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金賞 五藤　愛 広島大学附属小学校  じょうばたのしい

中村　優太 広島市立祇園小学校 ぼくのすきなどうぶつ

山本　和奏 広島大学附属小学校  りす

植木　優奈 広島大学附属小学校  虹の橋にいったカナブン

栄原　心 広島大学附属小学校  ねこのはなし

林　蓮之助 広島大学附属小学校  よるげんきなどうぶつたち

佳作 バーズ　マックスウェル有喜 安田小学校 ライオンだいすき

金賞 宮本　桃衣 広島大学附属小学校  ローズちゃんとりんくん

森岡　丈治 東広島市立三ツ城小学校 ぼくの家のかめ

清代　ここみ 広島市立原小学校 アナグマのちがい

永田　眞子 東広島市立八本松小学校 どうぶつファミリー

中本　陽菜 広島市立梅林小学校 わたしの文鳥

奥谷　睦人 広島大学附属小学校  二ひきのねこ

佳作 竹田　慈音 広島市立宇品小学校 ナイトサファリに行った

金賞 小杉　勇心 広島大学附属小学校  絶滅危惧種について思うこと

山口　蒼翔 呉市立横路小学校 地きゅうはかわる

小田　常葉 北広島町立大朝小学校 動物大すき

榎　友萌 東広島市立八本松小学校 安心してくらせる場所

大下田　涼音 広島市立伴小学校 ニホンカモシカのひみつ

佳作

金賞 永田　理桜 安田小学校 立てないキリンのはぐみ

中島　れいじ 広島市立安北小学校 いなくなった動物達

楽市　航平 広島大学附属小学校  大切な生態系

中村　慈愛 広島大学附属小学校  命の大切さ

長谷川　恵子 安田小学校 イルカへのぎもん

佳作 光原　海愛 東広島市立八本松小学校 動物のなぞ

金賞 秋本　展秀 安田小学校 イノシシ出没

銀賞 長谷川　大希 東広島市立高美が丘小学校 ラッキーおばあちゃん

永木　遥子 広島市立梅林小学校 動物たちの武器

金井　逞海 広島大学附属小学校  悲劇のキリン

佳作

金賞 山田　咲 広島市立毘沙門台小学校 動物の幸せのために

銀賞 山下　可愛 広島市立山本小学校 動物を守るために

銅賞 沖野　隼也 広島市立牛田新町小学校 ノアが家にやってきた

佳作

金賞 中野　歩実 広島市立牛田中学校 ”命”と”愛情”

古瀬　咲守 広島市立宇品中学校 「共存」

杉本　佳奈美 広島市立庚午中学校 絶滅危惧種について

正願　志温 呉市立仁方中学校 ぼくの家族が増えました

吹地　伸梧 広島市立宇品中学校 くじゃくの謎

増田　百恵 広島市立庚午中学校 私とメダカと

花岡　海斗 広島市立五日市中学校 動物と過ごす毎日

晃　芙々美 広島市立牛田中学校 ひよこが泣いている
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島村　早緒 広島市立牛田中学校 殺処分を減らすために

伊達　梨音 広島市立宇品中学校 動物への思いは

藤井　莉穂 広島市立宇品中学校 奇跡でもあり不幸でもある猫の出来事

河本　いぶき 広島市立庚午中学校 私の魚

重森　柚音 広島市立庚午中学校 私のしたかったこと

冨田　菜生 広島市立庚午中学校 野良猫

日笠　葵代良 広島市立庚午中学校 野良猫？

冨田　心都 広島市立城山北中学校 運命の出会い

金賞 小林　花名 広島市立城山中学校 カラスの魅力

藤本　夏子 北広島町立豊平中学校 地球はたった「一つ」

藤村　茉歩 広島市立牛田中学校 幸せ

梶田　桃花 呉市立明徳中学校 動物に対する責任と思いやり

前川　祐惠 広島市立宇品中学校 「大切な家族」

永谷　香優 広島市立五月が丘中学校 軽い気持ち

尾濱　陽菜 呉市立音戸中学校 いつもの散歩コース

重川　友希 広島市立牛田中学校 動物愛護法の前提

永安　奏良 広島市立宇品中学校 「動物の魅力」

木村　仁海 広島市立庚午中学校 動物を殺す必要はあるのか

佐藤　彩良 広島市立庚午中学校 近場の黒猫

中村　愛美 広島市立庚午中学校 十八歳を迎えた愛犬

平本　菜々穂 広島市立庚午中学校 彼らの心

宮﨑　芽音 広島市立庚午中学校 犬の命を守るために

柏原　萌七 広島市立五月が丘中学校 愛犬

西　彩花 広島市立五月が丘中学校 犬の大切さについて

金賞 田島　蒼汰 広島市立庚午中学校 プンくん

麻野　悟良 広島市立牛田中学校 意外と知らないカラスの事

瀬戸　愛梨 広島市立砂谷中学校 プラスチックと海の中

河本　七海 広島市立井口中学校 人と生物が共存できる未来へ

佐々木　七椛 広島市立宇品中学校 インコの秘密

鎭守　聖奈 広島市立砂谷中学校 動物愛護団体について

花咲　杏 広島市立牛田中学校 ペットショップの問題

吹地　美紅 広島市立宇品中学校 ペンギンはなぜ飛べないの？

上藤　羽結 広島市立庚午中学校 文鳥が教えてくれたこと

倉本　大舞 広島市立庚午中学校 介助犬について

増田　琳 広島市立庚午中学校 命の大切さ

松浦　正広 広島市立庚午中学校 猫を飼いたい

三石　真結子 広島市立五月が丘中学校 身勝手な飼い主

仁賀井　晴凪 広島市立城山中学校 犬と猫を飼って学んだこと

大野　しずく 広島市立砂谷中学校 サクラ猫

佐々木　彩葉 広島市立砂谷中学校 名前を付ける意味
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