
東京府中ロータリークラブ作文コンクール課題一覧

回数    課題                    表彰式
第 １ 回      職業について             １９７５年１１月１７日
第 ２ 回      私の府中                １９７６年１２月４日
第 ３ 回      友情、友達             １９７７年６月２５日
第 ４ 回      職業について              １９７８年６月２４日
第 ５ 回      将来の希望              １９７９年６月１６日
第 ６ 回      思いやり              １９８０年６月２８日
第 ７ 回      府中市と私              １９８１年６月１３日
第 ８ 回      私の家庭               １９８２年６月１９日
第 ９ 回      わたしのおとうさん、私の父       １９８３年６月２５日

       わたしのおかあさん、私の母
第１０回  私たちのまち              １９８４年６月２３日
第１１回  ぼくの友達、わたしの友達        １９８５年６月１５日
第１２回  わたしの仲間              １９８６年６月１４日
第１３回  働く人に目を向け、社会と職業とのかかわり１９８７年６月２７日

       自分と職業とのかかわりなど、その中での自
       分の考えを書く（題名自由）

第１４回  感謝したこと・感謝されたこと    １９８８年６月１８日
第１５回  私がだいじにしているもの       １９８９年６月２４日
第１６回  私がのりこえたこと          １９９０年６月２３日
第１７回  わたしのたから           １９９１年６月２２日
第１８回  わたしの休日・わがやの日曜日    １９９２年６月２０日
第１９回  わたしも役にたちたい・わたしも役にたって１９９３年６月１９日
第２０回  職業について考える（題名自由）   １９９４年６月１８日
第２１回  たすけあい（題名自由）         １９９５年６月１７日
第２２回  小学生の部 ともだち          １９９６年６月１５日

       中学生の部 ２１世紀に生きる
第２３回  小学生の部 ふれあう心        １９９７年 月２１日

      中学生の部 私の思うボランティァ
第２４回  小学生の部 優しさ          １９９８年６月２０日

       中学生の部 心に響いた事
第２５回  小学生の部 自然とわたし(生きる喜び) １９９９年６月１９日

       中学生の部 生きる力(私の体験から)
第２６回  小学生の部 ２１世紀ぼくの・わたしの夢 ２０００年６月１７日

       中学生の部 将来の夢                    



第２７回  小学校低学年の部(2･3 年生) うれしかったこと
       小学校高学年(4･5･6 年生)  心にのこっていること
       中学校の部 感動・感激・感謝      ２００１年６月３０日

第２８回  人とのかかわりを通して        ２００２年６月２２日
小学校低学年の部(2･3 年生) 題名自由

       小学校高学年(4･5･6 年生) 題名自由
       中学校の部 題名自由           

第２９回  私と家族・友達・人とのかかわりを通して ２００３年６月２８日
小学校低学年の部(2･3 年生) 題名自由

       小学校高学年(4･5･6 年生) 題名自由
       中学校の部 題名自由           

第３０回  共に生きる喜びを・・・        ２００４年６月１９日
       ―働くことに目を向けて―         

小学校低学年の部(2･3 年生) 題名自由
       小学校高学年(4･5･6 年生)  題名自由  
       中学校の部 題名自由                

第３１回  たすけあって 生きる        ２００５年６月１８日
小学校低学年(2･3 年生)の部

       小学校高学年(4･5･6 年生)の部   
     中学校の部

       各学年とも題名は自由           
第３２回 私たちのまち 府中          ２００６年６月２４日

小学校低学年(2･3 年生)の部
       小学校高学年(4･5･6 年生)の部   

     中学校の部
      各学年とも題名は自由           
第３３回 小学校低学年(2･3 年生)の部 うれしかったこと   

       小学校高学年(4･5･6 年生)の部 心に残った言葉    
       中学校の部         心に残る言葉

各学年とも題名は自由        ２００７年６月３０日
第３４回  私が成長したこと・できたこと     ２００８年６月２８日
         ― 家族・友だち・地域のかかわりを通して ―  

小学校低学年(2･3 年生)の部
小学校高学年(4･5･6 年生)の部   

     中学校の部
       各学年とも題名は自由  
         



第３５回  私が大切にしているもの        ２００９年６月２７日
小学校低学年(2･3 年生)の部
小学校高学年(4･5･6 年生)の部   

     中学校の部
       各学年とも題名は自由           

第３６回 がんばったこと できたこと      ２０１０年６月２７日
小学校低学年(2･3 年生)の部

       小学校高学年(4･5･6 年生)の部   
     中学校の部

       各学年とも題名は自由           
第３７回 「ありがとう」小学校低学年(2･3 年生)の部 ２０１１年７月３日

夢・希望 ～こんな自分になりたい～
小学校高学年(4･5･6 年生)の部

将来の夢・希望 中学校の部       
第３８回  家族・友達・人とのかかわりを通して  ２０１２年６月３０日

小学校低学年(2･3 年生)の部  
小学校高学年(4･5･6 年生)の部
中学校の部   
各学年とも題名は自由           

第３９回 心に残ったこと            ２０１３年６月２９日
小学校低学年(2･3 年生)の部  
小学校高学年(4･5･6 年生)の部
中学校の部   
各学年とも題名は自由           

第４０回  わたしのまち             ２０１４年６月２８日
小学校低学年(2･3 年生)の部  
小学校高学年(4･5･6 年生)の部
中学校の部   
各学年とも題名は自由           

第４１回  だれかのために           ２０１５年６月２７日
小学校低学年(2･3 年生)の部  
小学校高学年(4･5･6 年生)の部
私にできること－共に生きる社会の中で－
中学校の部  
各学年とも題名は自由

         



第４２回  できるようになったこと 成長したこと  ２０１６年６月２５日
小学校低学年(2･3 年生)の部
小学校高学年(4･5･6 年生)の部
「成長」
中学校の部               
各学年とも題名は自由          

第４３回  ありがとう               ２０１７年６月２４日
小学校低学年(2･3 年生)の部
小学校高学年(4･5･6 年生)の部
中学校の部                      
各学年とも題名は自由         

第４４回  大切にしていること          ２０１８年６月３０日
－人との関わりを通して－

小学校低学年(2･3 年生)の部
小学校高学年(4･5･6 年生)の部
中学校の部                      
各学年とも題名は自由        

第４５回  働くということ・人の役に立つこと    ２０１９年６月２９日
小学校低学年(2･3 年生)の部
小学校高学年(4･5･6 年生)の部
中学校の部                      
各学年とも題名は自由          

第４６回  新型コロナウイルス感染拡大に伴い中止  ２０２０年６月２７日
第４７回 だれかのために             ２０２１年６月２６日

小学校低学年(2･3 年生)の部
小学校高学年(4･5･6 年生)の部
今を生きる
中学校の部                
各学年とも題名は自由          

第４８回  うれしかったこと 心にのこっていること ２０２２年６月２５日
小学校低学年(2･3 年生)の部
小学校高学年(4･5･6 年生)の部
ことばの力

～君の一言に助けられた。こんな時だけど元気づけられた～      
中学校の部                
各学年とも題名は自由          


