第３回受賞者受賞校

（順不同・敬称略）

最優秀賞
澤 大聖

鹿児島県・鹿児島商業高等学校 二年「語り伝えていくべきこと」

優秀賞
松岡 義之

福岡県立三池工業高等学校

二年

「夢の馬、馬の夢」

福岡県立山門高等学校

二年

「おばばが教えてくれた事」

二年

「生きる」

優秀賞
藤木 千夏

審査委員特別賞
植田 愛優子 長崎県立島原商業高等学校

特別学校賞
福岡県立明善高等学校
福岡県立大牟田北高等学校
鹿児島県・川内純心女子高等学校
福岡県・九州国際大学附属高等学校女子部
広島県・尾道高等学校

佳

作

伊波 興穂 沖縄県立西原高等学校 二年

「自己表現から国際化へ」

桑野 明彦 大分県・私立藤蔭高等学校 二年 「小惑星ＫＵＷＡＮＯ」
池田 一未 鹿児島県・神村学園高等部 三年 「夢はオリンピック優勝
長

佳織 福岡県立久留米高等学校 三年

」

「Fly to sky」

西本 直矢 福岡県・東筑紫学園高等学校二年 「つぐない」
吉開

入
田中

恵 福岡県立山門高等学校 二年

「私の伝えたいこと」

希 山口県立徳山高等学校 二年

「すこやかでほほえみあふれる未来の創造に向けて」

選

岩下 直樹 宮崎県立宮崎大宮高等学校 二年 「こんな大人になりたい」
山崎 由佳 佐賀県立伊万里高等学校 一年

「あきらめずにがんばる」ということ

吉森 真理 大分県立中津商業高等学校 三年 「夢は世界の扉を開く」
愛甲

彩 鹿児島県・神村学園高等学校三年 「メアリーと共に」

堤

藤成 福岡県立八女高等学校 三年

「少年よ。大志を抱き、行動せよ」

坂井つばさ 福岡県立朝倉東高等学校 三年

『銀河鉄道９９９』への思いに寄せて

井上稚枝子 福岡県立三池高等学校 三年

「生きること」

糸永 理沙 福岡県立三池高等学校 三年

「何か」を探して」

藤丸 泰成 福岡県立伝習館高等学校 一年

「農業」

学校賞
福岡県・三池高校
福岡県・山門高校
福岡県・伝習館高校
福岡県・学校法人不知火学園誠修高校
大分県・大分雄城台高校

奨励賞
片山 眞希

福岡県立三池高等学校 三年

「一筋の光を求めて」

上妻 祐子

福岡県立伝習館高等学校 二年

「家庭教育「しつけ」について」

坂口麻奈美

福岡県立大牟田北高等学校 二年

「今日という日」

三浦由実子

大分県立大分雄城台高等学校 二年

「「いのち」の大切さを知って」

幸

亜依子 鹿児島県・川内純心女子高等学校三年 「奄美の海」

鎌田慎太郎

鹿児島県立種子島実業高等学校 三年 「農業にかける夢」

蒲原 大史

佐賀県立伊万里高等学校 三年

「時を越えて」

河野 慎吾

福岡県立三池高等学校 一年

「日本の将来像」

太田 弥美

福岡県立山門高等学校 二年

「伝えたいこと～油絵～」

東

宏暢

福岡県立明善高等学校 一年

「情報化社会と私」

中野 沙織

大分県立杵築高等学校 一年

「生きる意味」

福山

鹿児島県・川内純心女子高等学校二年 「大切な友達・・・。」

憂

石川 枝里

福岡県・西日本短大附属高等学校三年 「人との関わりの中で」

松永

熊本県立松橋高等学校 一年

彩

「夢に向かって」

山田知奈津

鹿児島県・大口明光学園高等学校二年 「心を開けば」

川副真裕美

福岡県立三池高等学校 二年

「望みはまだある」

稲村 尚子

福岡県立明善高等学校 一年

「○○は泣いていた」

島田乃梨子

佐賀県立伊万里高等学校 一年

「障害者の役割」

丸山

福岡県立久留米高等学校 三年

「おばあさんの笑顔」

景

中村 友麻

山口県・三田尻女子高等学校 一年

「夏休みの体験から」

内藤 祐喜

福岡県・市立久留米商業高等学校三年 「夢」

森

智子

福岡県立三池高等学校 二年

「自分のために頑張る」

小倉 朋子

福岡県立明善高等学校 一年

「英語は世界の共通語」

安井沙奈恵

大分県立大分雄城台高等学校 二年

笠

芳紀

長崎県・青雲高等学校 一年

「心の鏡」

佐々木久枝

島根県立浜田高等学校 一年

「定時制に入学した理由」

小林あゆみ

広島県・尾道高等学校 一年

「人間と動植物の共存」

無題

宇都 裕子 鹿児島県・川内純心女子高等学校三年

「命のありがたさ」

吉村 友見 福岡県立三池高等学校 三年

「グローバルな大志を持って」

三小田綾子 福岡県立伝習館高等学校 一年
原

無題

麗 福岡県・学校法人不知火学園誠修高等学校二年 「心に届く看護を」

伊藤 ゆう 長崎県立小浜高等学校 三年

「犯罪者と周囲の関係」

稲福 盛中 沖縄県立開邦高等学校 三年

「若者よ今こそ大志を抱け」

高鍋

「街づくり」

充 福岡県立久留米高等学校 三年

多田 宏文 鹿児島県・ラサール高等学校一年

「現在の日本の状況に対する自分の役割」

石田 記子 福岡県立三池高等学校 三年

「共生」

古賀理恵子 福岡県立大牟田北高等学校 一年

「私の夢」

田中 圭子 佐賀県立伊万里高等学校 三年

「時分の花」を咲かせる人

岩元 真央 鹿児島県・川内純心女子高等学校二年

「自分と向き合って」

甲斐 友里 福岡県・九州国際大学附属高等学校女子部二年 「最近気になること」

