
ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 
2021年 12月 24日 

  

報道関係各位 株式会社ファミリーマート 

 

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：細見研介）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「ファミリーマートありがとうの手紙コンテスト」を開催しております。 

13回目となる本年は、ファミリーマート創立 40周年を記念し、学校・団体を表彰する「ファミリーマート 40周

年記念賞」を設けて開催し、全国 1,846 校・団体から、33,979 通の手紙が寄せられました。全国を 7 ブロッ

ク（北海道・東北、関東1（東京都・神奈川県）、関東2（茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県）、

中部・東海、関西、中国・四国、九州・沖縄）に分けて、応募作品の一次審査、二次審査を実施し、2021

年 12月 6日（月）に最終審査会を実施いたしました。ジャーナリストの池上彰氏を審査員長とする厳正なる

審査が行われた結果、各ブロックの「最優秀作品賞」21 作品、「審査員特別賞」35 作品、ブロックを問わず、

全国の学校・団体から選出した「ファミリーマート 40周年記念賞」40校・団体が決定いたしました。 

 

■自然環境や地域を見守ってくださってい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、学校教育でも力を入れているSDGsの視点をテーマに

した手紙も募集いたしました。SDGs 教育の機会が増えたことにより、こどもたちの自然環境への意識も大きく変

わっていることがうかがえる手紙が集まりました。また、地域を見守ってくださっている方々へ宛てた手紙では、従来

の家族との関係だけではなく、地域社会と自分の関係を見つめ直すような、より深い視点からの手紙もありまし

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でご覧

いただくことができます。  

URL:https://www.family.co.jp/sustainability/children/thanks_letter/2021/sakuhin.html 

 

■審査員長 池上彰氏の講評 

審査に入る前は、コロナに関するテーマが多いだろうと考えていたのですが、いい意味で裏切られました。身の

まわりの環境に目を向けている作品が多く、小学校での SDGs 教育が熱心に行われているのだろうと感じます。

例えば、森があるから海が豊かになる、自分の好きなチョコレートの原料のカカオがどこからどのようにやってくるかな

ど、さらに広い視点に立って自分の手で調べて、自分なりに考えていることに驚きました。感謝の気持ちがさらに

広がりと深みを増したものになっているのです。外に遊びにいく機会が減っている時間のなかで、こんなにも前向き

に未来を考えるこどもたちの姿に感動しました。 

～全国の小学生から届いた 33,979 通の感謝の手紙～ 

「ありがとうの手紙コンテスト 2021」結果発表 

 

https://www.family.co.jp/sustainability/children/thanks_letter/2021/sakuhin.html


■最優秀作品賞受賞者の表彰式開催について 

表彰式は、新型コロナウイルス感染予防の観点から、原則としてオンライン開催で実施いたします。受賞者に

は、表彰状と副賞を進呈します。 

 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 2021受賞作品集」を 2022年 1月に発

行し、応募者の在籍する学校のほか、教育委員会等に配布する予定です。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■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：2021年 6月 1日（火）～10月 31日（日） 

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：1,846校・団体、33,979通 

５．審査員： 

＜審査員長＞ 池上 彰（ジャーナリスト） 

＜審査員＞ いとう みく（児童文学作家、日本児童文学者協会会員） 

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）  

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、ファミリーマート 40 周年記念賞 40

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）ファミリーマート 40周年記念賞：表彰状・図書カード（５万円分） 

（４）参加賞：応募者全員にファミリーマートのプライベートブランドのお菓子の引換券 

 

昨年度の表彰式の様子 



■受賞者発表 ※敬称略 

（１）最優秀作品賞（各ブロック 3名） 

＜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 白河市立みさか小学校 2 七見 樹（ななみ いつき） 

中学年 宮城県 白石市立白石第一小学校 4 小関 義恭（こせき よしすけ） 

高学年 岩手県 岩泉町立有芸小学校 6 工藤 千喜（くどう ちはる） 

  

＜関東１ブロック＞ 

部門 都道府県 学校名 学年 名前 

低学年 東京都 星美学園小学校 2 橋口 侑來（はしぐち ゆいり） 

中学年 東京都 星美学園小学校 4 冨澤 多喜（とみざわ たき） 

高学年 神奈川県 横浜市立潮田小学校 5 武島 瑞錦（たけしま みずき） 

 

＜関東２ブロック＞ 

部門 都道府県 学校名 学年 名前 

低学年 栃木県 那須塩原市立東小学校 1 磯 明依奈（いそ あいな） 

中学年 埼玉県 熊谷市立長井小学校 4 笠原 一馬（かさはら かずま） 

高学年 千葉県 我孫子市立我孫子第四小学校 6 宮本 愛安世（みやもと あやせ） 

 

＜中部・東海ブロック＞ 

部門 都道府県 学校名 学年 名前 

低学年 山梨県 富士河口湖町立船津小学校 2 渡邉 碧（わたなべ あおい） 

中学年 山梨県 駿台甲府小学校 4 古屋 璃佳（ふるや りか） 

高学年 岐阜県 美濃市立中有知小学校 5 森 賢心（もり けんしん） 

 

＜関西ブロック＞ 

部門 都道府県 学校名 学年 名前 

低学年 大阪府 大阪市立小松小学校 1 榊原 和花子（さかきばら わかこ） 

中学年 兵庫県 姫路市立城西小学校 3 福井 心結（ふくい みゆ） 

高学年 滋賀県 草津市立玉川小学校 5 田代 暖（たしろ はる） 



＜中国・四国ブロック＞ 

部門 都道府県 学校名 学年 名前 

低学年 徳島県 徳島文理小学校 2 松村 琉花（まつむら るか） 

中学年 徳島県 徳島文理小学校 4 岡本 篤典（おかもと あつのり） 

高学年 広島県 福山市立光小学校 6 山岡 桜（やまおか さくら） 

 

＜九州・沖縄ブロック＞ 

部門 都道府県 学校名 学年 名前 

低学年 福岡県 福岡市立有田小学校 2 小花 美織（おばな みおり） 

中学年 鹿児島県 天城町立岡前小学校 3 宇都 佑星（うと ゆうせい） 

高学年 鹿児島県 鹿児島市立八幡小学校 6 笑喜 供志朗（しょうき きょうしろう） 

 

（２）審査員特別賞（各ブロック 5名） 

＜北海道・東北ブロック＞ 

都道府県 学校名 学年 名前 

宮城県 気仙沼市立九条小学校 1 前田 莉結（まえだ りゆ） 

福島県 福島市立荒井小学校 1 川島 尚子（かわしま なおこ） 

新潟県 新潟市立亀田東小学校 5 松本 護也（まつもと もりや） 

福島県 いわき市立久之浜第二小学校 5 今野 佑矢（こんの ゆうや） 

福島県 会津美里町立高田小学校 5 関 大芽（せき たいが） 

 

＜関東１ブロック＞ 

都道府県 学校名 学年 名前 

東京都 東京創価小学校 1 餘吾 稜真（よご りょうま） 

神奈川県 横浜市立洋光台第二小学校 2 木谷 穂花（きたに ほのか） 

東京都 葛飾区立花の木小学校 3 平野 志龍（ひらの しりゅう） 

神奈川県 平塚市立八幡小学校 5 大村 愛実（おおむら まなみ） 

神奈川県 横浜市立南山田小学校 6 鎌田 彩莉（かまだ いろり） 

 

＜関東２ブロック＞ 

都道府県 学校名 学年 名前 

埼玉県 宮代町立笠原小学校 1 鈴木 日彩（すずき ひいろ） 

栃木県 宇都宮市立豊郷南小学校 3 大森 玲愛（おおもり れな） 



栃木県 那須塩原市立東小学校 4 富田 颯（とみた はやと） 

群馬県 前橋市立敷島小学校 6 井上 琴子（いのうえ ことこ） 

千葉県 習志野市立谷津小学校 6 白石 莉菜（しらいし りな） 

 

＜中部・東海ブロック＞ 

都道府県 学校名 学年 名前 

岐阜県 岐阜市立加納西小学校 3 大橋 侑正（おおはし ゆうせい） 

岐阜県 美濃加茂市立古井小学校 4 西田 江里菜（にしだ えりな） 

静岡県 静岡市立清水三保第一小学校 5 千家 結奈（せんけ ゆな） 

静岡県 静岡市立清水有度第二小学校 5 渡邊 琳央（わたなべ りお） 

岐阜県 高山市立北小学校 5 田邊 陽音（たなべ はると） 

 

＜関西ブロック＞ 

都道府県 学校名 学年 名前 

大阪府 大阪教育大学附属天王寺小学校 2 北山 咲希（きたやま さき） 

兵庫県 姫路市立城西小学校 3 田原 悠愛（たはら ゆあ） 

滋賀県 守山市立物部小学校 3 辻 和真（つじ かずま） 

京都府 京都女子大学附属小学校 6 髙藤 宏光（たかふじ ひろあき） 

滋賀県 東近江市立五個荘小学校 6 森野 奏（もりの かなで） 

 

＜中国・四国ブロック＞ 

都道府県 学校名 学年 名前 

広島県 東広島市立西条小学校 2 福原 実恋（ふくはら みこ） 

徳島県 徳島文理小学校 2 石井 杏奈（いしい あんな） 

徳島県 徳島文理小学校 2 川田 葵生（かわた あおい） 

広島県 福山市立光小学校 3 大土井 花奈（おおどい はな） 

徳島県 石井町立高川原小学校 3 久米 咲（くめ さき） 

  

＜九州・沖縄ブロック＞ 

都道府県 学校名 学年 名前 

福岡県 敬愛小学校 1 矢田 悠瑠馬（やた はるま） 

佐賀県 佐賀市立嘉瀬小学校 3 小野原 陽莉（おのはら ひまり） 

福岡県 大野城市立大城小学校 4 下村 遥花（しもむら はるか） 

福岡県 大野城市立御笠の森小学校 3 古賀 心清（こが しせ） 

福岡県 北九州市立足立小学校 6 小田 孝太朗（おだ こうたろう） 

 



（３）ファミリーマート 40周年記念賞（40校） 

都道府県 学校名 都道府県 学校名 

福島県 二本松市立大平小学校 愛知県 蒲郡市立中央小学校 

福島県 福島市立野田小学校 滋賀県 甲賀市立水口小学校 

福島県 白河市立白河第二小学校 大阪府 堺市立神石小学校 

福島県 白河市立みさか小学校 大阪府 大阪教育大学附属天王寺小学校 

東京都 府中市立小柳小学校 大阪府 大阪市立海老江東小学校 

東京都 世田谷区立桜小学校 兵庫県 川西市立東谷小学校 

東京都 世田谷区立世田谷小学校 兵庫県 姫路市立城西小学校 

神奈川県 川崎市立日吉小学校 鳥取県 鳥取市立久松小学校 

神奈川県 川崎市立大谷戸小学校 岡山県 倉敷市立中庄小学校 

茨城県 桜川市立岩瀬小学校 広島県 東広島市立西条小学校 

埼玉県 川越市立南古谷小学校 広島県 広島市立大町小学校 

埼玉県 上尾市立原市小学校 徳島県 徳島文理小学校 

埼玉県 久喜市立鷲宮小学校 徳島県 石井町立高川原小学校 

埼玉県 朝霞市立朝霞第三小学校 徳島県 藍住町立藍住東小学校 

千葉県 習志野市立東習志野小学校 福岡県 大牟田市立駛馬小学校 

愛知県 岡崎市立井田小学校 福岡県 糸田町立糸田小学校 

愛知県 岡崎市立六ツ美南部小学校 福岡県 春日市立春日北小学校 

愛知県 岡崎市立広幡小学校 熊本県 熊本市立御幸小学校 

愛知県 碧南市立西端小学校 熊本県 熊本市立西里小学校 

愛知県 蒲郡市立形原小学校 鹿児島県 霧島市立国分小学校 

 

 

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 


