
新潟県・新潟市小学校教育研究会　H２９年度　「考える力を育てる問題」優秀賞　受賞者リスト 平成30年1月31日

おめでとうございます！受賞作品は，若干の修正や著作権処理をしたものから順に「Webすこらe」にアップし，会員の皆様や子どもたちに，広く活用いただく予定です。

最優秀賞（各教科１名）

教科 学年 問題名 地域 学校名 氏名

最優秀賞 国語 5 言葉に興味をもって，楽しみながら新聞を読もう 新潟 新潟市立曽根小学校 市橋良太

最優秀賞 算数 6 組み合わせ 五泉 五泉市立村松小学校 笠井恵美　、　黒田哲平

最優秀賞 理科 5 明かりをつけよう，じしゃくのひみつ
電気のはたらき，ものの体積と温度

五泉 五泉市立五泉南小学校 加藤悠一

優秀賞（総計47名）

優秀賞（総
計47名）

教科 学年 問題名 地域 学校名 氏名

1 国語1 6 自分の意見を伝えよう（話すこと・聞くこと） 見附 見附市立名木野小学校 山本哲哉

2 国語2 6 読むこと 五泉 五泉市立橋田小学校 田中一史

3 国語3 3 おもちゃの説明書を作ろう 長岡 長岡市立寺泊小学校 山田真弘

4 国語4 5 調べたことを整理し，インタビューしよう（話す・聞く） 五泉 五泉市立川東小学校 渡部武志

5 国語5 5 説明文　グラフや表を用いて書こう～資料を見て考えて伝えよう 村上 村上市立村上小学校 當摩洋一

6 国語6 6 わたしたちの　ふるさと　にいがた 五泉 五泉市立五泉南小学校 五泉南小国語部

7 国語7 5 新聞を読もう 燕 燕市立分水小学校 宇佐実敦子

8 国語8 4 絵を見てお話をつくろう！！ 新潟 新潟市立上所小学校 西川敦子

9 算数１ 6 速さ 新発田 新発田市立猿橋小学校 岡田崇宏

10 算数２ 3 あまりのあるわり算 新潟 新潟市立新津第一小学校 大橋　博

11 算数３ 5 割合とグラフ 五泉 五泉市立愛宕小学校

清野　美紀子，遠山　尚子
長谷川　砂富，加藤　奈緒子
廣田　千尋

12 算数４ 1 たしざん 五泉 五泉市立村松小学校 高橋　直子，小林　孝俊

13 算数５ 3
数量関係　「数量の関係を式に表す、読む」
「□を使った式に表し、□に数をあてはめて調べる」 五泉 五泉市立　五泉東小学校 岩﨑　賢一郎

14 算数６ 5 式と計算 南魚 南魚沼市立北辰小学校 田端　智絵

15 算数７ 3 重さ 上越 上越市立高志小学校 山岸　英昭

16 算数８ 3 あまりのあるわり算　　かけ算 阿賀 　阿賀町立日出谷小学校 伊藤　　尚

17 算数９ 6 速さ 魚沼 魚沼市立小出小学校 笠原健児

18 算数１０ 6 比 五泉 五泉市立橋田小学校 番場裕子

19 算数１１ 5 体積 十日町 十日町市立田沢小学校 大久保文子

20 算数１２ 5 分数のたし算・ひき算 新潟 新潟市立上所小学校 三浦智恵子

21 算数１３ 3 長さ 五泉 五泉市立巣本小学校 柾木寿美子

22 算数１４ 4 がい数 上越 上越市立上雲寺小学校 吉川宏美

23 算数１５ 5 割合 妙高 妙高市立妙高高原南小学校 田原　充浩

24 算数１６ 5 角柱と円柱 胎内 胎内市立黒川小学校 本間　裕

25 算数１７ 1 たしざん 上越 上越市立直江津小学校 廣井千穂

26 算数１８ 3 円と球 上越 上越市立直江津小学校 武田美津子

27 算数１９ 4 式と計算 上越 上越市立直江津小学校 岩﨑　美紀

28 算数２０ 5 図形の角 上越 上越市立直江津小学校 金子恵太

29 算数２１ 5 割合 小千谷 小千谷市立南小学校 長谷川侃

30 算数２２ 5 割合とグラフ 阿賀 阿賀町立津川小学校 水藻正美

31 算数２３ 2 　たしざんとひきざんのひっさん 長岡 長岡市立脇野町小学校 白井　健元

32 算数２４ 5 円と正多角形 五泉 五泉市立五泉南小学校 大久保　朋子

33 算数２５ 4 計算のしかたを考えよう 五泉 五泉市立大蒲原小学校 高橋優希

34 算数２６ 5 図形の面積，小数のかけ算，小数のわり算 燕 燕市立分水小学校 三浦秀之 

35 算数２７ 2 かけ算 小千谷 小千谷市立東小千谷小学校 秋山仁美

36 算数２８ 6 比とその応用 小千谷 小千谷市立東小千谷小学校 佐々木敬

37 算数２９ 4 大きな数 魚沼 魚沼市立堀之内小学校 福井悟

38 算数３０ 1 たしざんとひきざん 魚沼 魚沼市立堀之内小学校 森山美里

39 算数３１ 4 わり算 長岡 栃尾東小学校 五十嵐実

40 算数３２ 6 曲線のある形の面積 五泉 五泉市立五泉小学校 加藤大祐

41 理科１ 3 明かりをつけよう 柏崎 柏崎市立鯨波小学校 渡辺俊和

42 理科２ 6 月の形と太陽 新潟 新潟市立早通小学校 斎藤隆

43 理科３ 3 かげと太陽 阿賀野 阿賀野市立安田小学校 磯部博幸

44 理科４ 6 月の形と太陽 胎内 胎内市立中条小学校 杉山順二

45 理科５ 5 ふりこの運動 小千谷 小千谷市立東小千谷小学校 佐藤務

46 理科６ 6 てこのはたらき 柏崎 柏崎市立柏崎小学校 近藤亜矢子

47 理科７ 6 実や種子のでき方 十日町 十日町市立千手小学校 田口真也
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