
中学第７期生（平成８年度） 

 部門 研究テーマ 氏名 

金賞 社会科学 久留米絣について 

－現代社会で受け継がれている伝統工業 

生駒  彩 

銀賞 社会科学 沖縄の人々の生活と在日米軍基地 大塚 由絵 

銀賞 自然科学 睡眠 渡邊 珠子 

銀賞 文芸 あの頃の思い出 上野晋太郎 

銅賞 社会科学 アメリカホームステイ体験で見聞したアメリカ文化 古賀慎太郎 

銅賞 自然科学 現代人とスポーツ 白武 知浩 

銅賞 文芸 私のＮＯ．１ 古賀 智子 

佳作 文芸 生と死の間で 

（第４２回佐賀県青少年読書感想文コンクール 

優良賞受賞） 

岩崎 理恵 

 

 

 

 

 

中学第８期生（平成９年度） 

 部門 研究テーマ 氏名 

金賞 社会科学 ごみの現状とこれから 大串 愛子 

銀賞 社会科学 －憲法で考える－ 自由とプライバシー 中林加南子 

銀賞 自然科学 クローン 小野澤佳織 

銀賞 文芸 タンポポ 富永 愛子 

銅賞 社会科学 江頭新平と佐賀の乱 木村 由樹 

銅賞 自然科学 記憶 松崎 晶子 

銅賞 文芸 睡眠中 権藤 理絵 

佳作 社会科学 学校における子供の問題 

～いじめ・登校拒否の問題について～ 

今村 麻美 

佳作 文芸 The Travels of Me 稲益 良紀 

 

 

 

 

 

 



中学第９期生（平成１０年度） 

 部門 研究テーマ 氏名 

金賞 自然科学 基山町の水質汚濁について考える 池田 明奈 

銀賞 社会科学 快適な旅へ－ＪＲ九州の試み 川島 正寛 

銀賞 文芸 メッセージ 井上 亜紀 

銀賞 社会科学 三川坑炭塵爆発事故 古賀 康史 

銅賞 社会科学 アメリカの銃犯罪の現状 中田 真実 

銅賞 社会科学 東京裁判 高山  舞 

銅賞 社会科学 ２００２年Ｗ杯日韓共催と日韓交流史 小松原亜弓 

佳作 自然科学 わたしたちとたばこ 大塚 宏美 

 

 

 

 

 

中学第１０期生（平成１１年度） 

 部門 研究テーマ 氏名 

金賞 社会科学 田代太田古墳 －装飾古墳－ 横尾 友博 

銀賞 社会科学 公民館とその地域に住む人々 陳野 芳子 

銀賞 自然科学  水質調査 岸  聖司 

銅賞 文芸 いってきます 秋岡佳奈子 

銅賞 社会科学 つながる島々 －技術の進歩と人の心－ 田﨑 幸奈 

銅賞 自然科学 地球温暖化問題 中島 三佳 

佳作 文芸 きつねのぼうし 副島奈津美 

佳作 自然科学 緑茶 大串真理子 

佳作 社会科学 ストリート・チルドレン 高巣 峰代 

佳作 自然科学 雲と天気予報 久保 庸子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



中学第１１期生（平成１２年度） 

 部門 研究テーマ 氏名 

金賞 社会科学 虚偽自白について 坂本 皆子 

銀賞 自然科学 身長を伸ばす！ 行徳和雅子 

銀賞 社会科学 宗教は人類を幸せにしたか 中林 亜紀 

銅賞 文芸 ＦＲＯＭ ＯＮＥ ＳＴＥＰ 辻 由樹絵 

銅賞 文芸 夢を追った男 大久保由貴 

銅賞 自然科学 火星探査 岩川正太郎 

佳作 社会科学 ミュージカルという新たな世界へ 税田 華衣 

佳作 文芸 夏のち晴れ 弦巻 由倫 

佳作 社会科学 原爆投下と長崎 長谷川裕美 

佳作 自然科学 薬物の恐ろしさ 井上 実穂 

 

 

 

 

 

中学第１２期生（平成１３年度） 

 部門 研究テーマ 氏名 

金賞 自然科学 記憶力を上げる方法 古川 実奈 

銀賞 自然科学 脳死は人の死か 川良 智美 

銀賞 社会科学 「ゆとり教育」のもたらしたもの 河野 君佳 

銅賞 自然科学 人類を絶滅から救うには 大治万喜子 

銅賞 社会科学 少年法「改正」 古賀友弥子 

銅賞 社会科学 日本人の顔 中川宗一郎 

佳作 自然科学 兵庫県南部地震から学んだ地震対策 木下菜保子 

佳作 自然科学 人間の次に栄えるもの 木村珠麻美 

佳作 社会科学 犯罪被害者のプライバシー 高山  葵 

 

 

 

 

 

 

 

 



中学第１３期生（平成１４年度） 

 部門 研究テーマ 氏名 

金賞 社会科学 死刑制度は存在すべきか 池田 祐子 

銀賞 社会科学 江戸文化から見る人々の旅へのあこがれ 石崎 美佳 

銀賞 社会科学 国連の問題点とこれからの課題 翁  暁雪 

銅賞 社会科学 源氏物語の女性たち 古賀ももこ 

銅賞 社会科学 食品表示の裏表 尊田かおり 

銅賞 自然科学 老化のメカニズム 佐々木由香 

佳作 社会科学 日本の伝統と能 古賀 智子 

佳作 社会科学 児童虐待について 満安絵梨奈 

佳作 社会科学 日露戦争 ～明治の人々～ 田上 和恵 

 

 

 

 

 

中学第１４期生（平成１５年度） 

 部門 研究テーマ 氏名 

金賞 社会科学 国際法・国際政治と私達の生活との関連について 梶原千華子 

銀賞 社会科学 桜の花と日本人 平木 彩子 

銀賞 社会科学  松尾芭蕉 ～旅に生き、旅に死んだその生涯～ 山縣 紀子 

銅賞 社会科学 携帯電話が私たちに及ぼす影響 吉田 麻美 

銅賞 社会科学 臓器提供者と患者の実態 渡邉 志織 

銅賞 自然科学 動物の病気と獣医学 鶴田征太郎 

佳作 自然科学 遺伝の異常による病気について 戸島真梨子 

佳作 社会科学 フランス革命におけるマリー・アントワネットの位

置付け 

吉田 理紗 

佳作 社会科学 監視社会とプライバシーの保護 馬場園 洸 

佳作 社会科学 親から見た子供、子供から見た親 森田  亘 

 

 

 

 

 

 

 



中学第１５期生（平成１６年度） 

 部門 研究テーマ 氏名 

金賞 自然科学 アク 木下裕美子 

銀賞 社会科学 犬の癒し効果 松本 千洋 

銀賞 自然科学 魔方陣の作成と証明 堀田  茜 

銅賞 社会科学 特攻隊の真実とは 岩井 浩美 

銅賞 自然科学 便と食生活について 齊藤 麻衣 

銅賞 自然科学 紫外線について 荒瀬 仁志 

佳作 社会科学 九州の「原」地名 井上翔太郎 

佳作 自然科学 教科に適した勉強法 今里 彩乃 

佳作 自然科学 日本の天候の移り変わり 大滝聡一朗 

佳作 社会科学 テニスのサーブについて 橋本 成矢 

 

 

 

 

 

中学第１６期生（平成１７年度） 

 部門  研究テーマ 氏名 

金賞 社会科学 日露戦争 山元 美季 

銀賞 社会科学 未成年者の思考 ～他者との関わりについて～ 西  紋菜 

銀賞 社会科学 少年犯罪について 橋本花穂里 

銅賞 社会科学 堀割とＥＭ について 梅﨑 陽介 

銅賞 人間 夢と心理の関係について 大和 身江 

銅賞 文化・芸術 千利休から辿る茶道の心得 今村  綾 

佳作 自然科学 虹について 河野 佳鈴 

佳作 自然科学 虹 梅木  駿 

佳作 心理学 ロールレタリングについて 福永 直子 

佳作 人間 音楽が人間に与える影響 小牧  愛 

 

 

 

 

 

 



中学第１７期生（平成１８年度） 

 部門 研究テーマ 氏名 

金賞 自然科学 草木染め 戸田恵有沙 

銀賞 社会科学 天平 暗黒の側面 ～僧玄昉 怪死の理由～ 須藤  慧 

銀賞 自然科学 小児慢性疲労症候群 ～こころの病気～ 平井 利絵 

銅賞 社会科学 世界の貧困削減のためになすべきこと 梶原久扇子 

銅賞 自然科学 脳死と臓器移植 榎  蓮子 

銅賞 社会科学 宗教と長引く中東問題 福田 由香 

佳作 自然科学 骨と骨折について 安西 寛真 

佳作 社会科学 シェイクスピアと『ハムレット』 伊東 慎吾 

佳作 社会科学 中国書道史 ～文字の成立から王義之まで～ 中村 真子 

佳作 社会科学 Cheerleadingについて 伊東 春香 

 

 

 

 

 

中学第１８期生（平成１９年度） 

 部門 研究テーマ 氏名 

金賞 社会科学 半島統一 大坪 直樹 

銀賞 社会科学 鯰信仰 梅崎 亜希 

銀賞 社会科学 現代と武士道 松尾 和紀 

銅賞 社会科学 方言について 三角優莉奈 

銅賞 社会科学 ケルト民族とドルイド 江頭沙也加 

銅賞 自然科学 朝食の必要性と我々に及ぼす影響 江島 一志 

佳作 社会科学 四神について 田上 由理 

佳作 自然科学 北極海の氷の消滅について 髙村 春歌 

佳作 自然科学 ロータリーエンジンとＲＸ－７ 飯島 大介 

佳作 社会科学 鉛筆 篠原明日香 

 

 

 

 

 

 



中学第１９期生（平成２０年度） 

 部門 研究テーマ 氏名 

金賞 社会科学 子どもにおける季節の認識について 

～子どもが季節を感じる時～ 

爪田 瑠璃 

銀賞 社会科学 神話・昔話から見る古代人の思想と風習 窪山裕美子 

銀賞 自然科学 人類滅亡の可能性について 岩﨑 弘高 

銅賞 自然科学 恐竜の皮膚痕化石について 角  賢典 

銅賞 社会科学 獅子舞 金城 百香 

銅賞 自然科学 脳 山元 美和 

佳作 社会科学 地球温暖化の世界に足を踏み入れる 

～未来を切り拓くために～ 

和田 悠佑 

佳作 社会科学 ＣＭについて 成冨 由恵 

佳作 自然科学 認知症について 山﨑 水優 

佳作 自然科学 温泉はなぜ人を癒すのか 矢加部真怜 

 

 

 

 

 

中学第２０期生（平成２１年度） 

 部門 研究テーマ 氏名 

金賞 社会科学 九州の流通業界について 淡川 雄太 

銀賞 社会科学 韓国語×日本語比較論 重松 麦穂 

銀賞 自然科学 地球温暖化と病気 松元麻里子 

銅賞 社会科学 インド神話 ～その循環性について～ 桑田 汐莉 

銅賞 社会科学 無意識のうちの優先 ～視覚による思いこみ～ 中村芙喜子 

銅賞 社会科学 個人情報について 大坪 新平 

佳作 社会科学 日本の就職難について 石田 可奈 

佳作 社会科学 特攻隊 ～日本の未来に命をかけた特別攻撃隊員 

から見る現代の日本～ 

福田 洋子 

佳作 自然科学 歯周病について 伊藤 綾香 

佳作 社会科学 摂食障害について ～「食」が育む心～ 溝上 晶菜 

 

 

 



中学第２１期生（平成２２年度） 

 部門 研究テーマ 氏名 

金賞 社会科学 郷土における太平洋戦争 窪山 裕也 

銀賞 社会科学 佐世保の水 鷲峯 由紀 

銀賞 社会科学 日本人はいかにして死を迎えるか 馬場 季夏 

銅賞 社会科学 日本人の悲観的思考について 山元美加子 

銅賞 社会科学 書道について 川島 杏紗 

銅賞 社会科学 シーサーはどこからやってきたのか 

－琉球シーサーと東アジアの守り神について－ 

加藤  悠 

佳作 社会科学 名字の由来について 篠原  彩 

佳作 社会科学 化粧 西 美乃里 

佳作 社会科学 色と人間の感情について 西見 美紀 

佳作 自然科学 インスタントラーメンについて 橋本 英理 

 

 

 

 

 

中学第２２期生（平成２３年度） 

 部門 研究テーマ 氏名 

金賞 社会科学 独島と竹島 田中  香 

銀賞 自然科学 羽化と生命力 岩本 美咲 

銀賞 社会科学 青色が持つ精神的な効果について 重松 穂花 

銅賞 自然科学 Ａｉと解剖について 曽根崎雄介 

銅賞 社会科学 「夢」について 三角英妃奈 

銅賞 自然科学 再生医療について 栗林佐也子 

佳作 社会科学 文字をきれいにみせるには 園木 裕子 

佳作 社会科学 身近な占い 近藤 萌香 

佳作 社会科学 オーストラリア連邦 萩原 百音 

佳作 社会科学 Ａｂｏｕｔ ９．１１ 密川 秋花 

 

 

 

 

 



中学第２３期生（平成２４年度） 

 部門 研究テーマ 氏名 

金賞 自然科学 子どもにおける指しゃぶりおよび爪かみから発信さ

れるメッセージとは 

     ～なぜ指しゃぶり、爪かみをするのか～ 

爪田 希恵 

銀賞 社会科学 知的障害者のための社会福祉の現状 中村 百花 

銀賞 自然科学 ミズゴケの断熱効果 

～ミズゴケは屋上緑化に利用できるのか～ 

酒井 莉奈 

銅賞 自然科学 音楽が人に与える効果 山元美保子 

銅賞 社会科学 なぜ日本は世界で人気があるのか？ 山﨑 美織 

銅賞 社会科学 インターネット社会を生きるために 藤本 慎也 

佳作 社会科学 ＬＩＶＥの演出が人に与える効果について 山岡 由夏 

佳作 自然科学 人間の皮膚の老化とアンチエイジング 平山 朋佳 

佳作 社会科学 神道と仏教の相違点・共通点について 原  静流 

佳作 社会科学 手書きＰＯＰについて ～経済の推移と共に～ 川田 奈々 

 

 

 

 

 

中学第２４期生（平成２５年度） 

 部門 研究テーマ 氏名 

金賞 自然科学 甲状腺がんについて 末兼 和佳 

銀賞 社会科学 ネットと若者の心理と行動 中村有喜子 

銀賞 自然科学 映像の光が体に及ぼす影響 古賀早紀子 

銅賞 社会科学 集団行動とうつ病について 江口 里佳 

銅賞 社会科学 スポーツにおける日本と他国の相違点 福島  唯 

佳作 社会科学 女性の社会進出について 上野すだち 

佳作 社会科学 音楽事始 ～近代音楽とは何か～ 古賀麻理奈 

佳作 自然科学 ドップラー効果について 福田  萌 

佳作 自然科学 黄金比について 馬場 美玖 

 

 

 

 

 



中学第２５期生（平成２６年度） 

 部門 研究テーマ 氏名 

金賞 自然科学 涙と心の関係 筬島  葵 

銀賞 社会科学 お茶の歴史 河野 竜士 

銀賞 自然科学 バスケットボールにおけるスポーツ医学 栗林 岳宏 

銅賞 社会科学 動物の感情表現 遠藤 成珠 

銅賞 自然科学 五感の制御の可能性 中原 暢克 

銅賞 自然科学 電気とその利用について 橋本 主希 

佳作 自然科学 未来の車について ～水素自動車～ 甲斐田 樹 

佳作 社会科学 ディズニープリンセスはなぜ人気なのか。 島内 美玲 

佳作 自然科学 日本の技術と宇宙産業 冨永小緒里 

 

 

 

 

 

中学第２６期生（平成２７年度） 

 部門 研究テーマ 氏名 

金賞 社会科学 日本と韓国、木材での関わり 小田 京香 

銀賞 自然科学 ダウン症について 池田 莉咲 

銀賞 社会科学 新撰組の生き様について 高橋 和枝 

銅賞 社会科学 １８歳選挙権について 前川 七夕 

銅賞 社会科学 現代社会を考える ---「ハリーポッター」から 小関真利明 

銅賞 自然科学 医療用ロボットについて 岡部 佐耶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



中学第２７期生（平成２８年度） 

 部門 研究テーマ 氏名 

金賞 自然科学 人と睡眠 桑原 千佳 

銀賞 社会科学 自然と生きる ～災害から身を守れ～ 守谷 早紀 

銀賞 自然科学 皮膚の乾燥と対策 古賀 顕登 

銅賞 社会科学 方言について 桑田 沙羅 

銅賞 社会科学 童話と自然保護の関わりについて 藤本 光明 

銅賞 自然科学 東洋医学の多様性 大木 智弘 

 

 

 

 

 

中学第２８期生（平成２９年度） 

 部門 研究テーマ 氏名 

金賞 人文・社会科学 ＡＩ発達の影響を受ける未来 

 －発達の在り方について考える－ 

平田 悠真 

銀賞 人文・社会科学 色がもたらす効果について 山口  萌 

銀賞 人文・社会科学 なぜ世界で食糧偏在が起きるのだろうか 堀  有沙 

銅賞 自然科学 日本人と外国人の身体能力の差の起源 田中 翼聖 

銅賞 自然科学 ＡＩ（人工知能）は本当に人間に必要なのか 古賀 勇輝 

銅賞 自然科学 手術は人間が行うべきか機械が行うべきか  木戸慎太郎 

 

 


