
第８回受賞者受賞校                   （敬称略、順不同）  
 
●個人部門 
 
最優秀賞   
高松 正典  熊本県立鹿本農業高等学校３年     水田環境と農業を見つめて 
 
優秀賞   
平田 直之  広島工業大学附属広島高等学校２年   繋がる生き方～人生を奏でること～ 
 
佳 作   
柳原 茉美佳  大阪教育大学附属高等学校 平野校舎１年 突きつけられた現実 
二宮 卓也  愛媛県立松山北高等学校２年     不登校の生徒を勇気づけられる教師に  
香月 絵里  大分県・大分東明高等学校３年    命の連鎖 
鶴屋 健太  鹿児島県立市来農芸高等学校３年   笑顔から生まれた夢 
 
入 選   
矢代 竜大  東京都・早稲田大学高等学院３年  レールなき道を進みたい 
陰浦 千尋  広島県立呉三津田高等学校３年   ウミテーゼになる 
木下 紗恵  福岡県立明善高等学校２年     私と自然との共存 
松尾 径  福岡県立福島高等学校３年     海に沈む畑とビニール袋 
 
奨励賞   
齋藤 峻也  東京都・早稲田大学高等学院３年 よりよい街へ 
村上 友理  広島県立西条農業高等学校２年  夢への三歩をくれた夏 
阿部 美弥子  山口県立厚狭高等学校２年   インターネットにおける言葉の重要性 
喜多村 彩  福岡県立小倉商業高等学校３年 こころをとりもどせ 
木原 三佳  福岡県立八幡高等学校１年   食べ物で日本は変わる 
 
山下 彩織  福岡県立筑紫丘高等学校２年  未来の医療を考える上で 
大坪 ゆう  福岡県立鞍手高等学校１年   魔法使いになるために 
古賀 孝志  福岡県立明善高等学校２年   第九条と日本 
大津 朋子  福岡県立明善高等学校２年   大人と子どもの間で 
馬場 なな子  福岡県立明善高等学校２年   美しい自然を保つために 
 
飯田 紘子  福岡県立明善高等学校２年   掃除に学ぶ 
松尾 志織  福岡県立明善高等学校２年   大切なものを守ること 
白石 彩夏  福岡県立明善高等学校２年   先人に学ぶ 
野口 由貴  福岡県立久留米高等学校２年  国語を考えるということ 
坂井 悠紀代  福岡県立伝習館高等学校１年  夢を現実とするために 
 
岩崎 桃子  福岡県立福島高等学校３年   小さな祈り 



本田 美樹  福岡県立山門高等学校２年   私の大きな志 
松田 美里  福岡県立ありあけ新世高等学校１年 戦争の傷跡 
古賀 春菜  福岡県立ありあけ新世高等学校２年 自分 
大倉 康義  福岡県立ありあけ新世高等学校２年 「いじめ」報道から見えたもの 
 
青柳 亜津沙  福岡県立大牟田北高等学校３年 私の大志 
池上 慧南  福岡県立大牟田北高等学校３年 仏教の教えを私達に 
三砂 希  学校法人不知火学園誠修高等学校３年 もう一つの夢 
西田 美穂  福岡県・大牟田高等学校１年  笑顔を守る力 
成清 友貴  福岡県・大牟田高等学校３年  「思いやりの心」が動かすもの 
 
嶋田 雅文  福岡県・大牟田高等学校２年  過去と向き合って 
中村 華子  福岡県立三池高等学校２年   ひと 
佐田 まり子  福岡県立三池高等学校３年   育てる幸せ、食べる幸せ 
谷口 絵里  福岡県立三池高等学校３年   死は幸福か 
岸本 静佳  佐賀県・佐賀清和高等学校２年 見る夢・追う夢・掴む夢 
 
貝掛 柚香子  大分県・岩田高等学校１年   命を生み出す仕事 
鹿川 舞  沖縄県立宮古農林高等学校３年 農林高校で学ぶ 
  



●グループ部門 
 
最優秀賞 
地道に粘り強く諦めずに～私たちにできることパート II～  
 山口県立厚狭高等学校２年 西村 早苗、山下 弥優、山本 里亜  
 
優秀賞 
「萌え」から見るネットワーク上の人間構造 
  広島県立広島国泰寺高等学校２年  
  堀野 豊  松本 玲央奈  道本 尚樹  宮本 真吾  
 
佳 作 
人にとっての夢 
  広島県立広島国泰寺高等学校２年  
  大垰 勝寛  岡本 拓也  高林 泰斗  松本 理誠 
 
日本人の祝日、行事の考え方 
  広島県立広島国泰寺高等学校２年 
  朝原 啓介  棚町 渉  中江 洋和  中寿賀 弘 
 
夫婦別姓～「個人」と「家族」を考える～ 
  福岡県立久留米高等学校３年 
  井口 尚美  石橋 典子  木下 みなみ  木村 早希  
 
私達にできること 
  大分県立大分西高等学校３年 
  管 かおり  西海 綾乃  橋本 亜里紗  波多野 可織  古荘 千晴 
 
入 選 
明日の空はどうでスカイ？ 
  広島県立広島国泰寺高等学校２年 
  沖野 ひとみ  沖本 翔平  早田 和真  森貞 絵美  横山 季広 
 
遊び～遊びがつくる文化と社会～ 
  福岡県立久留米高等学校３年 
  緒方 美樹  加藤 美穂 
 
メディアと付き合う～情報を正確に受け取るには～ 
  福岡県立久留米高等学校３年 
  上津原 唯圭  大島 由美子  松田 彩矢 
 
 



奨励賞  
少年犯罪について 
  広島県立広島国泰寺高等学校２年 
  三浦 一馬  宮川 雅人  宮田 恭兵  向江 まどか  山本 有希子 
 
きれいになりたい！ 
  広島県立広島国泰寺高等学校２年 
  中之前 美沙  中林 ゆき  吉川 彰乃  吉本 朱夏  
 
 
 
 
●学校部門 
 
特別学校賞    
 山口県立厚狭高等学校 
 福岡県立筑紫丘高等学校 
 福岡県立久留米高等学校 
 福岡県・大牟田高等学校 
 長崎県立佐世保西高等学校 
 
学校賞   
 広島県立広島国泰寺高等学校 
 山口県・長門高等学校 
 福岡県立伝習館高等学校 
 福岡県立福島高等学校 
 福岡県立山門高等学校 
 福岡県立ありあけ新世高等学校 
 福岡県立大牟田北高等学校 
 福岡県・学校法人不知火学園誠修高等学校 
 福岡県立三池高等学校 


