
■環境大臣賞 （名古屋市立笠寺小学校3年 清水 香恋さん）

リサイクル くるくるかわって また会おう

■「エコ・ファースト推進協議会」優秀賞 （神戸市立下畑台小学校5年 冨澤 絆月さん）

ちょこっと エコっと 地球はニコッと

■日本ことわざ文化学会賞 （東近江市立蒲生西小学校6年 和田 昂志郎さん）

習ったエコが 気づけば習慣

※加盟企業賞は次ページ以降で紹介しております。なお、各受賞作品は表彰団体や企業が環境・CSR活動への
取り組みを推進する上でのスローガンなどとして利活用していく予定です。
また、12月に予定しておりました表彰式に関しては新型コロナウイルス感染症の状況に鑑み、受賞者の皆様ならびに
ご列席者の皆様の安全確保を最優先に考慮し、中止することといたしました。

環境省から環境先進企業として認定を受けた「エコ・ファースト企業」による自主運営組織「エ

コ・ファースト推進協議会」（2009年12月9日設立、加盟55社 ）は、環境省の後援、全国小中学校

環境教育研究会の協力を得て、6月4日から9月10日まで、全国の小・中学生から創作ことわざ「エコ

とわざ」を募集しました。

昨年に引き続き、最優秀作品には「環境大臣賞」(1点)、その他「エコ･ファースト推進協議会」

優秀賞、日本ことわざ文化学会賞(各1点)、各加盟企業賞(34点)の合計37作品を表彰します。

本協議会では、日本がカーボンニュートラルを目指すことを宣言した2050年に、自分たちが住む

地球がどうあってほしいかを考える機会を提供することで、地球の未来を担う小・中学生の環境意

識醸成に寄与したいと考え「美しい地球で暮らしていくために、私たちに何ができるか考えよう～

2050年どんな未来にしたいかな～」をテーマとし、本コンクールを開催いたしました。

応募作品997点は審査委員会※及び各企業にて厳正に審査を行い、以下の通り受賞作品を決定しま

した。

※日本ことわざ文化学会 会長 渡辺慎介氏(横浜国立大学名誉教授）をはじめとする有識者、及び主催者によって構成。
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議 長 : 上 田 輝 久

( 株 式 会 社 島 津 製 作 所 代 表 取 締 役 会 長 )

＜本件に関するお問い合わせ先＞
エコ・ファースト推進協議会 事務局担当：阪ノ下、岡崎、中村

（株式会社島津製作所環境経営統括室内）
TEL：０７５-８２３-１１１３ メールアドレス：eco1st_m@group.shimadzu.co.jp  

http://www.eco1st.jp/



■加盟企業賞 （「エコ・ファースト企業」認定順）

・ビックカメラ賞 （慶應義塾中等部1年 黒見 龍春さん）

慧眼を得て覗く未来に あふれる美しい地球

・ユニー賞 （名古屋市立五反田小学校1年 長岡 未桜さん）

おでかけは すいとうもって あるいてゴー

・キリン賞 （玉川学園小学部6年 加藤 梓英奈さん）

自然がね 地球の未来を 知らせてくれる

・ライオン賞 （東近江市立朝桜中学校2年 和田 芹奈さん）

地球のために選択 エコで世界を洗濯

・積水ハウス賞 （大阪教育大学附属平野小学校4年 新見 歩史さん）

ぐるぐるまわる資源と地球

・日産自動車賞 （名進研小学校1年 磯貝 香凜さん）

こわれても なおしてつかおう いつまでも

・ＮＥＣパーソナルコンピュータ賞 （品川区立第二延山小学校6年 佐藤 弘規さん）

消すことで未来のあかり灯すんだ

・リマテックホールディングス賞 （名進研小学校1年 瀬戸 佐奈さん）

きはみどり そらはそらいろ いつまでも

・三洋商事賞 （知立市立知立西小学校6年 岡本 詩乃さん）

リサイクル、サステナブルな笑顔のサイクル

・ＡＮＡ賞 （秦野市立南小学校5年 諸田 和真さん）

話そうよ 明かりを消して 星のこと

・タケエイ賞 （練馬区立大泉学園桜小学校4年 相馬 芽生さん）

小さなゴミにも大きな未来

・川島織物セルコン賞 （静岡市立森下小学校2年 落合 壮真さん）
エコみらい ぜんいんさんかが GOALのカギだ

・クボタ賞 （川崎市立宮前平小学校2年 木村 美玖さん）

エゴとエコ どちらをとるかで 未来は変わる

・熊谷組賞 （山口市立大殿小学校3年 伊本 憲剛さん）

エコバッグ ひろげひろがる 明るい未来
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■加盟企業賞 （「エコ・ファースト企業」認定順）

・戸田建設賞 （箕面自由学園中学校3年 櫻井 美羽さん）

風力で 電気と笑顔を巻き起こせ

・ワタミ賞 （練馬区立豊玉小学校4年 高橋 真緒里さん）

私の畑 不揃い野菜も 美味しいよ

・辻・本郷税理士法人賞 （仙台市立錦ケ丘小学校4年 佐藤 竜也さん）

お下がりを着るのはぼくのSDGs

・エフピコ賞 （玉川学園小学部6年 青山 幸浩さん）

分別は 明日を変える分起点

・スーパーホテル賞 （箕面自由学園中学校3年 吉開 菜々美さん）

もったいない 皆でなくそう フードロス

・リクルート賞 （八雲学園中学校3年 藤井 百花さん）

エコの芽は みんなの心に 生えている

・大成建設賞 （慶應義塾中等部2年 篠 くるみさん）

ひとりじゃない みんなで作ろう 青い地球

・ブラザー工業賞 （玉川学園小学部6年 藤沢 路偉さん）

２０５０ 地球の歌声 エコーする

・アジア航測賞 （慶應義塾中等部2年 吉田 櫂さん）

エコ燃料 澄みきった空 安全も

・西松建設賞 （箕面自由学園中学校1年 丸尾 美弓さん）

脱プラで 守ろうみんなの 青い海

・住友化学賞 （西宮市立春風小学校6年 藤井 梨輝さん）

ゴミじゃない 分ければ資源 また会おう

・清水建設賞 （蕨市立東小学校6年 金関 大翔さん）

誰かじゃない ぼくらで守る 青い地球（ほし）

・佐藤工業賞 （市原市立有秋西小学校5年 野尻 佐紀さん）

その行動 地球のあしたが かわるかも
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■加盟企業賞 （「エコ・ファースト企業」認定順）

・島津製作所賞 （品川区立第四日野小学校5年 石渡 継雲さん）

捨てる物 工夫しだいで 使う物

・大東建託賞 （名進研小学校1年 岩田 篤拓さん）

木を植えてみらいの空気守るひと

・サンヨーホームズ賞 （茅野市立宮川小学校6年 牛山 まりあさん）

未来へと 繋ぐバトンは リサイクル

・ライク賞 （横浜雙葉小学校3年 石田 瀬菜さん）

3だい目 わたしの服は おさがリユース

・ソフトバンク賞 （横浜市立上末吉小学校2年 松澤 うららさん）

スイッチを パチっと消せば 光る未来

・東急建設賞 （市原市立有秋西小学校5年 山口 陽太さん）

考えて プラごみ食べた 海のぼく

・日本道路賞 （箕面自由学園中学校3年 萩井 太一さん）

エコの道 世界のみんなで 歩き出す
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