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報道関係各位  

 

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：澤田貴司）は、地域社会と共にこど

もたちの成長を応援し、感謝の気持ちが溢れる地域社会づくりに貢献することを目的に、2009 年から小学生を

対象とした「ありがとうの手紙コンテスト」を開催しております。 

12回目となる本年は、全国 1,451校・団体の小学生の皆様から、29,429通のこころあたたまる手紙が届

きました。このたび、2020 年 12 月 4 日（金）に最終審査会を実施し、ジャーナリストの池上彰氏を審査員

長として厳正なる審査を行った結果、最優秀作品賞 21 作品、審査員特別賞 35 作品、学校団体賞７校・

団体が決定いたしましたので発表いたします。 

 

■審査員長 池上彰氏の講評 

今年は夏休みが短くなったことなども影響して、応募数は昨年に及びませんでしたが、内容としては素晴らしい

ものがたくさん寄せられました。審査をする中でみなさんの票がわかれることが多かったのも、それだけレベルが高い

ものがそろっていた現れでしょう。例えば宅配便の方やごみ収集の方など、いわゆるエッセンシャルワーカーへ目が

向いたのも今年ならではのことと思います。毎日を支えてくれる身近な人たちへの感謝を見つけるこどもたちのやさ

しい気持ちを感じ、とてもうれしく思いました。 

 

■新型コロナウイルス感染症の最前線で活躍される方々への感謝の手紙が多数寄せられました 

今年度は、こどもたちが日常で感じるありがとうに加え、新型コロナウイルス感染症の最前線で活躍されている

皆様への感謝の手紙も併せて募集いたしました。新型コロナウイルス感染拡大により、こどもたちの生活も大きく

変わり、日常生活を支えて下さっている“エッセンシャルワーカー”の皆様へ宛てた手紙が多数寄せられました。ま

た、新たな気づきや困難を糧にして、こどもたち自身が成長していると感じられる手紙も多数見られました。 

なお、最優秀作品賞および審査員特別賞を受賞した作品は、本日からファミリーマートのホームページにてご

紹介しております。 

※こちらの URLからご覧いただけます。  

https://www.family.co.jp/arigatou2020  

 

■最優秀作品賞受賞者の表彰式開催について 

表彰式は、通常、児童の活躍を地域とともにお祝いすることを目的に、地域の責任者が最優秀作品賞受賞

者の学校に赴き、開催させていただいておりますが、今回は、新型コロナウイルス感染の状況を鑑み、原則として

オンライン開催で実施させていただきます。受賞者には、表彰状と副賞を進呈いたします。 

 また、活動報告書として｢ファミリーマートありがとうの手紙コンテスト2020 受賞作品集」を2021年１月に発

行予定です。応募者の在籍する学校のほか、教育委員会等に配布予定です。 

文部科学省後援事業 
「ありがとうの手紙コンテスト２０２０」受賞作品発表 
～２９,４２９通のこころあたたまる手紙が届きました～ 

https://www.family.co.jp/arigatou2020


 

昨年度の表彰式の様子 

 

■コンテスト概要 

１．応募対象：全国の小学校 １年生～６年生 

２．応募期間：2020年７月１日（水）～10月 31日（土） 

３．応募の種類：「学校応募」、「その他団体応募」、「個人応募」の３種類 

４．応募総数：1,451校・団体、29,429通 

５．審査員： 

＜審査員長＞  

池上 彰（ジャーナリスト） 

＜審査員＞  

小峰 広一郎（株式会社 小峰書店 代表取締役社長）  

野中 柊（作家、日本ペンクラブ「子どもの本委員会」メンバー）  

いとう みく（児童文学作家、日本児童文学者協会会員） 

垣見 俊之（株式会社ファミリーマート 執行役員 CAO（兼）管理本部長） 

６．受賞作品：最優秀作品賞２１作品、審査員特別賞３５作品、学校・団体賞７校 

７．賞／賞品 

（１）最優秀作品賞：表彰状・図書カード（1万円分）・メモリアルブック 

（２）審査員特別賞：表彰状・図書カード（3千円分） 

（３）学校団体賞：表彰状・図書カード（10万円分） 

（４）参加賞：応募者全員にファミリーマートの「FamilyMart Collection」引換券 

（108円分のお菓子） 

８．審査結果報告 

（１）ファミリーマート ありがとうの手紙コンテスト 2020 ホームページ 

https://www.family.co.jp/arigatou2020 

（２）受賞作品集の発行 

活動報告書として｢ファミリーマートありがとうの手紙コンテスト2020 受賞作品集」を2021年１月

に発行予定です。応募者の在籍する学校のほか、教育委員会等に配布予定です。 

 

 

 

 

 

 



■受賞者発表 ※敬称略 

（１）最優秀作品賞  

＜北海道・東北ブロック＞  

部門 都道府県 学校名 学年 名前 

低学年 福島県 郡山市立喜久田小学校 2 
鈴木 優芽 

（すずき ゆうめ） 

中学年 福島県 いわき市立中央台南小学校 4 
若松 千花子 

（わかまつ ちかこ） 

高学年 青森県 八戸市立多賀台小学校 6 
木村 斗優 

（きむら とうま） 

 ＜関東１ブロック＞ 

部門 都道府県 学校名 学年 名前 

低学年 神奈川県 横浜市立文庫小学校 2 
小牧 愛子 

（こまき あいこ） 

中学年 東京都 筑波大学附属小学校 3 
荒井 雅佳 

（あらい もとか） 

高学年 神奈川県 川崎市立大谷戸小学校 6 
髙島 葵 

（たかしま あおい） 

＜関東２ブロック＞ 

部門 都道府県 学校名 学年 名前 

低学年 千葉県 八千代市立新木戸小学校 1 
吉永 陽香 

（よしなが はるか） 

中学年 茨城県 桜川市立岩瀬小学校 4 
川那子 悠和 

（かわなご ゆうわ） 

高学年 茨城県 利根町立文小学校 6 
長谷川 暉 

（はせがわ あきら） 

＜中部・東海ブロック＞ 

部門 都道府県 学校名 学年 名前 

低学年 石川県 金沢市立額小学校 2 
海老塚 愛奈 

（えびつか あいな） 

中学年 岐阜県 本巣市立弾正小学校 4 
矢野 心愛 

（やの ここな） 

高学年 福井県 坂井市立加戸小学校 6 
向野 一愛 

（むこうの ひとえ） 

＜関西ブロック＞ 

部門 都道府県 学校名 学年 名前 

低学年 京都府 京都女子大学附属小学校 2 
楠田 佳蓮 

（くすだ かれん） 



中学年 和歌山県 智辯学園和歌山小学校 4 
土倉 侑空 

（つちくら いく） 

高学年 京都府 
京都教育大学附属京都小中 

学校 
6 

坂下 鈴奈 

（さかした れいな） 

＜中国・四国ブロック＞ 

部門 都道府県 学校名 学年 名前 

低学年 愛媛県 松前町立松前小学校 1 
豊郷 心優 

（とよさと みゆ） 

中学年 広島県 呉市立白岳小学校 4 
保手濱 夏実 

（ほてはま なつみ） 

高学年 高知県 
高知県立高知江の口特別 

支援学校 
6 

大内 詩歌 

（おおうち しいか） 

 

＜九州・沖縄ブロック＞ 

部門 都道府県 学校名 学年 名前 

低学年 熊本県 熊本市立託麻東小学校 2 
木村 喜 

（きむら るん） 

中学年 福岡県 宇美町立宇美小学校 4 
林 空菜 

（はやし そな） 

高学年 福岡県 北九州市立足立小学校 5 
小田 孝太朗 

（おだ こうたろう） 

 

（２）審査員特別賞 

＜北海道・東北ブロック＞ 

都道府県 学校名 学年 名前 

福島県 桜の聖母学院小学校 2 齋藤 陽斗（さいとう はると） 

宮城県 白石市立白石第一小学校 3 小関 義恭（こせき よしすけ ） 

新潟県 新潟市立亀田東小学校 4 松本 護也（まつもと もりや ） 

北海道 釧路町立別保小学校 5 鈴木 苺果（すずき いちか） 

福島県 桜の聖母学院小学校 6 矢野 紗彩（やの さあや） 

＜関東１ブロック＞ 

都道府県 学校名 学年 名前 

神奈川県 相模原市立小山小学校 1 田中 愛梨（たなか あいり） 

神奈川県 横浜市立上郷小学校 2 上原 ゆり（うえはら ゆり） 

神奈川県 横浜市立平戸小学校 4 渡邉 ほのか（わたなべ ほのか） 

神奈川県 横浜市立南瀬谷小学校 4 柳沢 稟彩（やなぎさわ りさ） 

東京都 杉並区立荻窪小学校 6 三上 日菜子（みかみ ひなこ） 

＜関東２ブロック＞ 

都道府県 学校名 学年 名前 



茨城県 つくば市立大曽根小学校 1 矢口 理人（やぐち りひと） 

茨城県 桜川市立岩瀬小学校 1 武井 奏磨（たけい そうま） 

千葉県 千葉市立緑町小学校 4 関口 陽紀（せきぐち はるのり） 

茨城県 筑西市立大田小学校 5 佐藤 凌誠（さとう りょうせい） 

千葉県 千葉市立緑町小学校 6 和泉 咲歩（いずみ さきほ） 

＜中部・東海ブロック＞ 

都道府県 学校名 学年 名前 

石川県 金沢市立緑小学校 1 卜部 陽菜（うらべ ひな） 

静岡県 静岡市立井宮小学校 2 石嶋 涼（いしじま りょう） 

愛知県 岡崎市立大門小学校 3 宮山 巧海（みややま たくみ） 

長野県 岡谷市立長地小学校 4 横川 芽凪（よこかわ めいな） 

岐阜県 山県市立伊自良南小学校 5 フォン・フラクシュタイン・エリザベト・リディア・ク

ララ 

＜関西ブロック＞ 

都道府県 学校名 学年 名前 

和歌山県 智辯学園和歌山小学校 1 侯 博康（こう ひろやす） 

兵庫県 姫路市立城西小学校 1 小林 諒陽（こばやし あさひ） 

滋賀県 草津市立矢倉小学校 4 島津 心温（しまづ ここね） 

和歌山県 智辯学園和歌山小学校 4 侯 峻康（こう たかやす） 

和歌山県 和歌山市立八幡台小学校 6 中舘 雪乃（なかだて ゆきの） 

＜中国・四国ブロック＞ 

都道府県 学校名 学年 名前 

香川県 香川大学教育学部附属高松 

小学校 
1 松田 紗央莉（まつだ さおり） 

鳥取県 鳥取市立城北小学校 3 寺岡 優希（てらおか ゆうき） 

徳島県 東みよし町立加茂小学校 4 篠原 紬（しのはら つむぎ） 

徳島県 徳島文理小学校 6 山口 心愛（やまぐち こころ） 

岡山県 真庭市立勝山小学校 6 福本 太一（ふくもと たいち） 

 ＜九州・沖縄ブロック＞ 

都道府県 学校名 学年 名前 

福岡県 大野城市立大野南小学校 1 山王 香穂（さんのう かほ） 

鹿児島県 霧島市立国分小学校 2 井上 和奏（いのうえ わかな） 

熊本県 熊本市立託麻東小学校 3 甲斐 宗汰郎（かい そうたろう） 

熊本県 宇土市立宇土小学校 6 松本 一心（まつもと いっしん） 

鹿児島県 日置市立伊集院小学校 6 松元 心（まつもと こころ） 

 

（３）学校団体賞 

地区 都道府県 学校名 

北海道・東北 福島県 二本松市立塩沢小学校 



関東１ 神奈川県 川崎市立大谷戸小学校 

関東２ 埼玉県 久喜市立鷲宮小学校 

中部・東海 愛知県 岡崎市立井田小学校 

関西 兵庫県 姫路市立城西小学校 

中国・四国 徳島県 徳島文理小学校 

九州・沖縄 熊本県 熊本市立泉ヶ丘小学校 

 

ファミリーマートは、本コンテストを通じて、地域社会の一員として次世代を担うこどもたちの教育支援に積極

的にかかわることで、地域社会の発展に一層寄与してまいります。また、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のも

と、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を

目指してまいります。  

 

以上 

 


