいかい）
２年　西　響生（にし　ひびき）
３年　栗原　彪心（くりはら　ひゅうご）
３年　西　彫太（にし　ちょうた）
４年　野口　心羽（のぐち　しんば）
５年　栗原　心優（くりはら　みゆう）
５年　青木　海一（あおき　かいち）
５年　青木　樹一（あおき　きいち）
６年　堀江　りり（ほりえ　りり）
６年　野口　裟羽（のぐち　さわ）
６年　下村　翔（しもむら　しょう）

個人 初期消火活動

　三岳校区で火災が発生し、その火災に気付いた１４人の児童が、団地の
外に備え付けてある複数の消火器を協力して集め、消火にあたる地域の方
のところへ運搬し渡した。

6 人吉市立第二中学校
２年　村田　琉翔（むらた　りゅうしょう）
２年　青木　蓮依（あおき　れい）

個人 初期消火活動

　下校途中に林野火災に気付き、近くにおられた地域の方と協力して消火
活動を行った。

7 玉東町立木葉小学校 ５年　岩尾　拓真（いわお　たくま） 個人 人命救助

　帰宅途中で道端に老人男性が熱中症で倒れこんでいたところを発見。一
度はあまり気にとめずに帰宅したが、再び出かける時にまだ老人が倒れて
いたため、危険を感じ自宅に戻って母親に報告し、親が救急車を手配して
救助され、一命をとりとめた。

8 八代市立八千把小学校 ５年　西村　陸翔（にしむら　りくと） 個人 人命救助
　用水路に高齢者が転落しているのを発見し、それを家族に知らせて、家
族と一緒に救助し、救急車を要請し救助した。

9 菊池市立旭志中学校 旭志中学校生徒会 団体 地域貢献活動

　地域に暮らす多様な年代の方同士の交流の場を設け、イベントを企画し
ている。令和３，４年度には校内の空き地の有効活用を考え、芝生広場と
して整備し、ステージ発表を企画し、地域の方々の集う場となった。

10 天草市立御所浦小学校 ６年生児童・１１人 団体 地域貢献活動
　御所浦イルミネーションイベントで、子供たちが参画し、考えた企画を
プレゼンし、自分たちが考えたイベントを実行していく取組。

11 熊本県立御船高等学校
１年　松本　蓮（まつもと　れん）
１年　田上　莉央（たのうえ　りお）

個人 人命救助

　６月２８日（火）の朝、登校中に靴を履かずに靴下のまま道路の中央付
近を歩いている近隣の特別支援学校に通う児童を保護した。小学校の職員
へ引き渡すまで、優しく声掛けを行うなどの適切な対応を行った。
保護者からお礼の手紙をいただいた。

12 熊本県立鹿本商工高等学校 ３年　吉田　宗矢（よしだ　しゅうや） 個人 人命救助

　９月４日（日）に帰宅途中、バス車内において熱中症で倒れた４０代位
の男性を救助した。大勢の大人の乗客がバスを乗り換える中、救急車が到
着するまで飲料水を提供するなどの介抱を行った。
男性から感謝の連絡を受ける。

13 熊本県立球磨工業高等学校

カヌー部
１年　馬場　泰典（ばば　やすのり）
１年　池田　悠生（いけだ　ゆうせい）
１年　糸原　慎之介（いとはら　しんのすけ）

団体 人命救助

　５月１１日（水）午後５時頃、球磨川発船場付近の川岸で遊んでいた小
学生が、川に転落し溺れかけていた。
部活動の練習中の該当生徒は、小学生を発見し、３人で協力してカヌーで
近づき救助した。

14 熊本県立鹿本高等学校 ３年　工藤　武士（くどう　たけし） 個人 社会奉仕活動

　令和２年７月から学校の課題研究の一環で行っていた「里山の復興」の
取組を兄から引き継ぎ、令和３年７月に地域住民と「日ノ岡山を守る会」
を設立し、山鹿市の助成金で登山道の整備を行った。
　整備に加え、地域での活用を促すための様々な取組を行ったことで、市
役所も賛同し、活動の場が広まった。

15 熊本県立南稜高等学校 ３年　大川内　美音（おおかわうち　ねね） 個人 社会奉仕活動

　令和２年７月豪雨での被災体験を期に、専門分野の農業土木の観点から
防災や減災について「田んぼダム」のテーマで課題研究を行った。
災害リスクの低減に貢献することを模型を用いて説明し、全国に発信し
た。

16 熊本市立あおば支援学校 中学部３年・西山侑太朗（にしやま　ゆうたろう） 個人 社会奉仕活動

　小学校中学年の頃から、自宅近隣の公園に散歩や遊びに行く際、ゴミ袋
とビニール袋を持参し、ゴミ拾いをすることを続け、地域の環境美化に貢
献した。

17 熊本県立芦北支援学校
熊本県立芦北支援学校
高等部佐敷分教室

団体 社会奉仕活動

　平成２５年から年２回、生徒たちが育てた花苗を御立岬公園や道の駅た
のうらなどの花壇に定植する活動や御立岬の海岸の清掃活動を実施し、地
域の環境美化に貢献した。

令和４年度（２０２２年度）くまもとの笑顔・未来を創る児童生徒表彰結果について

１　特別賞



番号 学　　校　　名 学年・氏名等 個人・団体 善行内容 内容詳細

1 長洲町立清里小学校
６年　濱北　佑斗（はまきた　ゆうと）
６年　福田　虎之助（ふくだ　とらのすけ）

個人 自発的活動

　班別登校時に、本年度班長となった６年生２人が、自発的に下級生や
特別に支援の必要な児童に対し、手を引き優しく声をかけ、交通安全に
注意しながら登校している。

2 水俣市立久木野小学校 全校児童　１４人 団体 社会福祉活動

　高齢者が多い地域で、久木野地区を元気にするために自分たちに何が
できるのかを考え、高齢者との交流、地域の方を招待した収穫祭を実施
した取組。

3 玉名市立八嘉小学校 全校児童 団体 社会奉仕活動

　八嘉校区まちづくり委員会と一緒に花いっぱい運動を実施。校内や国
道花壇に花を植え、手入れ等を行っている。国道には四季折々の花が植
えられることでごみのポイ捨て抑止につながっている。

4 菊池市立菊池北中学校 人を喜ばせ隊 団体 社会奉仕活動
　「人を喜ばせ隊」が自主活動として、地域や学校の周辺で毎朝、ごみ
拾いをしている。

5 小国町立小国中学校
２年　佐藤　朱馬（さとう　しゅうま）
２年　川谷　唯心（かわたに　ゆいしん）
２年　森口　怜（もりぐち　れん）

個人 社会奉仕活動

　総合的な学習の時間に学習した「SDGs」の取組から川をきれいにする
と海もきれいになると考え自主的に川の清掃ボランティアを行った。

6 御船町立御船中学校 御船中学校生徒会 団体 社会奉仕活動

　毎月第１水曜日にJRC委員会の呼びかけで、ちょっとしたボランティ
アとして、学校周辺の公園や道路のごみ拾いや除草作業、落ち葉集めを
行った。

7 八代市立植柳小学校 あすなろ１組 団体 社会奉仕活動
　生活単元の時間を使って、校内の駐車場や運動場周辺を中心に清掃活
動を行った。

8 水俣市立水俣第二中学校 ２年　中村太郎（なかむら　たろう） 個人 社会奉仕活動
　小学４年生より、朝から週に２，３回程度、正門から生徒玄関までの
掃き掃除を継続して行っている。

9 水俣市立水俣第二小学校

５年　本村　莉穂（もとむら　りほ）
５年　内田　彩華（うちだ　いろは）
３年　本村　羚桜（もとむら　れお）
２年　内田　絆俐（うちだ　ばんり）
２年　水元　幸花（みずもと　さいか）

個人 人命救助

　下校中に倒れている女子高生に気付き、声をかけ、近くのガソリンス
タンドの男性に知らせた。

10 熊本市立竜南中学校
２年　中川　智博（なかがわ　ともひろ）
２年　麻生　覇久（あそう　はく）

個人 人命救助
　市電の線路に自転車のタイヤが引っ掛かって転倒した女性に声をか
け、安全な場所に着くまで見届けた。

11 八代市立松高小学校 ４年　橋口　美空（はしぐち　みく） 個人 伝統文化の継承
　八代市の伝統行事である妙見祭に関わり、太鼓と銅鑼を担当し、伝統
文化の継承を行っている。

12 熊本県立熊本北高等学校
１年　荒木　怜（あらき　れい）
１年　阿部　ゆきな（あべ　ゆきな）

個人 社会奉仕活動

　令和４年５月２６日（木）午前８時００分頃、友人と自転車で登校
中、学校近くの路上に大量のゴミが散乱していた。交通の妨げや交通事
故に注意しながらゴミを拾い、学校で分別して処分し、地域の環境美化
に貢献した。

13 熊本県立大津高等学校 ３年　増田　らん（ますだ　らん） 個人 社会奉仕活動

　２年次に行った保育園でのインターンシップを機に、園児への絵本の
読み聞かせのボランティアをまとめ役として行った。
保育士を目指す生徒が積極的に参加する活動の活性化につなげた。

14 熊本県立八代高等学校 ３年　冨　若奈（とみ　わかな） 個人 社会奉仕活動

　八代地域を中心に様々にボランティア活動を行っている「やつしろイ
ンターアクトクラブ」に所属し、精力的に活動した。
生徒代表として組織拡大活動に尽力し、参加者が９０名と拡大した。

15 熊本県立南稜高等学校 ２年　平野　秀太郎（ひらの　しゅうたろう） 個人 社会奉仕活動

　令和２年７月豪雨災害からの復旧・復興を目指し、県内各地で「木育
活動」に尽力した。地元の森林組合と連携して施設へのベンチなどの寄
贈や制作体験活動を実施した。

16 熊本市立必由館高等学校 １年　堀内　ちひろ（ほりうち　ちひろ） 個人 社会奉仕活動
　第２５代高校生平和大使の選考会で残念ながら落選するが、サポート
メンバーとして県内外の活動に参加し、世界平和維持活動に尽力した。

17 熊本県立済々黌高等学校

２年　糸岡　安結美（いとおか　あゆみ）
２年　厚賀　梨緒（あつが　りお）
２年　金井　遙香（かない　はるか）
２年　舛谷　瑠渚（ますや　るな）

個人 高齢者支援

　１１月１８日（金）に、高校の敷地内で発見した行方不明者を自宅ま
で送り届けた。
「怪我もなく無事に戻ってきて助かりました」との感謝の電話をいただ
いた。

18 熊本県立熊本高等学校 ３年　駒澤　莉々子（こまざわ　りりこ） 個人 高齢者支援

　７月２１日（木）（終業式後）の下校途中に、炎天下の中に道端で倒
れていた高齢男性を、救急車が到着するまでの間、自動販売機で購入し
た冷たい飲み物で首元を冷やすなど応急処置を迅速に行い、男性を介抱
した。
現場近くの会社に勤務する方から、お褒めの言葉をいただいた。

19 熊本県立熊本北高等学校 ２年　前出　昂輝（まえで　いぶき） 個人 高齢者支援

　６月３０日（木）午前１１時３０分頃、コンビニ前で体調不良で座り
込んでいた女性を救急車が到着するまでの間、日陰に誘導し介抱した。
その女性は病院に搬送され、重症化に至らず、回復された。

20 熊本県立大津高等学校 ３年　森田　和佳奈（もりた　わかな） 個人 高齢者支援

　６月１日（水）午前７時過ぎ、通学途中のショッピングプラザの駐車
場で、迷子になっている女性を保護し、交番まで送り届けた。
交通量の多い時間帯に事故にあわずに保護されたことに、隣接する老人
ホームより感謝の連絡を受ける。

21 熊本県立菊池農業高等学校 ３年　石松　尚翔（いしまつ　たかと） 個人 高齢者支援

　９月１日（木）に、熊本電鉄御代志駅のホームで、電車から降車の際
に転倒された高齢の男性の介抱を行い、迎えに来られた家族に無事に引
き渡した。
目撃されたタクシー運転手が熊本日日新聞へ連絡され、その内容が掲載
された。

令和４年度（２０２２年度）くまもとの笑顔・未来を創る児童生徒表彰結果について

２　入賞


