
第４回受賞者受賞校                       （順不同・敬称略） 
 
最優秀賞  
松本 周子 福岡県立修猷館高等学校 １年 森を守る 
 
優秀賞  
森脇 達郎 島根県立浜田高等学校定時制２年 高校生になった自分 
川副 真裕美 福岡県立三池高等学校 ３年 海を越えるメッセージ 
 
審査委員特別賞  
佐々木 あゆみ 福岡県立八女高等学校 ２年 生きる 
 
佳 作 
福岡県立朝倉東高等学校   ３年  牟田 えりか  GIFT ～母からの贈り物～ 
九州国際大学附属高等学校女子部１年  濱島 愛   ｢食」から「植」へのリサイクル 
福岡県立明善高等学校    ２年  松永 智子   天国への感謝状 
鹿児島県立市来農芸高等学校 ３年    三輪 紗也香  和牛との触れ合いを通して 
福岡県立山門高等学校    ３年  野中 愛子    見えない「強さ」が教えてくれたもの 

学校法人不知火学園誠修高等学校１年  小林 瞳      私を支えてくれた妹達 
 
入 選 
福岡県立鞍手高等学校  ２年 加藤 健志 私の祖父と高齢化 
長崎市立長崎商業高等学校３年 松尾 美希 私とテレビ 
川内純心女子高等学校  ２年 石牟礼 珠未 尊い命 
宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校４年 堀 アトム 今、医者の夢を語る 
福山暁の星女子高等学校 １年 苅田 喜美恵 私達の中の差別 
佐賀県立伊万里高等学校 １年 徳田 朱美 人としての誇り 
島根県立浜田商業高等学校３年 結城 綾子 母なる地球よ 
福岡県立三池高等学校  ３年 佐舗 薫 当たり前のことに感謝できる心を 
福岡県立三池高等学校  １年 姉川 修 青い地球 
福岡県立伝習館高等学校 ２年 黒田 彩子 将来立つ場所 
 
奨励賞 
立命館宇治高等学校 ２年 玉村 文 障害者と共に生きるために 
山口県立美祢高等学校 １年 末永 正子 明るい未来へ向けて 
柳井学園高等学校 ３年 安達 江里奈 十七歳の私から未来の自分へ 
福岡県立新宮高等学校 ３年 江口 真由美 目標 
福岡県立鞍手高等学校 １年 茂村 奈未 趣味から夢へ。詩を書くこと  
 
福岡県立鞍手高等学校 ２年 太郎丸 啓介 世界一企業へ… 
広島県 尾道高等学校 ２年 田井 裕子 今、熱中していること 
福岡県立筑紫丘高等学校 １年 遠山 晋一郎 今を生きる 



熊本県立人吉高等学校定時制３年 棚瀬 照美 私の人生行路 
西南学院高等学校 １年 木戸 恵 輝け世界！ 
 
佐賀清和高等学校 ２年 原 陽子 クローン人間を考える 
久留米信愛女学院高等学校３年 末崎 明菜 キラ キラ キラ 
久留米信愛女学院高等学校３年 池田 沙瑛子 建築と私 
九州国際大学附属高等学校女子部３年 堀江由香理 今、考えること 
川内純心女子高等学校 ２年 久保 かおり 新体操 
 
福岡県立黒木高等学校 ３年 松浦 陽子 道 
長崎県立小浜高等学校 ３年 島田 さゆり 心のバリア 
長崎県  向陽高等学校 １年 荒木 愛子 夢はどこまでも 
沖縄県立南風原高等学校 ３年 金城 雅人 夢 
福山暁の星女子高等学校 １年 塩出 佳菜子 動物たちのＳОＳ 
 
福岡県立三池高等学校 ３年 高口 仁美 私の望みは… 
福岡県立三池高等学校 ３年 岩屋 春香 世界観の広がり 
福岡県立三池高等学校 ２年 濱崎 めぐみ 薬が教えてくれたこと 
福岡県立三池高等学校 ２年 中川 寛子 達成 
福岡県立三池高等学校 ２年 古賀 祥子 世界へと踏み出す 
 
福岡県立三池高等学校 １年 村上 ユリア 直立歩行をした人間 
福岡県立大牟田北高等学校１年 吉田 晃子 出逢いと言葉 
福岡県立大牟田北高等学校２年 秋吉 優 私の目標 
福岡県立大牟田北高等学校２年 江崎 有紀 私にできること 
福岡県立福島高等学校 ２年 石川 あゆみ 将来の夢 
 
福岡県立修猷館高等学校 １年 山崎 始 夢みる球児 
福岡県立修猷館高等学校 ２年 比屋根 駿 人間の足を造る 
福岡県立三池高等学校 １年 原 望実 今、私にできること 
福岡県立伝習館高等学校 ２年 三小田 綾子 宇宙の心 
福岡県立伝習館高等学校 ２年 田中 久留美 ボランティアのイメージ 
 
福岡県立山門高等学校 １年 中園 沙由里 女性の命 
福岡県立山門高等学校 １年 塚本 尋子 Be Ambitious 
福岡県立山門高等学校 ２年 江崎 由里子 おばあちゃんの命がおしえてくれたこと 

福岡県立山門高等学校 ３年 藤木 千夏 パートナーと共に 
学校法人不知火学園誠修高等学校１年 野田有香 ペンを握る日まで 
 
 
 
 



特別学校賞 
福岡県立八女高等学校       
福岡県立福島高等学校       
福岡県立修猷館高等学校       
広島県 福山暁の星女子高等学校       
福岡県立鞍手高等学校 
       
学校賞 
福岡県立三池高等学校       
福岡県立山門高等学校       
福岡県立伝習館高等学校       
福岡県立大牟田北高等学校       
学校法人不知火学園 誠修高等学校   
佐賀県立伊万里高等学校       


