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（別紙3）

令和元年度 やまなし環境美化推進ﾎﾟｽﾀｰ・標語ｺﾝﾃｽﾄ 入賞作品
標語部門 中学校の部 入賞作品
３Ｒ 捨てる前に 再確認
優秀賞
富士川町立増穂中学校 2年 佐野 七葉 さん
温暖化 ストップするには ３Ｒ
入選
富士川町立増穂中学校 1年 金井 楯 さん
３Ｒ 未来へツナグ 笑顔（ひかり）たち
入選
昭和町立押原中学校 2年 青柳 海玖 さん
身近から 呼びかけようよ ３Ｒ
入選
富士川町立増穂中学校 2年 式部 伊莉亜 さん
無駄なゴミ 無くしていこう 未来へと
入選
中央市立玉穂中学校 2年 望月 朋樹 さん
捨てちゃダメ 大事に使って リサイクル
入選
富士川町立増穂中学校 2年 大木 颯一郎 さん
捨て方が ゴミと資源の 分かれ道
入選
富士川町立増穂中学校 2年 神田 真依 さん
僕のゴミ リサイクルして 変身だ
入選
富士川町立増穂中学校 2年 手塚 達平 さん
ゴミ拾い 地球を守る きれいな手
入選
富士川町立増穂中学校 3年 金井 樹 さん
プラゴミは リサイクルできる 資源だよ
入選
富士川町立増穂中学校 3年 小山 果純 さん
つくろうよ 持続可能な 社会をね
入選
富士川町立増穂中学校 3年 野澤 悠斗 さん
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