
全国

日時：平成 2９年 10 月 1５日（日）1３時００分～1６時００分

場所：国立オリンピック記念青少年総合センター・センター棟研修室

409

    東京都渋谷区代々木神園町 3－1

（小田急線参宮橋下車徒歩 7 分、新宿駅から普通 2 駅目）

公益社団法人マナーキッズ🄬プロジェクト

第４回

「マナーキッズ®」調べ

表彰者発表会

プログラム



公益社団法人マナーキッズ®プロジェクト

第４回「マナーキッズ®」調べ

表彰者発表会次第

司会 田村純利

13:00～13:05 開会挨拶

       公益社団法人マナーキッズプロジェクト

理事長 田中日出男

13:05～13:10  祝辞 新山雄次様

     国立オリンピック記念青少年総合センタ

ー所長代理兼運営部長

13:10～13:20 小笠原流礼法畑山芳光師範礼法指導

【表彰者発表】（次頁発表者一覧参照）

13:20～13:29 幼稚園・保育園園児 3 名

13:29～13:47 小学生低学年 6 名

13:47～14:19 小学生中学年 8 名

14:19～14:34 小学生高学年 3 名

14:34～15:14 休憩（審査開始、面接）

        タイ公共放送放映                

15:14～15:22 審査結果発表

15:22～15:50  表彰式

15:50～15:55 講評・閉会挨拶

公益社団法人マナーキッズプロジェクト

理事 筑波大学大学院人間総合科学研究

科教授 大森肇

15:55～16:00 写真撮影他  



第 4 回「マナーキッズ®」調べ表彰者発表会推薦者名簿

                        推薦者

氏名 ふりがな 園・小学校 学年 性別

幼稚園・保育園の部 西本 佳那子 にしもと かなこ 東京都武蔵野市風の子保育園 年長 女

須藤 希 すどう のぞみ 東京都武蔵野市風の子保育園 年長 女

菅 悠次郎 すが ゆうじろう 東京都武蔵野市風の子保育園 年長 男

低学年の部（1～2 年生） 中山 航太郎 なかやま こうたろう 東京都品川区立浜川小学校 1 男

寺田 楓 てらだ かえで 東京都品川区立浜川小学校 2 女

磯貝 南帆 いそがい みなほ 神奈川県横浜市立上山小学校 2 女

齋藤 るう さいとう るう 神奈川県横浜市立上山小学校 2 女

佐藤 南月 さとう なつき 神奈川県横浜市立上山小学校 2 女

佐々木 崇博 ささき たかひろ 神奈川県横浜市立上山小学校 2 男

中学年の部（3～4 年生） 佐久間 るるあ さくま るるあ 東京都品川区立浜川小学校 3 女

中村 美華 なかむら みか 東京都調布市立国領小学校 3 女

中野 晴日 なかの はるひ 東京都調布市立国領小学校 3 女

石原 奈那海 いしはら ななみ 神奈川県横浜市立上山小学校 3 女

北脇 翔空 きたわき とあ 神奈川県横浜市立上山小学校 3 男

竹嶋 空 たけしま そら 神奈川県横浜市立上山小学校 3 男

渡邉 真央 わたなべ まお 東京都品川区立浜川小学校 4 女

鉢呂 朋佳 はちろ ともか 神奈川県横浜市立上山小学校 4 女

高学年の部（5～6 年生） 島倉 悠羽 しまくら ゆう 神奈川県横浜市立上山小学校 5 女

山邊 美樹 やまべ みき 東京都品川区立浜川小学校 6 女

向 理穂 むかい りほ 神奈川県横浜市立上山小学校 6 女



●開催趣旨

幼児期、小学校期に身につけるべき、①言葉②正しいお辞儀・挨

拶③歩き方・姿④生活⑤社会規範を明確にし、それに向かって、

本人、保護者、教師が一体となって取り組み、次代を担う子ども

たちが、将来、世界各国の人々から尊敬される日本人になる一助

にすることを目的に「マナーキッズ®」調べ表彰者を対象に、発表

会を開催します。

●名  称

第４回「マナーキッズ®」調べ表彰者発表会

●主 催

公益社団法人マナーキッズ®プロジェクト

●後 援

スポーツ庁

「早寝早起き朝ごはん」全国協議会  

読売新聞社

●対 象

幼稚園・保育園の部、小学校低学年の部、小学校中学年の部、小学

校高学年の部の 4 部門があり、次の中から合計で 20 名程度を選抜

します。



イ「マナーキッズ®」調べを実施した幼稚園・保育園、小学校で、

「マナーキッズ®」調べの表彰対象者（園児・児童と保護者が話

合い70 点以上該当者）の中から幼稚園・保育園、小学校から

推薦を受けた者で、感想文（テーマは「マナーキッズ®」調べを

体験して）を提出した者。

ロ 幼稚園・保育園、小学校からの推薦を受けていないが、「マナ

ーキッズ®」調べの表彰対象者（園児・児童と保護者が話合い

70 点以上該当者）で、個人申込で感想文（テーマは「マナー

キッズ®」調べを体験して）を提出した者。



●開催日時

全国大会 平成２９年１０月１５日（日）１3 時～１６時

●開催場所

国立オリンピック記念青少年センター・センター棟研修室４０９

  （小田急線参宮橋下車７分、新宿駅から各停で２駅目）

●発表内容

幼稚園・保育園児・・・・200 字以内（代筆可能）

小学校低学年児童・・・400 字以内

小学校中学年児童・・・600 字以内

小学校高学年児童・・・800 字以内

以上の感想文を発表します。

感想文テーマ：「「マナーキッズ®」調べを体験して

●参加人数

幼稚園・保育園の部、小学校低学年の部、小学校中学年の部、小学校

高学年の部合計２０名

「マナーキッズ®」調べを実施した全国各地からの推薦者及び個人申込者



●表 彰

マナーキッズ大使に該当する場合は、4 年生以上から若干名をマナ

ーキッズ大使に選考します。

各種表彰として「早寝早起き朝ごはん」全国協議会会長賞、公益社

団法人マナーキッズプロジェクト理事長賞、公益社団法人マナーキ

ッズプロジェクト奨励賞の表彰を行います。

●参加賞 キッザニア入場券

●審査委員長 明石要一 千葉敬愛短期大学学長

●審査委員  公益社団法人マナーキッズプロジェクト理事

●審査基準（総合点で審査を行います）

感想文

発表態度

なお、マナーキッズ大使は、感想文、発表態度に面接（若干名を対

象に実施）を加味し、選考します。



●幼稚園・保育園 園児の部 発表についてのコメント欄

●小学生低学年児童の部 発表についてのコメント欄



●小学生中学年児童の部 発表についてのコメント欄

●小学生高学年児童の部 発表についてのコメント欄



●審査結果/講評



●備忘録




