
１．紙芝居・絵本の部（１１点）

賞名 通№ 名  前 住所，園，学校名，学年，年齢 画題，内容 整理№

厚生労働大臣賞 1 水本　陽子 東京都葛飾区，主婦，34歳 ものマネ　さるのモン吉（絵本，13枚） K4

文部科学大臣賞 2 坂井勝多(4年)，吉岡遥香，杉下栄一，林紗音里(5年)，樋浦真由子(3年) たばこはやめて（紙芝居, 12枚） KD30

ペット犬のさくらが勝一君のパパにたばこが体に及ぼす害を説明して，なんとかやめてもらうように説得します。

優秀賞 3 小林　知佳子 東京都練馬区，主婦，27歳 カバくんのサンドイッチやさん（絵本，16枚） K14

優秀賞 4 政岡綾乃，元田裕人(6年)，森 美里(5年)，盛 　豊(4年)，森 美鈴(3年) もしもあなたが（紙芝居, 12枚） KD23
鹿児島県大島郡伊仙町，喜念小学校， 児童保健委員会
下校時なじみの中学生にたばこを勧められた三人の小学生は，それぞれの方法で断ります。その方法とは…

優秀賞 5 安達　郁子 東京都江戸川区，会社員，40歳 あなたのために（紙芝居，12枚） K10
ママはお腹に赤ちゃんがいるのにタバコを止めることができません。家族のためにもタバコを止めましょう。

優良賞 6 米田　裕美 石川県金沢市，浅野川中学校１年 マンガで見る「タバコについて」の研究(33枚) K1
たばこの害について研究し不良2人にタバコを止める様に仕向け最後に止めることを決意する。

優良賞 7 林田　奈都美 栃木県佐野市，植野小学校6年(ｱﾄﾘｴ ﾌﾘｰｽﾞ･ﾑｰﾝ) 不思議なタバコ物語（紙芝居，17枚) KD10
楽しいはずのﾄﾞﾗｲﾌﾞがﾞ，お父さんのﾀﾊﾞｺで台無し｡ふしぎな国のﾀﾊﾞｺの吸う王様の身体の中を探検する事になりました，見た光景は…

入賞 8 須藤　裕子 神奈川県厚木市，養護教論，43歳 いいめいわくだよ（絵本，10枚） KD9
身近な人がタバコを吸うのでめいわくをしている，小学校低学年の男子の話

入賞 9 藤井幸花，川村奈緒 大阪府四条畷市，枚方市，立命館大学１回生 バタバタ タバコ(絵本，22枚） K17
ある深い海の底にあるタコの王国。そこに住む王様はタバコが大好き。

入賞 10 真鍋　新菜 福岡県北九州市，企救丘小学校６年 自分のためにも 人のためにも（絵本，13枚) KD40
自分のためにも未来のためにも命をタバコから守りましょう。

入賞 11 安西裕輝，安西未織 埼玉県狭山市，御狩場小学校５年・２年 たばこ怪獣モクモクラーをたおせ！（絵本,13枚) KD37
モクモクラーがあらわれると苦しむ人が出てきます。みんなで力を合わせてたたかうといなくなります…。

北海道旭川市，旭川第五小学校，保健体育委員会

動物園のサル山に住んでいるモン吉は，人間のマネが得意です。ある日モン吉の足元にタバコが転がってきました…

２００３年（平成１５年）２月

（以下のあらすじは暫定的なものです）

    最優秀賞（厚生労働大臣賞，文部科学大臣賞）１４点，優秀賞３９点，優良賞３５点，入賞６７点

  入賞数 １５５点（絵本・紙芝居１１点，ポスター１２０点，マーク１３点，メッセージ１１点）

 　 紙芝居・絵本，ポスター，マーク，メッセージコンクール　入選者名簿

第１５ 回 「子どもに無煙環境を！ 全国キャンペーン」事業

特定非営利活動法人 「子どもに無煙環境を」推進協議会

　 　 （厚生労働大臣賞と文部科学大臣賞，及び各賞内の順番と通し№は順不同です。）

    応募数（紙芝居・絵本７３点，ポスター６，７１６点，マーク６２５点，メッセージ１９３点，合計７，６０７点）

 　　第１５ 回（２００２～３年）「たばこはやめて！  」

ｶﾊﾞくんのｻﾝﾄﾞｲｯﾁやさんがくるとみんな逃げてしまいます，原因がたばこを吸っているからだとわかりﾀﾊﾞｺを止めると大人気になりました。
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２．ポスター，幼児の部（９点）
賞名 通№ 名  前 住所，園，学校名，学年，年齢 画題，内容 整理№

優秀賞 1 松崎　祥悟 大阪府松原市，新堂保育園，４歳 煙いやだよ YD36

優秀賞 2 田中　義紘 兵庫県明石市，中川絵画教室，５歳 パパたばこやめて　パパたばこだめ YD227

優秀賞 3 旭　　健児 愛知県瀬戸市，ふたば保育園，５歳 けむたいよ　すわないで Y27

優良賞 4 小川　恭慧 宮崎県宮崎市，大坪保育園，５歳 パパくさい Y10

優良賞 5 関根　　愛 愛知県春日井市，玉川保育園，５歳 ママすわないで Y6

入賞 6 梅田　望央 広島県広島市，可部ふたば幼稚園，６歳(ｱﾄﾘｴ島本) きんえん　しましょう YD4

入賞 7 内海　 萌 青森県三沢市，ﾁｬﾘﾃｰ第二保育所，５歳 煙　きらい YD10

入賞 8 前崎　笑里 北海道札幌市，幌東幼稚園，４歳 おとうさんだいすき　でもたばこのにおい大きらい Y3

入賞 9 横田　みづ樹 静岡県焼津市，まどか幼稚園，５歳 お花もわたしも　けむり　きらいだよ YD189

３．ポスター，小学１～２年生の部（１６点）
賞名 通№ 名  前 住所，園，学校名，学年，年齢 画題，内容 整理№

厚生労働大臣賞 1 溝口　乃愛 大阪府池田市，箕面自由学園１年（播間絵画教室） たばこはやめよう SD2109

文部科学大臣賞 2 関口　彩子 栃木県岩舟町，岩舟小学校２年(ｱﾄﾘｴ ﾌﾘｰｽﾞ･ﾑｰﾝ) たばこはイヤだぞう SD2061

優秀賞 3 田中　智英 広島県広島市，可部小学校１年(ｱﾄﾘｴ島本) たばこはやめろ！ SD240

優秀賞 4 川野　新乃介 栃木県佐野市，佐野小学校１年(ｱﾄﾘｴ ﾌﾘｰｽﾞ･ﾑｰﾝ) たばこやめて！ SD2062

優秀賞 5 大冝見　彩紀 沖縄県沖縄市，中の町小学校１年 タバコやめて S73

優良賞 6 市川　杏里 北海道河東郡鹿追町，瓜幕小学校２年 まま　たばこやめて！ SD500

優良賞 7 旭 　俊成 愛知県瀬戸市，水野小学校２年 たばこのけむり　だいっきらい S101

優良賞 8 半田　昌浩 岡山県倉敷市，穂井田小学校２年(親子絵画) たばこ　やめよう SD2156

優良賞 9 大柳　麗 宮城県登米郡米山町，中津山小学校２年 たばこはダメ S67

入賞 10 牧　恒喜，下園智也，波江野紗妃，松坂　舞 タバコ　イヤｯ！ SD2221

鹿児島県肝属郡根占町，登尾小学校１年・２年

入賞 11 工藤　 叶 北海道北見市，若松小学校２年 タバコ　やめて　みんなのために SD669

入賞 12 川島　珠未 静岡県磐田市，磐田北小学校１年(ｱﾄﾘｴ子供ｱｰﾄ) たばこきらい　めいわくだよ　からだがこわれちゃう SD823

入賞 13 田中　智子 兵庫県明石市，江井が島小学校１年(野添絵画教室) タバコはめいわく！ SD647

入賞 14 濱崎　美咲 高知県高知市，高須小学校２年 タバコはやめて　体によくないよ！ S46

入賞 15 久保田　奈未 静岡県静岡市，竜南小学校２年(横内幼稚園絵画教室) きらい　タバコ SD441

入賞 16 山田　涼斗 福井県武生市，国高小学校１年(武生禁煙友愛会) たばこ　やめて SD4347

４．ポスター，小学３～４年生の部（１７点）
賞名 通№ 名  前 住所，園，学校名，学年，年齢 画題，内容 整理№

厚生労働大臣賞 1 大塚　友喜 徳島県徳島市，加茂名小学校４年 きらいになるよ！　たばこはやめて S37

文部科学大臣賞 2 植田　 聖 兵庫県滝野町，兵庫教育大学附属小学校４年(一如陶芸教室) 気づいてよ僕のこと SD2217
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優秀賞 3 中田　和希 兵庫県伊丹市，有岡小学校３年 みんなのために　やめようタバコ S41

優秀賞(大阪府教委賞) 4 脇田　彩衣 大阪府柏原市，旭ヶ丘小学校３年 子どもはけむりが　大キライ S29

優秀賞 5 白石　浩三 長崎県南高来郡加津佐町，加津佐東小学校４年 めいわくだよ　まわりの人に SD3794

優秀賞 6 辛川　知優 神奈川県横浜市，新石川小学校３年 一本のたばこで　みんなにめいわく S26

優秀賞 7 高木　瑛莉 熊本県鹿本郡植木町，植木小学校４年 みんなの明日を守りたい　SOS S19

優良賞 8 須藤　由加里 東京都世田谷区，松原小学校４年 ﾊﾟﾊﾟはたばこをやめた 私はﾊﾟﾊﾟがもっとすきになった SD352

優良賞 9 中野　貴斗 愛知県名古屋市，城西小学校３年 たばこやめて！ S6

優良賞 10 鍛冶谷　実花 兵庫県神戸市，若草小学校４年 タバコやめよう SD165

優良賞(大阪府知事賞) 11 森　　葉月 大阪府茨木市，春日小学校４年(長沢こども絵画教室） すわない人もめいわく SD1539

優良賞 12 黒川　詩織 岡山県浅口郡里庄町，里庄西小学校４年 タバコをすってはいけません SD87

入賞 13 濱崎　水美 高知県高知市，高須小学校４年 あなた･体大丈夫？ S44

入賞 14 別府　潤一 岡山県吉備郡真備町，箭田小学校３年 たばこすうな！　からだにわるい SD86

入賞 15 南野　圭亮 大阪府池田市，石橋小学校４年（播間絵画教室） タバコはやめて！！ SD2131

入賞 16 猿谷　悦子 愛知県名古屋市，守山小学校３年（ともだち絵の会） タバコはめいわく SD677

入賞 17 武内　智宏 鳥取県西伯郡名和町，光徳小学校４年 たばこをすうのをやめてよ！ SD2846

５．ポスター，小学５～６年生の部（２７点）
賞名 通№ 名  前 住所，園，学校名，学年，年齢 画題，内容 整理№

文部科学大臣賞 1 尾崎　史歩 兵庫県明石市，二見小学校６年（中川絵画教室） 煙にするな　自分の命 SD640

厚生労働大臣賞 2 脇田　麻優香 大阪府柏原市，旭ヶ丘小学校６年 子どものまわりを無煙に S28

優秀賞 3 鈴木　亜里沙 神奈川県小田原市，三の丸小学校５年 害は…　あなただけじゃない S111

優秀賞 4 大木　真理恵 福島県西白川郡中島村，吉子川小学校６年 気づいて！ 私達の気持 SD817

優秀賞 5 大島　麻利亜　 栃木県下都賀郡岩舟町，岩舟小学校５年(ｱﾄﾘｴ ﾌﾘｰｽﾞ･ﾑｰﾝ） 世界の子供に　禁煙社会を！ SD2066

優秀賞 6 岸　亜希恵 山形県最上郡戸沢村，角川小学校６年 心も体も　ボロボロに SD347

優秀賞 7 津下　幸大 岡山県岡山市，牧石小学校６年 タバコのけむり　だいきらい！ S43

優秀賞 8 鈴木　活伸 愛知県西尾市，鶴城小学校５年 ストップ　ザ・たばこ S105

優秀賞 9 宮川由利亜，青山里愛 沖縄県沖縄市，山内小学校６年 一度すったら　やめられない SD753

優秀賞(大阪府知事賞) 10 森本　沙紀 大阪府摂津市，摂津小学校６年 あなたが吸うと　みんな迷惑 SD2653

優良賞 11 横山　由夏 高知県播多郡大方町，南郷小学校６年 わたしたちまでまきこまないで！ SD2425

優良賞 12 下山　さとみ 宮城県名取市，ゆりが丘小学校５年 たすけてー SD681

優良賞 13 原田　紗希 長崎県大村市，旭ヶ丘小学校５年 たばこには100の害あり、1の得なし！！ S36

優良賞 14 鎌田　航平 静岡市，静岡大学附属小学校６年（横内幼稚園絵画教室） 自分の体を大切に！ SD447

優良賞 15 足立　早映 兵庫県神戸市，若草小学校５年 あなただけじゃないんです SD221

入賞 16 小山　美優 兵庫県神戸市，小部小学校６年 たばこやめて！ S34

入賞 17 森　麻由美 長野県長野市，綿内小学校５年 たばこのけむりは　イヤ SD1494

入賞 18 岩崎　武彦 福井県武生市，神山小学校６年（武生禁煙友愛会） その煙　周りの人も吸ってるよ SD4375

入賞 19 伊藤　雅子 新潟県新潟市，沼垂小学校６年 タバコは、みんなのめいわく S17

入賞 20 西澤　美咲 静岡県静岡市，伝馬町小学校６年（横内幼稚園絵画教室） 人も体も迷惑です SD449
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入賞 21 八島　文伽 奈良県奈良市，西大寺北小学校６年 ダメゼッタイ。タバコなんてなんの役にもたたないの SD840

入賞 22 照屋　みづき 沖縄県沖縄市，美東小学校６年 めいわくだ S58

入賞 23 宮川　杏菜 富山県富山市，桜谷小学校５年 吸わないで タバコは 死への近道切符 S91

入賞 24 中上　未央 大阪府東大阪市，成和小学校６年 タバコはすわず　長生きしよう。 SD1071

入賞 25 佐々木　久留実 青森県八戸市，三条小学校６年 子供があぶない！！ SD273

入賞 26 新家　由紀 長野県長野市，下氷鉋小学校６年 みんないやがる　体に毒 SD415

入賞 27 西川　侑希 東京都八王子市，美山小学校６年 自分のためにも　みんなのためにも SD326

６．ポスター，中学生の部（２９点）
賞名 通№ 名  前 住所，園，学校名，学年，年齢 画題，内容 整理№

文部科学大臣賞 1 鈴木　恵美里 神奈川県小田原市，城山中学校２年 吸いたくなくても吸わされる　空気を汚さないで C14

厚生労働大臣賞 2 川島　八枝 埼玉県加須市，加須西中学校１年 タバコ吸わないで CD854

優秀賞 3 尾崎　理恵 静岡県浅羽町，組合立浅羽中学校２年(ｱﾄﾘｴ子供ｱｰﾄ） タバコの煙イヤ！やめて！ CD1190

優秀賞 4 谷塞　千明 奈良県橿原市，畝傍中学校３年 タバコで自分は大満足？ CD710

優秀賞 5 北薗　 茜 鹿児島県鹿児島市，谷山中学校１年 まわりの人も迷惑 CD296

優秀賞 6 大羽　彩加 愛知県渥美郡赤羽根町，赤羽根中学校１年 タバコをやめて CD16

優秀賞 7 志水　芽衣 兵庫県神戸市，吉田中学校２年 たばこやだ！ CD986

優秀賞 8 槇坂　幸子 新潟県新潟市，東新潟中学校３年 気づいて！ CD1465

優秀賞(大阪府知事賞) 9 丸尾　桜娘 大阪府八尾市，曙川南中学校２年 吸う前に考えよう　自分の体を考えて CD211

優秀賞 10 長谷川　麻衣 新潟県新潟市，黒埼中学校２年 私たち迷惑しています CD916

優良賞 11 富士井　遊 東京都調布市立第五中学校２年 たばこ吸うとき　ばしょ考えてよ　こまります。 CD1015

優良賞 12 平　　紗絵子 広島県福山市，盈進中学高等学校１年 タバコいや！！！ CD268

優良賞 13 片岡　えり 三重県鈴鹿市，鈴峰中学校２年 ママ、たばこ吸わないで！ CD759

優良賞(大阪府教委賞) 14 永井　絢子 大阪府大阪市，都島中学校３年 タバコのケムリは、まわりの人にも害がある CD348

優良賞 15 尾高　めぐみ 北海道空知郡北村，北村中学校２年 そんなになるまで　吸いたいの！？ CD705

優良賞 16 瀬戸口　美聖 鹿児島県枕崎市，桜山中学校３年 痛っ… CD1064

優良賞 17 小林　瑞穂 熊本県熊本市，西原中学校２年 NO SMOKING CD475

優良賞 18 江口　若菜 福岡県福岡市，壱岐中学校１年 吸わない人でも　危ないよ CD888

優良賞 19 妹尾　真澄 徳島県阿波郡阿波町，阿波中学校１年 煙も溜まれば　毒となる CD378

優良賞 20 森 　あずさ 三重県鳥羽市，鳥羽東中学校２年 吸って積もって　壊れる体 CD910

優良賞 21 金城　彩子 沖縄県島尻郡南風原町，南星中学校３年 こんなふうになりたくない！！ CD1456

入賞 22 藤本　光世 福岡県福岡市，金武中学校２年 考えてみて、周りのことを CD654

入賞 23 木内 　彩 徳島県板野郡板野町，板野中学校３年 STOP　TOBACCO C10

入賞 24 吉澤　美穂 埼玉県戸田市，喜沢中学校３年 回りの人は迷惑しています CD745

入賞 25 上原　千佳 沖縄県島尻郡南風原町，南星中学校１年 タバコはきらい　やめて！　タバコ CD1459

入賞 26 高橋　あす香 埼玉県加須市，加須西中学校２年 タバコの煙　吸いたくない CD849

入賞 27 蛇口　右也 岩手県下閉伊郡岩泉町，小川中学校３年 妊婦の喫煙は　胎児の虐待 CD990

入賞 28 伊藤　ゆり 静岡県磐田市，磐田南部中学校２年(ｱﾄﾘｴ子供ｱｰﾄ） タバコはやめて！ CD1189
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入賞 29 滝島　ゆりえ 埼玉県鶴ヶ島市，富士見中学校２年 タバコはだめ CD390

７．ポスター，高校生～一般の部（２２点）
賞名 通№ 名  前 住所，園，学校名，学年，年齢 画題，内容 整理№

厚生労働大臣賞 1 佐藤　　尚 大阪府大阪市，創造社ﾃﾞｻﾞｲﾝ専門学校１年 もう貴方だけではすみません ID62

文部科学大臣賞 2 小渕　麻衣 東京都文京区，文京学院大学女子高等学校３年 私の視界に火があります　STOP歩きタバコ ID36

優秀賞 3 福林　春乃 東京都渋谷区，イラスト描き，31歳 ほら、空気がよごれてる！！　やめようね、タバコ。 I98

優秀賞 4 川原崎　都 京都府京都市，27歳 あなたのけむりのうしろに　わたし I66

優秀賞 5 石田　隆，石川和市 愛知県名古屋市，石田ﾃﾞｻﾞｲﾝ室，61歳，51歳 子どものお願い　吸わないで！ I82

優秀賞 6 西村　有希 兵庫県三田市，明石高等学校１年 届け！　この手と共に　僕らの願い ID163

優秀賞 7 山口　美保 京都府熊野郡久美浜町，久美浜高等学校１年 たばこは煙の工場です ID263

優良賞 8 中澤　正興 愛知県名古屋市，25歳 あぶない　タバコの煙！ I9

優良賞 9 小野　一郎 兵庫県赤穂市，70歳 子どもの周りを無煙に！ I52

優良賞 10 陰山　亜矢子 兵庫県姫路市，姫路工業高等学校１年 迷惑　たばこの煙 ID125

優良賞 11 牧　君奈 三重県度会郡度会町，皇學館高等学校２年 ＮＯ　ＳＭＯＫＩＮＧ I101

入賞 12 深見　友美 兵庫県姫路市，姫路工業高等学校１年 たばこはやめて ID122

入賞 13 松元　典子 東京都三鷹市，三鷹市立第二小学校，公務員 パパ　ママ　やめて！　たばこ反対！ ID285

入賞 14 堀江　　豊 広島県廿日市市，ｸﾞﾗﾌｯｸﾃﾞｻﾞｲﾅｰ，53歳 たばこＮＯ!　無煙ＯＫ！ I85

入賞 15 澤本　踊子 静岡県榛原郡中川根町，41歳 お母さん・子供のためにタバコやめた！ I80

入賞 16 野尻　ゆうこ 東京都文京区，文京学院大学女子高等学校３年 やめて！！　その煙 ID37

入賞 17 久保田　奈穂 北海道阿寒郡鶴居村，アルバイト，20歳 だめ　吸ったら！！ I43

入賞 18 杉山　梨央 兵庫県小野市，社高校１年 タバコの煙　いや！ I99

入賞 19 田中　夕紀子 北海道石狩市，パート，23歳 煙で　お父さんがみえない I18

入賞 20 平山　美紀 東京都新宿区，日本児童教育専門学校１年 たばこ　やめて！ ID168

入賞 21 小岩　祐香 岩手県一関市，一関第二高等学校２年 タバコＮＯ！ I116

入賞 22 竹内　倫子 札幌市中央区，主婦，33歳 まだわたしくるしいよっていえないの I1

８．マークの部（１３点）
賞名 通№ 名  前 住所，園，学校名，学年，年齢 画題，内容 整理№

厚生労働大臣賞 1 幸田　尚子 静岡県田方郡函南町，Web・ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾃﾞｻﾞｲﾅｰ，35歳 泣いてる赤ちゃんの口が禁煙マーク M41

文部科学大臣賞 2 松尾　竜也 佐賀県唐津市，唐津商業高等学校３年 心臓を突き破るタバコ MD980

優秀賞 3 加藤　孝二 新潟県新潟市，デザイナー，52歳 家の中のタバコの煙で　家族が泣いている M160

優秀賞 4 宮沢　ゆかり 東京都新宿区，日本児童教育専門学校，24歳 タバコを吸う人の肺は　困惑顔 M162

優秀賞(大阪府知事賞) 5 桒原　智子 大阪府枚方市，専門学生１年，24歳 タバコの煙に泣いている赤ちゃん M75

優秀賞 6 石口　奈津美 岡山県久米郡久米南町，弓削高等学校１年 斧を持ったタバコの煙　NO SMOKING MD46

優良賞 7 大岩　由佳 愛知県豊田市，朝日丘中学校２年 タバコは人の体をむしばんでいく MD1095

優良賞 8 増田　丈二 愛知県名古屋市，ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾃﾞｻﾞｲﾅｰ，40歳 禁煙マークの周りは　スマイル M89
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入賞 9 山本　早苗 東京都府中市，主婦，35歳 タバコの中にいる子どもたち泣いている M65

入賞 10 久井　沙希 石川県金沢市，金沢向陽高等学校２年 タバコを囲んでいる人々 みんな迷惑！ MD916

入賞 11 清水　三佳 岡山県久米郡久米南町，弓削高等学校１年 タバコの煙に　手でＮＯ！ MD58

入賞 12 安川 　笑 熊本県阿蘇郡小国町，小国中学校１年 タバコの横に 時限爆弾がｶﾁｶﾁｶﾁ MD911

入賞 13 小林　加奈子 兵庫県姫路市，姫路工業高等学校１年 禁煙マークの中のタバコから人が逃げようとする MD1105

９．メッセージの部（１１点）
賞名 通№ 名  前 住所，園，学校名，学年，年齢 画題，内容，標語・川柳 整理№

入賞 1 奥田　真秀 鳥取県鳥取市，北中学校２年 父の死から　禁煙について T18

入賞 2 長田 　怜 静岡県静岡市，大里中学校２年 あとで悔やまぬために T29

入賞 3 坂井　百合奈 新潟県新潟市，万代長嶺小学校２年 たばこびょうのみなさんへ T2

入賞 4 亀田　まなみ 兵庫県加西市，九会小学校１年 おっちゃん　たばこ　すわんといて T17

入賞 5 木村　直人 宮城県仙台市，五橋中学校１年 子どもの健康と生命を守る環境を T11

入賞 6 森田　真穂 東京都荒川区，峡田小学校３年 おいしさの味をそこねる　けむりはめいわく！ T27

入賞 7 安井　美貴 和歌山県田辺市，長野中学校３年 親のタバコの幼児への影響 TD85

入賞 8 松村 　恵 北海道松前郡福島町，吉岡小学校５年 たばこは，悪い物だよ！ TD157

入賞 9 佐藤　智代 熊本県熊本市，熊本大学１回生 たばこの煙で大学に行けない T25

入賞 10 三谷　 光 福岡県北九州市，横代小学校６年 みんなのために，お願い TD130

入賞 11 中廣　 遊 東京都杉並区，公文国際学園中等部１年 たばこをやめて若くなったおじいちゃん T13
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