
令和４年度鹿児島県統計グラフコンクール入賞者一覧

◆第１部（小学校１年生及び２年生の児童）

入賞区分 学校名 学年 氏名 　　　題　　　　名

特選 鹿児島市立星峯東小学校 2年 川畑　奏空 ぼくたちのトイレ大調査

審査員
特別賞
入選

鹿児島大学教育学部附属小学校 2年 谷山　義仁 お手つだいでかぞくのえがおをさかせよう

入選 鹿児島大学教育学部附属小学校 1年 山田　峻大朗 せつでん　ぼくのいえでつかったでんきからかんがえる

入選 薩󠄀摩川内市立平佐西小学校 2年 上田　帆高 はについてしらべてみたら

入選 鹿児島大学教育学部附属小学校 2年 川池　結月 もっていますか？　エコバッグ

入選 鹿児島大学教育学部附属小学校 2年 黒木　ゆりか ラジオ体そう何人きているかな？

佳作 鹿児島市立中郡小学校 1年 𠩤　清紀 ぼくのあさがお

佳作 鹿児島市立西紫原小学校 1年 熊谷　香音 ザ・ねっちゅうしょう　やきゅうチ－ム～１８人にききました～

佳作 鹿児島大学教育学部附属小学校 1年 山下　由彩 やさいとくだものどこからきたの？

佳作 薩󠄀摩川内市立高来小学校 2年 肱黒　楓 ミニトマト

佳作 鹿児島大学教育学部附属小学校 2年 上園　桜子 どこからきたの！？私がつかうものたち！！

◆第２部（小学校３年生及び４年生の児童）

特選 鹿児島市立西紫原小学校 4年 上木原　悠羽 教えてください　あなたのけんけつ　僕を助けてくれた　たくさんのヒーロー

入選 鹿児島市立田上小学校 3年 石原　諒一 暑い夏　マスク　みんなどうしてる！？

入選 鹿児島大学教育学部附属小学校 3年 今針山　漣 学んで知ろう　桜島の大ふん火

入選 鹿児島市立原良小学校 4年 中島　篤 ぼくの家の省エネBefore＆After

入選 鹿児島市立西紫原小学校 4年 加藤　遙馬 １８さいになったらぼく達もせんきょに行くんだって！？教えて！！選きょのこと

入選 鹿児島大学教育学部附属小学校 4年 柳田　穂乃花 わたしたちの病気をなおす薬について

佳作 鹿児島市立西紫原小学校 3年 田代　爽馬 じつろく！！けいさつ３２人

佳作 鹿児島大学教育学部附属小学校 3年 今出　結仁 学校給食と元素

佳作 鹿児島大学教育学部附属小学校 3年 兒玉　怜和 本大すき　楽しい！　読書

佳作 鹿児島大学教育学部附属小学校 4年 川畑　璃空 お札になった偉人のこと　どれくらい知っている？

佳作 鹿児島大学教育学部附属小学校 4年 松田　和久 テレビ番組の種類を調べてみよう！！



◆第３部（小学校５年生及び６年生の児童）

入賞区分 学校名 学年 氏名 　　　題　　　　名

特選 薩󠄀摩川内市立平佐西小学校 5年 上田　朔士 どうしてる？みんなのイライラ

入選 鹿児島市立田上小学校 5年 石原　唯愛 あったか　助け合い　こども食堂

入選 鹿児島市立原良小学校 5年 大原　梨緒 私の町の道路ひょうしき

入選 鹿児島市立西紫原小学校 5年 二宮　晃太郎 鹿児島県のガソリンって安い↓？高い↑？

入選 鹿児島大学教育学部附属小学校 5年 川前　苺々瑚 やってみない？ヘアドネーション！

入選 鹿児島大学教育学部附属小学校 5年 村瀨　元太 進化する自動販売機

佳作 鹿児島市立西紫原小学校 5年 内金　颯太 かごしまの畜産はわっぜか！！

佳作 鹿児島大学教育学部附属小学校 5年 兒玉　怜佳 がんばれニッポン　オリンピックは東京からパリへ

佳作 鹿児島大学教育学部附属小学校 5年 髙橋　咲春 わが家のゼロカーボンチャレンジ

佳作 鹿児島大学教育学部附属小学校 5年 田畑　佳穏 私もスマホがほしい！

佳作 鹿児島市立田上小学校 6年 江島　知花 目指せ！殺処分ゼロの世界を！！

◆第４部（中学校の生徒）

入賞区分 学校名 学年 氏名 　　　題　　　　名

統計協会
会長賞
特選

学校法人　鹿児島純心女子学園
鹿児島純心女子中学校 3年 今村　莉彩 教員の意識調査と不足する実態

入選 鹿児島大学教育学部附属中学校 1年 兒玉　怜依 ジェンダーギャップって何？ ※全国コンクール入選

入選 日置市立伊集院中学校 2年 下野　姫葵 増えてる！？減ってる！？鹿児島に住む外国人

入選 日置市立伊集院中学校 2年 徳留　彩友 日本の食料自給率の今

入選
学校法人　鹿児島純心女子学園

鹿児島純心女子中学校 2年 上原　淑礼 全国に広がるハイブリッド図書館

入選 霧島市立牧之原中学校 3年 久米村　陽葉里 コロナ禍の働き方

佳作 霧島市立牧之原中学校 1年 国師　茄奈里 少子化、高齢化の原因

佳作 日置市立伊集院中学校 2年 山下　航輝 原子力発電所がある県は今どんな発電をしている？

佳作 鹿児島大学教育学部附属中学校 2年 髙味　美羽耶 海洋プラスチックゴミ問題～より良い社会と環境を未来へ～

佳作 3年 今釜　陽菜乃

佳作 3年 中村　煌希

佳作
学校法人　鹿児島純心女子学園

鹿児島純心女子中学校 3年 安藤　凛音 お肉を食べる量を減らして環境を守ろう！

薩󠄀摩川内市立川内南中学校 遅刻者減らそう大作戦！



◆第５部（高等学校以上の生徒・学生及び一般）

入賞区分 学校名 学年 氏名 　　　題　　　　名

1年 山下　桜輔

1年 吉村　香凜

1年 若尾　奏来

1年 鳥淵　璃紗

1年 中尾　和奏

1年 永野　航琉

1年 西野　杏

1年 塩屋　皓也

1年 粢田　未波

1年 角　理乃佳

1年 髙味　飛明

1年 松尾　佳奈

1年 松木　とも

1年 三角　琢磨

1年 宮田　栞奈

2年 内野　晴菜

2年 安城　薫子

2年 淵上　葵

2年 中村　莉望

2年 吉田　愛優

2年 小浜　鈴珠

2年 久木元　愛彩

2年 草野　沙也加

2年 児玉　彩純

2年 迫水　音琶

学校の荷物の重さ　私たちの負担

Japan Energy

見えない家畜の本当の姿

高校生の25人に１人　ヤングケアラーについて

ゴマダラチョウと寄生バエ

味噌 in KAGOSHIMA

鹿児島県立甲南高等学校特選

鹿児島県立甲南高等学校入選

鹿児島県立甲南高等学校入選

鹿児島県立甲南高等学校入選

鹿児島県立国分高等学校入選

鹿児島県立国分高等学校入選



◆第５部（高等学校以上の生徒・学生及び一般）

入賞区分 学校名 学年 氏名 　　　題　　　　名

1年 谷口　瑚々音

1年 田原　結望

1年 田丸　想翼

1年 茶屋道　友里

1年 宇都　沙彩

1年 江川　俐空

1年 小幡　航太郎

1年 尾前　怜珠

1年 竹迫　蒼依

1年 鶴田　さくら

1年 德田　隆之介

1年 冨田　恋羽

1年 居福　泰治

1年 今村　莉子

1年 浮津　陽音

1年 和泉　陽也

佳作
学校法人　鹿児島純心女子学園

鹿児島純心女子高等学校 1年 中島　菜南子 知りたい！長寿の秘訣

世界の子供は今

AIの社会進出

鹿児島県の読書愛　都道府県別読書率

どう変わった？鹿児島市の観光

鹿児島県立甲南高等学校佳作

鹿児島県立甲南高等学校佳作

鹿児島県立甲南高等学校佳作

鹿児島県立甲南高等学校佳作



◆パソコン統計グラフの部（小学校の児童以上）　

入賞区分 学校名 学年 氏名 　　　題　　　　名

特選 鹿児島県立甲南高等学校 1年 髙味　飛明 取るよね！育休!～少子化に歯止めを～

入選 日置市立伊集院中学校 2年 今用　実桜 世界と日本のエネルギー事情

入選 霧島市立牧之原中学校 3年 德永　真咲 女子サッカーについて

2年 大住　菜桜

2年 新町　羽菜

2年 野元　美来

2年 下野　桃葉花

2年 上田　倫啓

2年 本山　隼士

2年 福永　知樹

3年 佐藤　竜樹

3年 染谷　真心

3年 堀永　晴南

佳作 姶良市立柁城小学校 6年 川南　和雅 猛暑☆酷暑　地面の中は？

佳作 薩󠄀摩川内市立高来小学校 6年 西野　圭 高来小の虫歯調査

佳作 霧島市立牧之原中学校 1年 西　祐里奈 ドクターヘリ

佳作
学校法人　鹿児島純心女子学園

鹿児島純心女子中学校 2年 枦　亜季 熱中症のリスクを知る　～正しく知って，正しく対処する～

3年 原田　結

3年 日原　梨華

（統計協会会長賞）

学校名 学年 氏名 　　　題　　　　名

学校法人　鹿児島純心女子学園
鹿児島純心女子中学校 3年 今村　莉彩 教員の意識調査と不足する実態

(審査員特別賞）

学校名 学年 氏名 　　　題　　　　名

鹿児島大学教育学部附属小学校 2年 谷山　義仁 お手つだいでかぞくのえがおをさかせよう

入選

外国人の子に学びの場を

変遷していく投票率

河川・湖沼中のリン酸濃度測定器の開発

二酸化炭素測定器の開発～換気効果を簡単に測定～鹿児島県立国分高等学校佳作

鹿児島県立国分高等学校入選

池田学園池田高等学校入選

鹿児島県立国分高等学校



(奨励賞）

学校名 学年 氏名 　　　題　　　　名

三島竹島学園 9年 金子　莉緒 どのアプリでつながる？

1年 松井　ひめみ

2年 泉　蒼依

2年 元山　陽

3年 石原　元気

（WeLove天文館協議会特別賞）

学校名 学年 氏名 　　　題　　　　名

指宿市立開聞中学校 2年 小川　愛心 天文館図書館へようこそ！

（学校賞）

薩󠄀摩川内市立高来小学校

日置市立伊集院中学校

霧島市立牧之原中学校

学校法人　鹿児島純心女子学園　鹿児島純心女子中学校   

鹿児島県立甲南高等学校

鹿児島県立国分高等学校

森をま森隊～森林破壊と生物減少の関係性～宇検村立田検中学校


