第 12 回受賞者受賞校

（順不同・敬称略）

●個人部門
最優秀賞
岡春菜子

福岡県立八女高等学校 ２年 「日本の若者は…」

優秀賞
手嶋拓耶

佐賀県 東明館高等学校 １年「天からのプレゼント」

審査委員特別賞
松村健太郎

東京都 早稲田大学高等学院 ２年「自分が日中の架け橋に」

審査委員特別賞
永井靖久
佳

福岡県立大牟田北高等学校 ３年

「日本の心を受け継ぐ」

作

中尾美和

福岡県立伝習館高等学校 ３年

鈴木雄晴

福岡県 久留米大学附設高等学校 １年「自分の夢 今・未来」

西岡美里

熊本県 文徳高等学校 ２年

入

「キムチがマシソヨになる日」
「私の義務」

選

貞宗早紀

広島県 近畿大学附属東広島高等学校 ２年「真のバリアフリーとは」

永本ひかる

福岡県 久留米信愛女学院高等学校 ２年 「未来の日本を支えたい」

本田美奈

福岡県立明善高等学校 ３年

田中文乃

福岡県立輝翔館中等教育学校 ４年 「私の目指す道」

山下 剛

福岡県立香住丘高等学校 ２年

「残酷なあの日から…」

池松大輝

福岡県立筑紫高等学校 ２年

「父を越えるために」

樋口太郎

宮崎県 日章学園高等学校 １年

「ヨット競技国際大会を通して学んだこと」

別府麻祐

鹿児島県立市来農芸高等学校 ２年 「原点に戻る」

「知ってほしいこと」

奨励賞
岡部達美

東京都立田柄高等学校 ２年 「生きた教科書図書館を作りたい」

星野愛美

島根県立三刀屋高等学校 ２年「夢は追うもの」

三浦 舞

広島県 鈴峯女子高等学校 ３年「保育士を目指す私に出来ること」

沖田亜子

広島県立呉三津田高等学校 ２年「母の弁当」

川添真美

福岡県立ありあけ新世高等学校 ３年「自分のできるところからはじめたい」

益地美里

福岡県立育徳館高等学校 ２年

田浦麗美

福岡県公立三井中央高等学校 ３年 「すべて」

篠原 瞳

福岡県立浮羽究真館高等学校 ３年 「変わらないモノ」

甲斐田涼子

福岡県立大牟田高等学校 １年「新たな決意」

皆川梨奈

福岡県立小郡高等学校 １年 「瞬間」

「私の成りたいもの」

園田桃子

福岡県立香椎高等学校 ３年 「夢のその先」

李炯■（王へんに「基」
）福岡県立香住丘高等学校 ２年「将来の夢」
松原 愛

福岡県立嘉穂高等学校 ２年

『
「馬鹿者」である』

坂口聡範

国立北九州工業高等専門学校 ２年「地球を救う自動車開発者への道」

小屋松育子

福岡県立久留米高等学校 ３年

川口太郎

福岡県 久留米大学附設高等学校 １年「日中関係の改善」

吉積俊哉

福岡県 久留米大学附設高等学校 １年「芸術としての国語～これからの社会と国

「私の将来の夢」

語力～」
早崎未央

福岡県立修猷館高等学校 ２年 「笑顔を生み出す」

鋤田華澄

福岡県 不知火学園誠修高等学校 ３年「大きな壁」

新山千尋

福岡県立筑紫高等学校 １年

「39 番目のプレーヤー」

善茂砂まり

福岡県立筑前高等学校 １年

「私の家族と人生」

林

福岡県立伝習館高等学校 定時制 ４年「夢は投げ出さない人生と出会うこと」

あこ

加藤由萌乃

福岡県立福岡中央高等学校 １年「ダンスを通して世界の舞台へ」

北島綾子

福岡県立三池高等学校 ３年

森 安男

福岡県立三池工業高等学校 ２年「私の夢」

川野健太

福岡県立三潴高等学校 ２年

西村桃香

福岡県立武蔵台高等学校 １年 「私の明日を変えたひと」

立野智宏

福岡県立明善高等学校 １年

「子どもの心に灯をつけられるような先生に」

井上紗矢香

福岡県立明善高等学校 ２年

「自分が自分であり続けるため」

田中千春

福岡県立明善高等学校 定時制 ３年「大切なものを諦めない」

甲斐優輝

福岡県立山門高等学校 １年

中村優太

福岡県立八女工業高等学校 ３ 「技術と誇り」

石橋奈々

長崎県立佐世保北高等学校 １年「金子みすゞさんのように」

早田さやか

長崎県立豊玉高等学校 ３年

「私の将来の夢」

松上詩歩

熊本県立人吉高等学校 ２年

「地元を守るために」

三代 茜

大分県立中津南高等学校 ２年『「聞く」ということ』

柴田早侑合

宮崎県立高鍋高等学校 ２年

小坂元陽奈

鹿児島県立鶴丸高等学校 １年 「真に人を救う」

「贈り物」
「夢」

「親孝行」

「ありがとうの持つ力」

●グループ部門
優秀賞
「21 世紀は海が世界を変える時代」
長崎県立猶興館高等学校 １年

久原里菜・鈴木悠斗・関修平・曽川紗希

審査委員特別賞
「私たちのフェアトレード」
山口県立厚狭高等学校 １年

三隅 遥・柴川佳奈子・村上 舞

佳

作

「心の殻にこもるこども達 ～明るい未来を一緒に見よう～」
福岡県立久留米高等学校 ３年
佳

原沙苗・元田志音・廣田玲奈・本田奈津美・松本恵弥

作

「定額給付金 ～よりよい経済対策～」
福岡県立久留米高等学校 ３年 大久保雄策・玉井源詩朗・田中光哉・富野健太郎
入

選

「日本の進むべき道」
鹿児島県立種子島中央高等学校 ３年
濱中有砂・平野和子・遠藤真紀・古市剛士・武田駿太・須賀信太朗
●学校部門
特別学校賞
福岡県立小郡高等学校
福岡県立嘉穂高等学校
福岡県 久留米大学附設高等学校
福岡県立輝翔館中等教育学校
福岡県立福岡中央高等学校
福岡県立三潴高等学校
福岡県公立三井中央高等学校
福岡県立武蔵台高等学校
福岡県立明善高等学校
長崎県立豊玉高等学校
熊本県立人吉高等学校
鹿児島県立鶴丸高等学校
学校賞
島根県立三刀屋高等学校
広島県 鈴峯女子高等学校
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
福岡県立香椎高等学校
福岡県立香住丘高等学校
国立 北九州工業高等専門学校
福岡県立久留米高等学校
福岡県立修猷館高等学校
福岡県 不知火学園誠修高等学校
福岡県立筑前高等学校
福岡県立筑紫高等学校

福岡県立伝習館高等学校
福岡県立三池高等学校
福岡県立三池工業高等学校
福岡県立明善高等学校（定時制）
福岡県立山門高等学校
福岡県立八女高等学校
福岡県立育徳館高等学校
福岡県 大牟田高等学校
宮崎県立高鍋高等学校

以上

