
掲載順 ブロック 都道府県 学校名 学年 氏名 タイトル

1 青森県 弘前市立東中学校
ヒロサキシリツ ヒガシチュウガッコウ

3年 工藤
クドウ

　百
モモ　

華
カ

私なりのウィズコロナ

2 岩手県 田野畑村立田野畑中学校
タノハタソンリツタノハタチュウガッコウ

2年 三上　結楽
ミカミ　　　ユ　ラ

色を纏うように

3 秋田県 仙北市立神代中学校
センボクシリツ ジンダイチュウガッコウ

3年 高田
タカダ

　菜花
ナノカ

風も月も、人も同じ

4 山形県 鶴岡市立櫛引中学校
ツルオカシリツ クシビキチュウガッコウ

3年 渡部　香子
ワタナベ　　コウコ

伝えゆく戦争の痕跡

5 福島県 小野町立小野中学校
オノチョウリツ オノチュウガッコウ

3年 黒田　彩未
クロダ　　　アヤミ

子供が主張できる場所を

6 茨城県 筑西市立明野中学校
チクセイシリツ アケノチュウガッコウ

3年 堀江　乙花
ホリエ　　　オトハ

祖母の目になる

7 群馬県 明照学園樹徳中学校
メイショウガクエン ジュトクチュウガッコウ

3年 渡辺　紗
ワタナベ　　スズ

幸せの輪

8 埼玉県 越谷市立中央中学校
コシガヤシリツ チュウオウチュウガッコウ

3年 甲斐　迅翔
カ　イ　　　ハヤト

万(よろず)の言葉の力

9 千葉県 木更津市立岩根中学校
キサラヅシリツ イワネチュウガッコウ

1年 針山
ハリヤマ

　紗季
サ　キ

吃音症の自分が思ったこと

10 東京都 大田区立大森第八中学校
オオタクリツ オオモリダイハチチュウガッコウ

3年 向井　琴羽
ムカイ　　　コトハ

理解のある未来を信じて

11 新潟県 胎内市立築地中学校
タイナイシリツ ツイジチュウガッコウ

3年 阿部　彩実花
ア　ベ　　　キ　ミ　カ

夢に向かって

12 長野県 長野県諏訪清陵高等学校附属中学校
ナガノケン スワセイリョウコウトウガッコウフゾクチュウガッコウ

3年 國枝　耕之介
クニエダ　　コウノスケ

よりよい子育てのためにできること

13 静岡県 浜松市立与進中学校
ハママツシリツ ヨシンチュウガッコウ

3年 影山　夏希
カゲヤマ　　ナツキ

意識と行動を変えた先に

14 富山県 入善町立入善中学校
ニュウゼンチョウリツ ニュウゼンチュウガッコウ

1年 上原
ウエハラ

　沙弥夏
サ　ヤ　カ

今を生きるということ

15 石川県 中能登町立中能登中学校
ナカノトチョウリツ ナカノトチュウガッコウ

3年 中田　聡音
ナカダ　　　サトネ

これから出会うであろう人たちへ

16 福井県 福井県立高志中学校
フクイケンリツ コシチュウガッコウ

3年 松下　千佳
マツシタ　　チ　カ

無限の樹形図

17 三重県 尾鷲市立尾鷲中学校
オワセシリツ オワセチュウガッコウ

3年 北村　遥香
キタムラ　　ハルカ

大切な私のふるさと

18 京都府 京都市立桂川中学校
キョウトシリツ カツラガワチュウガッコウ

3年 太田　真行
オオタ　　　マサユキ

だったらこうしてみたら?で夢は叶う

19 大阪府 守口市立梶中学校
モリグチシリツ カジチュウガッコウ

3年 足立　遥
アダチ　　ハルカ

後悔する前に

20 兵庫県 新温泉町立夢が丘中学校
シンオンセンチョウリツ ユメガオカチュウガッコウ

3年 松井　瞬
マツイ　　シュン

見た目問題

21 奈良県 山添村立山添中学校
ヤマゾエソンリツ ヤマゾエチュウガッコウ

3年 植田　琴羽
ウエダ　　　コトハ

後悔する前に行動しよう

22
和歌山

県 和歌山県立桐蔭中学校
ワカヤマケンリツ トウインチュウガッコウ

3年 園部　暢也
ソノベ　　　ノブヤ

あたたかな輪

23 鳥取県 米子市立後藤ヶ丘中学校
ヨナゴシリツ ゴトウガオカチュウガッコウ

3年 大田　星波
オオタ　　　セイハ

思いやりの花を咲かせましょう

24 岡山県 岡山県立倉敷天城中学校
オカヤマケンリツ クラシキアマキチュウガッコウ

3年 藤原　綾乃
フジワラ　　アヤノ

無知とは

25 山口県 山陽小野田市立 小野田中学校
サンヨウオノダシリツ  オノダチュウガッコウ

2年 河本　芽郁
カワモト　　メ　イ

未来へのバトンは私達に

26 徳島県 阿南市立 阿南中学校
アナンシリツ  アナンチュウガッコウ

2年 讃岐　優奈
サヌキ　　　ユ　ナ

優しい言葉と行動は世界を救う

27 香川県 東かがわ市立 大川中学校
ヒガシカガワシリツ  オオカワチュウガッコウ

3年 山口　こゆき
ヤマグチ　　コ　ユ　キ

ちょっとしたことで

28 愛媛県 愛南町立 一本松中学校
アイナンチョウリツ  イッポンマツチュウガッコウ

3年 保岡　優奈
ヤスオカ　　ユ　ナ

「それはすてきなことだ」

29 高知県 南国市立 北陵中学校
ナンコクシリツ  ホクリョウチュウガッコウ

3年 岡崎　由奈
オカザキ　　ユイナ

「さあ、あなたはどうする？」

30 福岡県 飯塚市立 飯塚鎮西中学校
イイヅカシリツ  イイヅカチンゼイチュウガッコウ

3年 宮城　ひかり
ミハシロ　　ヒ　カ　リ

世界に光を届けたい～日系四世ルーツをたどって～

31 佐賀県 学校法人 佐賀学園 成穎中学校
ガッコウホウジン サガガクエン セイエイチュウガッコウ

3年 篠原　陽菜
シノハラ　　ヒ　ナ

『普通』を変える新たな社会へ

32 熊本県 上天草市立 大矢野中学校
カミアマクサシリツ オオヤノチュウガッコウ

3年 千原　聖
チハラ　　ヒジリ

次は私の番

33 大分県 九重町立ここのえ緑陽中学校
ココノエチョウリツ ココノエリョクヨウチュウガッコウ

3年 小野　空
オ　ノ　　　ソラ

音を楽しむ

34 宮崎県 宮崎市立赤江中学校
ミヤザキシリツ アカエチュウガッコウ

3年 平屋　丈郎
ヒラヤ　　　タケロウ

これからの防災をどう考えるべきか

35 沖縄県 糸満市立 西崎中学校
イトマンシリツ  ニシザキチュウガッコウ

3年 大城　希亜良
オオシロ　　キ　ア　ラ

幸せになるチカラ
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