
最　優　秀　賞

氏　名 小学校名

若林　優芽 秩父市立原谷小学校 分別で 未来の地球が 笑ってる

優　秀　賞

氏　名 小学校名

引間　龍聖 花の木小学校 ごみへらそう、 本気の行動、 かわる未来

赤岩　ひなた 花の木小学校 エコバッグ わすれぬ事が ゴミ減量

倉林　すみれ 花の木小学校 もう慣れた どこに行くにも マイバッグ

須永　太惺 花の木小学校 考えよう ゴミかしげんか 見分けよう。

岡村　悠杜 西小学校 リサイクル ちがうかたちで また会おう

遠田　成海 西小学校 ゴミにはね しゅるいがあるから わけようね

川浦　愛菜 尾田蒔小学校 ごみカレンダー よく見て正しく 分別しよう

小菅　珠希 原谷小学校 ちがいます 必要な物と ほしい物

根岸　百々葉 原谷小学校 かぎりある しげんはみんなの たから物

村山　琴音 原谷小学校 「これはゴミ？」 見つめてみよう 身のまわり

山本　康士朗 影森小学校 空きビンに リユース願い 水洗い

山野　大哉 影森小学校 分別は 地球とみんなの お約束

村田　優 吉田小学校 お父さん へらしてみよう ごみと、体重

伊藤　桜空 横瀬小学校 ゴミ減らし 秩父の笑顔を 守ろうよ

南　耶真斗 皆野小学校 いらない物 買わずもらわず ごみへらす

新井　里桜 皆野小学校 エコバッグ お買い物の 相ぼうだ

大澤　広笑 長瀞第二小学校 守ろうよ 地球環境 君次第

野口　萌衣 長瀞第二小学校 リサイクル 未来へつながる エールだよ

敬称略

第25回「ごみの減量化に関する標語」の優秀作品

標語作品

標語作品



佳　　　作

氏　名 小学校名

柗澤　拓和 秩父第一小学校 つづけよう 地球にやさしい リサイクル

相馬　悠人 花の木小学校 おんだん化 止めようリユース 減量化

市川　莉帆 花の木小学校 やってみよう！ 未来のために ゴミげんりょう

田中　すず 花の木小学校 ごみへらし 愛するモノたち 守ってく

真下　虎大 花の木小学校 リサイクル 秩父のみどりも みんなスマイル

逸見　莉杏 西小学校 へらそうよ ごみのぶんべつ みらいのため

引間　夢乃 南小学校 リサイクル ゴミが宝に 変わるかも

町田　陽那太 南小学校 工夫して ゴミをへらして いい気持ち

横田　彩姫 尾田蒔小学校 リサイクル ごみをへらせる 第一歩

浅見　蒼依 原谷小学校 ゴミだって 生まれかわれる リサイクル

井上　遥仁 原谷小学校 買う前に 本当に必要？ 考えよう

山下　寿偉 原谷小学校 温暖化 地球の出してる ＳＯＳ

赤岩　柚菜 原谷小学校 ごみ減量 はじめの一歩は、 マイボトル

笠嶋　菜々美 原谷小学校 もったいない まだ使えるよ 大事なしげん

増井　皇心 原谷小学校 ゴミを分け あなたも今日から 仕分け人

内田　妃音 原谷小学校 リユースで 自分もえ顔 みんなもえ顔

小池　優愛 原谷小学校 かぎりある しげんを捨てずに リサイクル

福島　想涼 久那小学校 ポイ捨てゼロ きれいな秩父で おもてなし

大嶋　一杏 高篠小学校 ごみだって　 それぞれ帰る 家がある。

大野　知花 高篠小学校 リサイクルで 未来の資源へ バトンタッチ。

黒沢　芽唯 高篠小学校

黒沼　陸人 大田小学校

櫻澤　悠飛 影森小学校 分別は 未来へつながる だい一歩

嶋野　蓮太朗 影森小学校 ぼくたちの 未来のかけはし 再利用

原　栞那 影森小学校 リサイクル 新たな命の 始まりだ

新井　輝 影森小学校 リサイクル みんなでやれば 大きな資源

日野原　優実 影森小学校 さいりよう 地球をすくう お手伝い。

黒澤　結菜 吉田小学校 リサイクル ごみも資源に 大変身

鷹啄　香音 吉田小学校 ごみのない きれいな街を 歩きたい。

邊見　凰雅 吉田小学校 その一本 買うならぼくは マイボトル

矢嶌　海輝 吉田小学校 ゴミへらす アイデアだしあい リサイクル

三上　雄大 荒川東小学校 ごみをへらし みんなで守る ぼくらの未来

横田　鈴葉 荒川西小学校 ごみの日は 一人一人が 分別だ

平沼　千英 横瀬小学校 減量化 すごく大切 つづけよう

横田　裕飛 皆野小学校 分別は 一人一人の手で きれいな町に

金室　和花 国神小学校 ポイすては 人の心も すてている

新井　暖 三沢小学校 工夫して そのゴミまだまだ ステイホーム

萩原　美音 三沢小学校 まかせてね 私にもできるよ　リサイクルしわけのおてつだい

篠田　明日香 長瀞第一小学校 ごみへらし みんなでやろう できること

藤田　航平 長瀞第一小学校 リデュースを いつも心に マイバッグ

浅見　心映 長瀞第二小学校 ポイ捨ては きみと環境 悪くする

瀧上　将輝 長瀞第二小学校 やってみよう 自分ができる ３Ｒ

強矢　愛美 小鹿野小学校 守ってね　 ごみの分別 リサイクル

千島　琉嘉 小鹿野小学校 リサイクル すこしのくふうで エコ作る

田中　実玖 長若小学校 ゴミ分別 守って作ろう きれいな町

斉藤　千晴 三田川小学校 リサイクル ちきゅうを守る 第一歩

今井　大翔 両神小学校 すてないで 協力しようよ リサイクル

根岸　俊太朗 両神小学校 ごみたちが まだ使えるよ と言っている

山本　晴斗 両神小学校 ごみへらそう みんなで協力 リサイクル

敬称略

標語作品

ゴミの分別　　　　　　　エコバッグ　　　　 　　未来につながるエコ習かん

リサイクル 　いしきを変えてコツコツと 　みんなでやれば　 大きな力


