
賞 都道府県 学校名 学年 氏名 作品名

内閣総理大臣賞（１編） 石川 羽咋市立羽咋中学校 1 藤岡　はるか 笑顔のために

法務大臣賞（１編） 新潟 新潟市立早通中学校 1 長濵　愛香 生きる権利

文部科学大臣奨励賞（１編） 徳島 藍住町立藍住東中学校 2 米澤　拓也 今日もどこかで・・・

法務副大臣賞（１編） 長崎 長崎県立佐世保北中学校 2 大谷　紫 母の手紙

法務大臣政務官賞（１編） 兵庫 丹波市立柏原中学校 3 八木　遥 御巣鷹山を訪ねて……

全国人権擁護委員連合会長賞（１編） 栃木 大田原市立金田北中学校 3 舩山　泰一 1人でも多くの人に伝えたい

社団法人日本新聞協会会長賞（１編） 宮城 仙台市立中山中学校 3 伊藤　南風 一枚のカードから

日本放送協会会長賞（１編） 石川 津幡町立津幡南中学校 3 笠島　彩 ちょっとの勇気

法務事務次官賞（３編） 埼玉 新座市立第五中学校 3 青木　笑美里 よみがえった笑顔

徳島 徳島市立加茂名中学校 2 佐々木　彩乃 個性を認め合える社会に

愛媛 内子町立大瀬中学校 3 東影　喜子 みどり苑で学んだこと

法務省人権擁護局長賞（２５編） 北海道 北斗市立上磯中学校 1 松永　ゆうか 人権って何だろう

北海道 別海町立別海中央中学校 3 伊藤　聖華 不自由さから感じたこと

青森 三沢市立第二中学校 2 幸保　琴子 母の右腕

茨城 水戸市立双葉台中学校 3 木村　美穂 自分らしく

栃木 さくら市立氏家中学校 3 秋澤　慶裕 「マー君から教えられたこと」

群馬 群馬大学教育学部附属中学校 2 大井　海琴　 父の口癖

千葉 山武市立成東東中学校 1 石橋　友佳 壁を乗りこえて

東京 台東区立御徒町台東中学校 3 松本　美紀 心のバリアフリー

神奈川 横浜市立谷本中学校 3 佐村　創美 優しいつながり

静岡 浜松市立積志中学校 3 鈴木　結以花　 生きる
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法務省人権擁護局長賞（２５編） 愛知 愛知県立一宮聾学校 3 朝隈　祐太 私の叶えたいこと

愛知 豊田市立藤岡中学校 2 大槻　昇平 それぞれの階段

三重 朝日町立朝日中学校 3 垣本　彩花　 心のリレー

三重 南伊勢町立南勢中学校 2 中谷　晏　 相手の幸せを願う心

滋賀 立命館守山中学校 1 石田　和沙 「Ｔ君が教えてくれたこと」

兵庫 白陵中学校 1 藤田　一貴 当たり前のこと

兵庫 姫路市立増位中学校 1 藤原　一成 兄ちゃん　成人　おめでとう

島根 松江市立湖北中学校 3 若林　祐衣 支えられて

岡山 岡山市立操南中学校 1 富岡　奈々　 今を生きる

高知 高知県立中村中学校 2 隂山　桃子 大切なこと

福岡 柳川市立大和中学校 3 田中　沙知 世界を暖かい心でいっぱいに

佐賀 佐賀県立致遠館中学校 3 中山　咲希　 いじめをなくすために

佐賀 鳥栖市立鳥栖西中学校 2 藤木　祐衣　 電車の中で

長崎 長崎県立ろう学校佐世保分校 3 武富　誠 聾に生まれてよかった

鹿児島 指宿市立山川中学校 3 中島　華菜 まっすぐな目で

奨励賞（５２編） 北海道 石狩市立樽川中学校 2 北村　櫻 世界中の子どもたちの人権

北海道 旭川市立東明中学校 1 大垣　歩莉 人権について思うこと

岩手 北上市立東陵中学校 3 後藤　詩織 誰にでもある「苦手なこと」

秋田 秋田市立城東中学校 3 石岡　沙保 笑顔の種

山形 鶴岡市立鶴岡第一中学校 3 押井　那歩 くうちゃんから学んだこと

福島 いわき市立四倉中学校 3 千葉　歩美 高齢者にも尊厳を

茨城 土浦日本大学中等教育学校 1 石井　美唯 「思いやりという強さを大切に」

栃木 宇都宮市立雀宮中学校 2 門間　さつき 兄の夢を叶えたい
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奨励賞（５２編） 群馬 伊勢崎市立第二中学校 3 太田　修平　 「マーくん」

埼玉 さいたま市立木崎中学校 1 戸田　実由樹 私の妹，そして障がい

埼玉 羽生市立西中学校 3 川田　優仁 思いやりの心

埼玉 春日部市立春日部中学校 3 生田　知子 幸せを願って・・・

埼玉 富士見市立富士見台中学校 3 飛岡　萌 私の大切なおじいちゃん

千葉 八千代市立八千代中学校 1 髙田　真世 「ぼくの事」

東京 世田谷区立千歳中学校 3 山本　篤 視線

神奈川 横浜市立奈良中学校 3 長　真璃奈 私の誇り

神奈川 小田原市立城北中学校 3 金田　郁保里 すべての人の幸せ

神奈川 相模原市立緑が丘中学校 3 保田　健太 自分を高め大切にしよう

新潟 佐渡市立相川中学校 2 岩﨑　桃子 本当の優しさ

富山 砺波市立庄川中学校 3 松山　佳苗 心のラインを見つめて

福井 福井市成和中学校 3 仲村　卓也 共に生きる

山梨 昭和町立押原中学校 3 大村　優奈　 知るという事

長野 駒ヶ根市立赤穂中学校 2
アルッガマゲ　未
美利 人権から考える「人間のあり方」

長野 木島平村立木島平中学校 2 髙木　歩 皆
みんな

の力で

岐阜 大垣市立西部中学校 3 谷口　冴子 お父さん、ごめん。

三重 伊勢市立二見中学校 1 徳田　茉莉香　 平等の意味とは

京都 亀岡市立大成中学校 3 齋藤　祐奈　 「弟」

大阪 枚方市立桜丘中学校 2 島﨑　幸奈　 「自閉症について」

大阪 八尾市立志紀中学校 3 土居　倖実　 「勇気を出して，一歩踏み出そう」

兵庫 伊丹市立笹原中学校 1 澤山　実咲起 祖母との生活

兵庫 西脇市立西脇中学校 2 向山　沙也佳　 君の笑顔の理由
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奨励賞（５２編） 奈良 大和郡山市立郡山中学校 1 野口　梨沙 七本指のピアニストの願い

奈良 田原本町立北中学校 1 佐古田　美穂 まだ心にひっかかっている事

和歌山 みなべ町立上南部中学校 2 植野　結子 私の思い

和歌山 和歌山市立河北中学校 1 鍬﨑　奈月　 妹を通して見えたこと

鳥取 米子市立淀江中学校 3 下垣　卓朗 交通事故で教えられたもの

鳥取 倉吉市立東中学校 1 中村　美月 「ちがい」をうめるもの

岡山 岡山県立岡山操山中学校 3 岡村　麻里　 「障害」が持つ鍵

広島 廿日市市立阿品台中学校 2 西東　眞子 命

広島 神石高原町立三和中学校 2 重松　佑加子 笑顔と元気

山口 宇部市立小野中学校 3 岸良　翼 「どうしましたか？」の一言

香川 土庄町立土庄中学校 3 岡田　真奈　 勇気をありがとう

愛媛 久万高原町立久万中学校 2 渡部　凱　 伯母から学んだこと

福岡 飯塚市立菰田中学校 3 ケネディ　舞璃衣 二つの祖国

福岡 北九州市立曽根中学校 1 米村　かんな 差別のない社会に向けて

長崎 長崎市立片淵中学校 2 沖田　星馬 僕の思い

熊本 植木町立五霊中学校 1 清田　希望
今みんなに，一番伝えたい言葉は「ありが
とう」

熊本 人吉市立第一中学校 2 木下　絵莉 命の音

大分 日田市立大山中学校 2 河津　貴之 「嬉し涙」

大分 大分市立鶴崎中学校 1 北林　珠美 私からみた障がい者

宮崎 西都市立妻中学校 1 畠山　航 障害は友達です

沖縄 沖縄市立沖縄東中学校 3 金城　光彩　 ハンセン病だった祖母は幸せ
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