
☆金賞（４名）                                                                    （敬称略） 

  
 
☆銀賞（10名） 

 
 
 
☆銅賞（16名） 

 

 

府 県 学 校 名 学 年 氏 名 題 名 

大阪府 大阪市立鴫野小学校 小1 丹羽 郁登 ぼくのたいせつないのち 

大阪府 大阪市立堀川小学校 小4 苅部 孝政 ぼくのかぶと虫 

兵庫県 姫路市立津田小学校 小6 玉田 智愛 私の生きた足跡 

奈良県 奈良県立青翔中学校 中2 小林 大悟 命の重さ 

府 県 学 校 名 学 年 氏 名 題 名 

兵庫県 私立甲南小学校 小2 村松 謙 「いのち」ってなんだろう 

和歌山県 私立智辯学園和歌山小学校 小2 川久保 綾乃 わたしにとっての「いのち」 

兵庫県 宝塚市立宝塚小学校 小5 武田 奈  々 終わらない「いのち」 

京都府 京都市立下鴨小学校 小6 田嶋 葵 自分のために生きる 

兵庫県 私立小林聖心女子学院中学校 中2 大原 知紘 ヘアドネーションをしました！ 

奈良県 奈良市立富雄南中学校 中2 松谷 周香 自分ができる事 

奈良県 河合町立河合第二中学校 中2 伊藤 由真 まみちゃんの夏 

和歌山県 有田川町立八幡中学校 中2 今西 美里 後悔 

滋賀県 私立近江兄弟社中学校 中3 岡﨑 真心 命のストーリー 

和歌山県 和歌山県立田辺中学校 中3 染道 琉花 私の自慢のお母さん 

府 県 学 校 名 学 年 氏 名 題 名 

和歌山県 私立智辯学園和歌山小学校 小2 千丸 泰芽 どんぐりのなえ 

和歌山県 私立智辯学園和歌山小学校 小2 中本 琉楓 まんまる 

兵庫県 西宮市立南甲子園小学校 小3 大恵 朱実 命があるきせき 

兵庫県 私立甲南小学校 小4 井野上 碧泉 明子さんの命の音色から 

和歌山県 私立智辯学園和歌山小学校 小4 成川 愛珠 おじいちゃんの命 

大阪府 大阪府立大阪北視覚支援学校 小6 大坂 ひなた 生きのびるということ 

大阪府 堺市立長尾中学校 中1 大石 美空 入院を通して考えた「いのち」 

大阪府 私立箕面自由学園中学校 中1 櫻井 美羽 強くて脆い命 

兵庫県 神戸市立鷹取中学校 中1 榊原 亜衣 忘れない。いつまでも・・・ 

京都府 京都市立久世中学校 中2 角村 桃奈 小さな命から考えたこと 

京都府 京都市立修学院中学校 中2 酒枝 蒼空 リードの命 

京都府 京都市立双ヶ丘中学校 中2 大橋 梨沙 生命の物語 

兵庫県 私立関西学院中学部 中2 三木 煌太 タガメが教えてくれた命 

兵庫県 私立小林聖心女子学院中学校 中2 鈴木 媛釉 その日は、突然やってきた 

京都府 京都市立向島東中学校 中3 中西 創志郎 機械のいのち 

大阪府 大阪教育大学附属池田中学校 中3 中村 咲陽 飛べない蝉 



☆優良賞（78名） 

府 県 学 校 名 学 年 氏 名 題 名 

滋賀県 草津市立老上西小学校 小6 籔内 梨琴 私と命 

滋賀県 大津市立石山中学校 中1 村上 佳帆 弟の生まれた日 

滋賀県 大津市立北大路中学校 中1 紺田 響 命の価値観 

滋賀県 大津市立北大路中学校 中1 宮越 花南 私にとっての「いのち」 

滋賀県 竜王町立竜王中学校 中1 猫田 紗瑛 命へありがとう 

滋賀県 大津市立石山中学校 中2 中村 睦仁 受け継がれてきた自分の命 

滋賀県 彦根市立中央中学校 中2 松村 朋果 命の音 

滋賀県 東近江市立聖徳中学校 中3 藤川 優月 いのちの光 

滋賀県 竜王町立竜王中学校 中3 諸田 大晴 平和といのち 

京都府 京都市立岩倉北小学校 小3 尹 智湖 命 

京都府 京都市立太秦小学校 小3 長谷川 詩亜 「いのち」について 

京都府 私立京都女子大学附属小学校 小3 小峯 れいあ 命をいただくこと 

京都府 京都市立新町小学校 小4 ロー ナタリー 太陽よりも温かい「命」 

京都府 京都市立仁和小学校 小5 石倉 里桜 命 

京都府 精華町立精華台小学校 小5 藤田 愛実 妹が教えてくれた、かけがえのない命 

京都府 京都府立南陽高等学校附属中学校 中1 大森 志穂 いのちはほうき星 

京都府 京都市立久世中学校 中1 丹光 心遥 たった一つのいのち 

京都府 京都市立双ヶ丘中学校 中2 森 奈那 ねぇ、今天国で幸せ？ 

京都府 京都市立双ヶ丘中学校 中3 宮本 紗有 青い鳥になりたい 

大阪府 大阪市立榎並小学校 小1 久保毛 涼太 いのちのながさ 

大阪府 私立関西創価小学校 小2 福田 幸恵 ミニトマトのいのち 

大阪府 大阪市立苅田北小学校 小3 藤田 徠那 守るいのち、守られるいのち 

大阪府 大阪市立平野小学校 小4 ¿野 陽花 「命の大切さを知った食べ物」 

大阪府 大阪市立矢田東小学校 小4 岩成 絢 命 

大阪府 私立関西創価小学校 小5 池田 冠都 ホタルと命 

大阪府 私立城星学園小学校 小5 申 莉寧 世界の飢餓をなくすには 

大阪府 大阪市立玉川小学校 小6 村上 唯生 生きる意味 

大阪府 私立大阪ＹＭＣＡインターナショナルスクール 小6 呉 潤希 命のろうそく 

大阪府 堺市立長尾中学校 中1 杉山 央音 忘れられない命 

大阪府 堺市立浜寺南中学校 中1 笹倉 愛唯 天国と繋ぐ透明の糸 

大阪府 私立箕面自由学園中学校 中1 細川 あい 虹の橋 

大阪府 枚方市立枚方中学校 中2 三上 千鶴 頂きます 

大阪府 八尾市立亀井中学校 中2 阪本 和音 今、ここにいるということ 

大阪府 八尾市立亀井中学校 中2 髙島 実蘭 手紙 

大阪府 八尾市立亀井中学校 中2 辻井 凛 生きがい 

大阪府 八尾市立亀井中学校 中2 松永 月彩 分からない未来 

大阪府 八尾市立亀井中学校 中2 宮之原 冴 教えてくれたもの 

大阪府 大阪府立箕面支援学校 中2 柳井 美緒 自分の人生は自分で切り開こう！！ 

大阪府 東大阪市立孔舎衙中学校 中2 寺内 ちほ菜 諦めるまでは終わっていない 

大阪府 東大阪市立孔舎衙中学校 中2 宮田 里彩 目に見えないもの 

大阪府 大阪教育大学附属池田中学校 中3 田中 莉穂 いのちの意味 

大阪府 大阪市立平野北中学校 中3 川田 優花 生きる意味 

大阪府 吹田市立第一中学校 中3 篠原 里奈 涙が出る日 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

大阪府 八尾市立亀井中学校 中3 宮本 美憂 生きている「いのち」 

兵庫県 神戸市立こうべ小学校 小3 榎本 阿紋 いのちについて 

兵庫県 神戸市立湊小学校 小3 田原 和花 いのちの作文コンクール 

兵庫県 加古川市立氷丘小学校 小3 豊田 美咲 一人一つかけがえのないいのち 

兵庫県 神戸市立福池小学校 小4 佐野 絢音 ロボットと人 

兵庫県 神戸市立福池小学校 小4 寶角 太一 ぼくの大好きなおばあちゃん 

兵庫県 加古川市立氷丘小学校 小4 宮本 亘 「命」について 

兵庫県 川西市立緑台中学校 中1 角南 美和 生きている意味 

兵庫県 私立関西学院中学部 中1 藤本 怜汰 命の尊さ・大切さ 

兵庫県 私立小林聖心女子学院中学校 中1 神谷 彩 窮屈で自由な世界 

兵庫県 私立夙川中学校 中1 石田 伊知香 キョーダイ 

兵庫県 私立夙川中学校 中1 伊東 澪央 セミの一生 

兵庫県 私立夙川中学校 中1 大西 彩菜 私の大切な命 

兵庫県 私立夙川中学校 中1 後藤 楓華 小さな幸せ 

兵庫県 私立百合学院中学校 中1 井本 千暖 人のぬくもり 

兵庫県 尼崎市立小園中学校 中2 多々美 陽菜 死があるから、生が輝く 

兵庫県 川西市立緑台中学校 中2 岸本 玲音 一人の兄が世界を変える 

兵庫県 小野市立小野南中学校 中2 髙田 友愛 入院の経験 

兵庫県 私立関西学院中学部 中2 馬場 玲娃 残りの時間 

兵庫県 私立小林聖心女子学院中学校 中2 木浦 衣央 人の命は地球より重い 

兵庫県 私立小林聖心女子学院中学校 中2 中脇 あかり 失ってから学ぶ命の尊さ 

兵庫県 神戸市立港島学園中学部 中3 香西 万桜 “ 自殺 ”について 

兵庫県 姫路市立大津中学校 中3 小林 泉水 私のいのちは私のもの？ 

兵庫県 姫路市立東光中学校 中3 森 美翠 命の生き方 

奈良県 私立近畿大学附属小学校 小1 田邉 愛李 わたしのたからもの 

奈良県 香芝市立香芝東中学校 中1 桒村 羽月 雪山の「いのち」たち 

奈良県 私立帝塚山中学校 中1 河波 慶汰郎 「生」も「死」も「いのち」 

奈良県 奈良県立青翔中学校 中3 𠮷井 ほのか 生きていく 

奈良県 大和郡山市立郡山西中学校 中3 藤森 美花 「いのち」の源 

奈良県 斑鳩町立斑鳩中学校 中3 米倉 京香 生きる意味 

奈良県 明日香村立聖徳中学校 中3 関本 希実 天国のお兄ちゃん 

和歌山県 私立智辯学園和歌山小学校 小2 宮本 旬 はせ川さんとどくヘビ 

和歌山県 和歌山市立川永小学校 小5 小原 海音 いのち 

和歌山県 和歌山県立田辺中学校 中3 村上 実咲 いのち 

和歌山県 田辺市立衣笠中学校 中3 野﨑 心々呂 たった一人の 


