
最　優　秀　賞

氏　名 小学校名

民　谷　知　歩 秩父市立原谷小学校 ゴミとしげん 分ける習かん 身につけよう。

優　秀　賞

氏　名 小学校名

島　嵜　陽　士 秩父市立秩父第一小学校 ゴミ出しの ルールをまもって すみよい町に

新　井　光　翔 秩父市立花の木小学校 手にとった すべてのゴミが 資源かも

山　中　凰　生 秩父市立西小学校 ただのごみ 正しく分ければ 資源ごみ

新　井　梨　心 秩父市立西小学校 リサイクル 一つ一つの つみかさね

町　田　虎大朗 秩父市立南小学校 すてるゴミ 知恵と工夫で リサイクル

黒　澤　颯　太 秩父市立尾田蒔小学校 最後まで きれいに使って リサイクル

冨　田　　　蓮 秩父市立原谷小学校 もらいません ストローわりばし レジぶくろ

出　浦　紅　麗 秩父市立吉田小学校 「いりません」 袋もらわず マイバック

大　澤　美　祐 秩父市立荒川東小学校 守ろう ゴミの分別 秩父の自然

伊　藤　桃　空 横瀬町立横瀬小学校 リサイクル 他人にまかせず 私から

尾　木　美　音 横瀬町立横瀬小学校 プラゴミを へらしてゆこう 未来へと

鷹　啄　聖　樹 横瀬町立横瀬小学校 捨てるゴミ 知恵と工夫で 再利用

福　嶋　太　希 横瀬町立横瀬小学校 一番は、ごみを出さない心がけ 地球のために ぼくらのために

横　田　瑚　都 横瀬町立横瀬小学校 ゴミ分別 緑の地球 守る術

轟　　　あまね 皆野町立皆野小学校 使いすて⁉ いいえ。みんなで ごみ減量

平　　　楓　冬 皆野町立国神小学校 こっちかな?? 小さな気使い ゴミへらす

玉　川　天　都 皆野町立三沢小学校 週末は 家族で分ける しげんごみ

田　中　は　る 長瀞町立長瀞第一小学校 ぼくたちも てつだいできるよ リサイクル

神　林　心　音 小鹿野町立両神小学校 考えよう これはゴミかな 資げんかな

福　島　愛　蘭 小鹿野町立両神小学校 ごみぶん別 なれてしまえば へっちゃらです
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佳　　　作

氏　名 小学校名

黒　澤　祐　菜 秩父市立秩父第一小学校 それどっち みんなで分別 リサイクル

田　鹿　明　希 秩父市立秩父第一小学校 考えよう これでいいの？ このゴミは

諸　　　夕　輝 秩父市立秩父第一小学校 マーク見て きちんと分別 リサイクル

峯　岸　快　成 秩父市立花の木小学校 リサイクル みんなでゴミの 減量化

浅　見　　　綾 秩父市立西小学校 分別し ルールを守って リサイクル

井　上　釉　爲 秩父市立西小学校 リサイクル 減らす気持ちも 忘れない

大　澤　優　生 秩父市立西小学校 レジ袋 もらわず買い物 エコライフ

松　澤　留　愛 秩父市立西小学校 リサイクル やってみれば かんたんだ

松　本　華帆乃 秩父市立西小学校 リサイクル 地球にやさしい 心がけ

藤　掛　聖　來 秩父市立西小学校 リサイクル 人も自然も みな笑顔

知　久　悠　惺 秩父市立南小学校 リサイクル ぼくらの未来を 守ろうよ

岩　崎　　　望 秩父市立原谷小学校 ゴミのない キレイな町で えがおさく

黒　澤　奏　真 秩父市立原谷小学校 買うまえに ゴミになるかを 考えよう

黒　沢　龍　吾 秩父市立原谷小学校 リサイクル 家族みんなで 協力だ

坂　本　陽　斗 秩父市立原谷小学校 残さずに ごはんを食べて ごみ減量

倉　林　樹　生 秩父市立原谷小学校 そのようき つめかえ用が あるんじゃない？

田　口　茉　子 秩父市立原谷小学校 リサイクル 今やることで 未来くる

髙　野　静　菜 秩父市立久那小学校 ごみへらす 未来の世界 美しく

亀　田　雅　子 秩父市立高篠小学校 リサイクル 正しく分けて また会おう

宮野前　瑠　維 秩父市立高篠小学校 リサイクルで ささえる未来 ぼくたちも

茂　木　謙　臣 秩父市立大田小学校 ごみをへらそう ちきゅうにやさしく リサイクル

小　菅　伊　織 秩父市立影森小学校 リサイクルして ささえよう ちちぶのきれい

新　井　結々奈 秩父市立影森小学校 せつやくは みんなえがおに なるんだよ

浅　見　莉　香 秩父市立吉田小学校 リサイクル いしきしてれば できるはず

黒　澤　美　玖 秩父市立吉田小学校 ごみたちは きっと変わるよ 未来もね

小　林　陽　成 秩父市立吉田小学校 たいせつに つかってへらそ ごみのかず

彦久保　丈　瑠 秩父市立吉田小学校 出るごみを すくなくしよう 一つでも

彦久保　円　花 秩父市立荒川東小学校 ごみげん量 家族みんなで リサイクル

四方田　雅　樹 秩父市立荒川東小学校 秩父市の ゴミをへらすのは あなたです。

増　田　奈々花 秩父市立荒川西小学校 リサイクル やってみようよ 自分から

荒　舩　悠　介 横瀬町立横瀬小学校 リサイクル みんなで協力 あかるい未来

今　井　夢　唯 横瀬町立横瀬小学校 買い物の お友はいつも エコバッグ

日　高　ゆ　い 横瀬町立横瀬小学校 そのふくろ ごみになるなら もらわない

植　竹　章　大 皆野町立皆野小学校 ごみじゃない 見方をかえたら おたからだ

請　川　雪　羽 皆野町立皆野小学校 お気に入りのワンピース 次は妹のお気に入り

門　平　梓　希 皆野町立皆野小学校 買う前に いるかいらない さいかくにん

中　島　龍　也 皆野町立皆野小学校 ごみへらそう すみよい町には リサイクル

大　塚　美　鈴 皆野町立皆野小学校 ゴミ一つ へらす気持ちが 大事だよ

倉　林　璃　空 皆野町立皆野小学校 ひとりじゃダメ！ みんなではじめる ゴミダイエット

関　和　秀　樹 皆野町立皆野小学校 だれかじゃない ぼくから始める リサイクル

安　井　清　人 皆野町立皆野小学校 ゴミ用心 ごみかたからか あなたしだい

髙　橋　奈　吾 長瀞町立長瀞第二小学校 リサイクル ごみの中にも たからもの。

今　井　夢　華 小鹿野町立長若小学校 この町の 未来のために リサイクル

髙　田　琴　美 小鹿野町立三田川小学校 へらせるよ すてない工夫と 使うアイディアで
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