
賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 西村　美音 ニシムラ　ミト 石垣市立真喜良小学校 2 おにぎりたべればみんななかよし

金城　凛 キンジョウ　リン 石垣市立宮良小学校 3 平和ってステキ

仲盛　絢香 ナカモリ　アヤカ 私立海星小学校 3 しあわせな親子

宮井　理央 ミヤイ　マサヒロ 私立海星小学校 3 戦争のない世界

桃原　用成 トウバル　ヨウセイ 私立海星小学校 3 世界の子供たち

当山　陽向 トウヤマ　ヒナタ 私立海星小学校 3 平和のはと

平良　璃裟 タイラ　リサ 私立海星小学校 3 楽しい世界

狩俣　姫愛羅 カリマタ　キアラ 石垣市立宮良小学校 3 世界のみんなで手をつなごう

山城　美希 ヤマシロ　ミキ 糸満市立高嶺小学校 3 せかいはと友だち

照喜名　駿介 テルキナ　シュンスケ 宮古島市立久松小学校 1 みんななかよくなろう

横山　海也 ヨコヤマ　カイヤ 石垣市立真喜良小学校 2 世界の花の平和をねがって

登野盛　優奈 トノモリ　ユナ 石垣市立真喜良小学校 1 みんなちがって、みんないいんだよね！

半嶺　穂和 ハンミネ　ホダカ 石垣市立宮良小学校 1 へいわなまい日いつまでも

慶田花　悠矢 ケダハナ　ユウヤ 石垣市立宮良小学校 3 平和の証

前底　大翔 マエソコ　ツバサ 私立海星小学校 3 平和

賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 半嶺　和歩 ハンミネ　カズホ 石垣市立宮良小学校 3 へい和の心

優秀賞 長　椿 オサ　ツバキ 糸満市立米須小学校 3 くるしかった昔、平和な今

優良賞 小濱　樹愛 コハマ　ジュナ 本部町立上本部小学校 2 ひろがるありがとう

佳作 仲村　愛優 ナカムラ　アユ 本部町立上本部小学校 2 みんなのしあわせ

賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 親泊　愛都 オヤドマリ　マナト 沖縄アミークス小学校 3 みんなきょうだい

優秀賞 大底　龍喜 オオソコ　リュウキ 石垣市立宮良小学校 1 まほうのことば

優良賞 半嶺　穂和 ハンミネ　ホダカ 石垣市立宮良小学校 1 ことばはこだま

仲道　晴香 ナカミチ　ハルカ 石垣市立宮良小学校 3 へいわをつくる一人として

野里　青良 ノサト　セイラ 石垣市立真喜良小学校 1 みんなにこにこえがお

佳作
（２）

3.詩部門（５名）

2.作文部門( ４名)

第２６回「児童・生徒の平和メッセージ展」入選者一覧

[小学校（低）の部]　（２４名）

1.図画部門（１５名）

優良賞
（５）

佳作
（７）

優秀賞
（２）



賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 上田　桐子 ウエダ　トウコ 宮古島市立久松小学校 4 平和の道

阿嘉　美咲希 アカ　ミサキ うるま市立川崎小学校 6 サンシンの音に包まれて

入米蔵　美月 イリヨネクラ　ミヅキ 石垣市立真喜良小学校 5 広がれ！やさしい気持ち！

山城　咲花 ヤマシロ　サクラ 沖縄市立北美小学校 6 当時から今へ語りつぐ

中山　愛唯 ナカヤマ　アイ 宜野湾市立大謝名小学校 6 平和の光

照屋　瑠華 テルヤ　ルカ 那覇市立城南小学校 5 手をつなごう思いを一つに

濱川　京香 ハマガワ　キョウカ 那覇市立小禄小学校 6 沖縄の時代

金城　琉南 キンジョウ　ルナ 那覇市立真地小学校 6 ガラスのハート

島尻　姫菜 シマジリ　ヒナ 那覇市立真地小学校 6 美しい沖縄

新城　沙也子 シンジョウ　サヤコ 豊見城市立とよみ小学校 6 広がる平和

友利　綺良 トモリ　キララ　 宮古島市立鏡原小学校 5 「折りづる」に願いをこめて

酒井　藍 サカイ　アイ 沖縄市立山内小学校 6 戦争と平和

識名　梨未 シキナ　リミ 沖縄市立北美小学校 6 地球を守ろう！

石垣　サユリ イシガキ　サユリ 沖縄市立北美小学校 6 地球を守ろう

浦崎　珠莉 ウラサキ　ジュリ 沖縄市立北美小学校 6 みんなで守ろう平和を

永山　愛梨 ナガヤマ　アイリ 北谷町立北谷第二小学校 6 みんなに届けたい「平和」

安田　紗代 ヤスダ　サヨ 読谷村立渡慶次小学校 6 平和な世界

宮城　兆香 ミヤギ　モカ 宜野湾市立大謝名小学校 6 平和へのいのり

神田　夏希 カミダ　ナツキ 浦添市立宮城小学校 6 絆

高良　汐 タカラ　ナギサ 浦添市立宮城小学校 6 世界へ届け！！沖縄の想い

宮城　桜 ミヤギ　サクラ 浦添市立宮城小学校 6 世界が１つになるとき

上江洲　美羽 ウエズ　ミユウ 那覇市立真地小学校 6 平和の願いをこめて

翁長　帝那 オナガ　ティナ 那覇市立真地小学校 6 世界中に平和の花を咲かせよう

玉木　咲乃 タマキ　サキノ 那覇市立城南小学校 5 平和の音楽

照屋　美海 テルヤ　ミユウ　 那覇市立城南小学校 6 みんな笑顔の平和な世界

宮里　紗彩 ミヤザト　サアヤ 豊見城市立豊崎小学校 4 平和の大切さ

平良　采子 タイラ　ココ 豊見城市立豊崎小学校 4 ラブアンドピース

宮里　真実 ミヤザト　マミ 豊見城市立座安小学校 6 平和の大切さ

新田　海空 アラタ　ノア 糸満市立喜屋武小学校 5 平和な世界へはばたけ

池間　新 イケマ　アラタ　 宮古島市立福嶺小学校 5 平和への思い

砂川　武留 スナガワ　タケル 宮古島市立福嶺小学校 5 平和とせんそう

花城　唯 ハナシロ　ユイ 宮古島市立西辺小学校 4 ずっと私が守るから

佐藤　愛良葉 サトウ　アルハ 石垣市立真喜良小学校 5 世界の平和ってすてきだな

佐伯　美羽 サエキ　ミワ 石垣市立真喜良小学校 4 平和への願いを込めて

平得　優奈 ヒラエ　ユウナ 私立海星小学校 4 笑顔な地球

佳作
（２４）

第２６回「児童・生徒の平和メッセージ展」入選者一覧

[小学校（高）の部]　（６７名）

1.図画部門（３５名）

優秀賞
（2）

優良賞
（８）



賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 金城　くらら キンジョウ　クララ 金武町立金武小学校 6 今日も笑顔の花を咲かせます

比嘉　七彩 ヒガ　ナイロ 南城市立大里北小学校 6 みんなでつなぐ命のバトン

比嘉　こまき ヒガ　コマキ 南城市立大里北小学校 6 永遠の平和を目指して

當銘　友萌乃 トウメ　ユメノ 那覇市立松川小学校 6 受けつがれる命

名幸　唯寧 ナコウ　ユイネ 豊見城市立上田小学校 6 ステキな笑顔をたやさぬように

伊芸　葉暖 イゲイ　ハノン 金武町立金武小学校 6 真の平和を追い求めて

當間　三依菜 トウマ　ミイナ 豊見城市立上田小学校 6 私の平和理論

狩俣　結丸 カリマタ　ユイマル 豊見城市立とよみ小学校 6 つながる平和な世界

玉城　小百梨 タマキ　コユリ 読谷村立喜名小学校 6 平和を続けていくために

眞栄里　日菜 マエザト　ヒナ 豊見城市立上田小学校 6 平和の大切さを沖縄から世界へ

我那覇　茉鈴 ガナハ　マリン 浦添市立仲西小学校 6 「みんなに伝えよう」

儀間　未有 ギマ　ミユウ 浦添市立仲西小学校 6 「戦争の怖さ」

上原　日和 ウエハラ　ヒヨリ 浦添市立前田小学校 6 なにげない日々が一番幸せ

與那原　大輝 ヨナハラ　ダイキ 豊見城市立上田小学校 6 世界中が協力しないと

野里　紗代 ノサト　サヨリ 石垣市立真喜良小学校 4 ひいおじいちゃんの石炭取り

田嶋　伶菜 タジマ　レナ 豊見城市立上田小学校 6 恒久平和を願って

富山　雄琉 トミヤマ　タケル 豊見城市立上田小学校 6 戦争の悲惨さ

大谷　羽礼 オオタニ　ハレイ 豊見城市立上田小学校 6 世界中の人が手をつなげるまで

角　華凜 スミ　カリン 豊見城市立上田小学校 6 戦争から学ぶこと

大城　七彩 オオシロ　ナイロ 南城市立大里北小学校 6 おばーからの戦争の話

仲村　心李 ナカムラ　ココモ 浦添市立仲西小学校 6 「平和の大切さ」

喜瀬　美杏 キセ　ビアン 浦添市立仲西小学校 6 「生きるっていいな」

元山　心 モトヤマ　ココロ 読谷村立古堅南小学校 5 平和を願って

賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 仲間　里咲 ナカマ　リサ 金武町立金武小学校 6 平和（ふぃーわ）ぬ世界（しけー）どぅ大切（てーしち）

優秀賞 仲本　伊吹 ナカモト　イブキ 那覇市立小禄小学校 6 あたりまえ

南　慎之輔 ミナミ　シンノスケ 石垣市立平真小学校 6 耳をすますと聞こえてくる

伊礼　珠碧 イレイ　ミク 石垣市立真喜良小学校 4 平和への道

佐藤　大空 サトウ　タク 那覇市立さつき小学校 6 悲しい音

長嶺　樹歩 ナガミネ　キホ 豊見城市立とよみ小学校 6 青い空　黒い空

玉城　広汰 タマキ　コウタ うるま市立田場小学校 5 大切なとき

酒井　喜枝 サカイ　キエ 浦添市立沢岻小学校 6 平和な世界

渡慶次　アリス トケシ　アリス 豊見城市立とよみ小学校 6 平和って何

優秀賞
（２）

2.作文部門23名)

優良賞
（4）

佳作
（３）

3.詩部門（９名）

佳作
（１４）

優良賞
（６）



賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 金城　妃美佳 キンジョウ　キミカ 沖縄市立宮里中学校 3 銃口に花を

天久　聖菜 アメク　セイナ 西原町立西原中学校 3 平和へのバトン

仲間　琉妃 ナカマ　リュウキ 宮古島市立下地中学校 3 みんなの「平和」を大切に

玉城　夏穂 タマシロ　カホ 今帰仁村立今帰仁中学校 3 弔い

石川　海里 イシカワ　カイリ 北谷町立北谷中学校 3 ナガニ

又吉　来夢 マタヨシ　ライム 沖縄市立宮里中学校 3 平和への願い

玉城　姫菜乃 タマシロ　ヒナノ 南風原町立南星中学校 3 大地の女神

新里　ひかり シンザト　ヒカリ 宮古島市立上野中学校 3 平和を求めて

下地　麻里菜 シモジ　マリナ 沖縄市立宮里中学校 3 抱擁～平和に包まれて～

山城　愛美 ヤマシロ　マナミ 沖縄市立宮里中学校 3 繋ぐ平和、繋がる命

大城　佳乃子 オオシロ　カノコ 西原町立西原東中学校 3 この子の笑顔のために

具志　鈴 グシ　スズ 浦添市立神森中学校 3 沖縄からのメッセージ

普天間　あゆみ フテンマ　アユミ 南風原町立南星中学校 3 魔女の大切な水晶玉

小出　ま凜 コイデ　マリン 与那原町立与那原中学校 3 戦争のない世界へ・・・。

荷川取　弥優 ニカドリ　ミユ 宮古島市立城辺中学校 3 大切なもの

立津　槙斗 タテツ　マキト 宮古島市立平良中学校 2 平和への祈りと受け継ぐ心

第２６回「児童・生徒の平和メッセージ展」入選者一覧

[中学校の部]　（６６名）

1.図画部門（１６名）

優秀賞
（２）

優良賞
（５）

佳作
（８）



賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 相良　倫子 サガラ　リンコ 浦添市立港川中学校 1 私の平和宣誓書

安仁屋　紫月 アニヤ　シヅキ 沖縄県立開邦中学校 1 永遠に響け、鎮魂と平和の鐘

大城　花菜 オオシロ　カナ 石垣市立石垣第二中学校 3 基地のない平和な町を

坂井　愛翔 サカイ　アイカ 浦添市立港川中学校 2 平和って何だろう

石川　稔梨 イシカワ　ミノリ 那覇市立金城中学校 3 消えない記憶

林　愛由菜 ハヤシ　アユナ 私立沖縄尚学高等学校附属中学校 3 「ウチナンチュ」と「ナイチャー」

山田　はんな ヤマダ　ハンナ 豊見城市立豊見城中学校 1 平和から平輪へ

大城　佳乃子 オオシロ　カノコ 西原町立西原東中学校 3 私にできること

大橋　萌里 オオハシ　モエリ 西原町立西原東中学校 3 「平和」とは何か

喜屋武　和奏 キャン　ワカナ 西原町立西原東中学校 3 今の私、未来の平和

棚原　愛羅 タナハラ　アイラ 浦添市立浦西中学校 3 戦争で失うものと得るもの

髙江洲　琴実 タカエス　コトミ 那覇市立鏡原中学校 1 身近な人権を考えて

瀬長　由佳 セナガ　ユカ 豊見城市立豊見城中学校 3 私達にできること

島袋　凜 シマブクロ　リン 私立沖縄尚学高等学校附属中学校 2 摩文仁の丘から学ぶこと

松尾　理子 マツオ　リコ 西原町立西原東中学校 1 「島唄」の思い

長崎　萌香 ナガサキ　ホノカ 西原町立西原東中学校 3 平和の種

宮里　雅 ミヤザト　ミヤビ 浦添市立浦西中学校 3 伝えなければいけない事

屋良　彩華 ヤラ　アヤカ 浦添市立浦西中学校 3 沖縄戦の悲惨さ残酷さ

平川　拓見 ヒラカワ　タクミ 浦添市立港川中学校 2 平和を考える

翁長　林生 オナガ　リキ 沖縄県立開邦中学校 1 真の平和とは何か

下田　凌也　 シモダ　リョウヤ 私立沖縄アミークス中学校 1 平和への扉

江口　ひかり エグチ　ヒカリ 私立沖縄尚学高等学校附属中学校 1 祖母の戦争体験

仲尾　夢佳 ナカオ　ユメカ 西原町立西原東中学校 3 大切な家族を平和に…

新垣　康太 アラカキ　コウタ 浦添市立浦西中学校 3 平和を続けていくためには

贄　美令 ニエ　ミノリ 浦添市立港川中学校 1 大切な笑顔

瀬底　希歩 セソコ　ノア 南城市立佐敷中学校 2 叔母さんの戦争体験

外間　美空 ホカマ　ミソラ 南城市立佐敷中学校 2 平和・生命の尊さ

喜舎場　彩音 キシャバ　アヤネ 私立沖縄尚学高等学校附属中学校 1 あの日から

優秀賞
（2）

優良賞
（４）

佳作
（２１）

2.作文部門(２８名)



賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 相良　倫子 サガラ　リンコ 浦添市立港川中学校 1 むかしむかしの今の今

優秀賞 知念　琉杏 チネン　ルアン 南城市立玉城中学校 2 月桃の花に思いを寄せて

真地　美海 マジ　ミウナ 糸満市立潮平中学校 3 いろいろないろ

宮里　華奈 ミヤザト　カナ 浦添市立港川中学校 3 いのちの鎖

金城　愛那 キンジョウ　アイナ 南風原町立南風原中学校 3 君は凜と

照屋　光平 テルヤ　コウヘイ 那覇市立石嶺中学校 1 君をとりこんで

與那原　涼子 ヨナハラ　リョウコ 那覇市立石嶺中学校 3 未来を夢みて

平安山　楓斗 ヘンザン　カイト 糸満市立潮平中学校 3 本当の平和

我那覇　凜 ガナハ　リン 浦添市立港川中学校 3 平和な明日

竹内　藍香 タケウチ　アイカ 糸満市立潮平中学校 3 明日

河本　青 カワモト　セイ 浦添市立港川中学校 1 平和に向かって

渡慶次　結 トケシ　ユイ 琉大附属中学校 3 いのち

安岡　日菜 ヤスオカ　ノノ 糸満市立潮平中学校 3 同じ場所

堀口　愛仁 ホリグチ　ヤスヒト 糸満市立潮平中学校 3 無題

相良　萌子 サガラ　モエコ 浦添市立港川中学校 3 白と黒の狭間で

喜舎場　瑠凪 キシャバ　ルナ 琉大附属中学校 3 空へ祈りを

中村　莉子 ナカムラ　リコ 浦添市立港川中学校 1 今の色、昔の色、未来の色

宮城　春那 ミヤギ　ハルナ 西原町立西原東中学校 1 琉球からの手紙

伊地　美穂 イチ　ミホ 琉大附属中学校 3 終わらないうたを

玉那覇　佑歩 タマナハ　ユウホ 浦添市立港川中学校 3 平和の足跡

宮城　舞音 ミヤギ　マイネ 豊見城市立長嶺中学校 3 そちらの空は

與那嶺　若奈 ヨナミネ　ワカナ 琉大附属中学校 3 知らない事

優良賞
（５）

3.詩部門（２２名）

佳作
（15）



賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 松田　夏姫 マツダ　ナツキ 沖縄県立浦添工業高等学校 3 イノル

宮城　百花 ミヤギ　モモカ 沖縄県立浦添工業高等学校 3 伝えること。

山城　綾香 ヤマシロ　アヤカ 沖縄県立豊見城南高等学校 2 違う時間の同じ場所

藤　紗弥 フジ　サヤ 沖縄県立浦添工業高等学校 3 平和のピース

平良　清華 タイラ　サヤカ 沖縄県立小禄高等学校 2 願う気持ち

喜友名　美沙希 キュウナ　ミサキ 沖縄県立小禄高等学校 2 「思い」

西本　愛華 ニシモト　アイカ 沖縄県立小禄高等学校 2 自然にも平和を・・・

金城　安里 キンジョウ　アンリ 沖縄県立豊見城南高等学校 2 守る未来

西銘　沙耶 ニシメ　サヤ 沖縄県立豊見城南高等学校 3 日常の喜び

嘉手苅　未和 カデカル　ミワ 沖縄県立浦添工業高等学校 1 受け継がれる命

堀切　香鈴 ホリキリ　カリン 沖縄県立浦添工業高等学校 3 繋がる命、伝える記憶

賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 宮平　さくら ミヤヒラ　サクラ 沖縄県立首里高等学校 3 自分の目で見て

優秀賞 喜屋武　遥 キャン　ハルカ 沖縄県立開邦高等学校 2 平和の架け橋

嘉納　英佑 カノウ　エイスケ 沖縄県立球陽高等学校 3 戦争が残したもの

中口　うらら ナカグチ　ウララ 沖縄県立開邦高等学校 3 知っているつもりの戦争

中川　美帆 ナカガワ　ミホ 沖縄県立開邦高等学校 1 無知は軋轢を生む

諸見里　菜津美 モロミザト　ナツミ 沖縄県立開邦高等学校 2 私が考える「平和」

奥間　千夏 オクマ　チナツ 私立興南高等学校 3 平和とは

新城　光乃 シンジョウ　コウノ 沖縄県立首里高等学校 3 平和を伝える使命と責任

我那覇　寛乃 ガナハ　ヒロノ 沖縄県立開邦高等学校 2 国際平和

上里　彩笑 ウエザト　サエ 沖縄県立開邦高等学校 1 戦争と命の重さ

吉崎　蘭香 ヨシザキ　ランカ 沖縄県立首里高等学校 2 「平和」について考える

大城　未歩 オオシロ　ミホ 沖縄県立開邦高等学校 3 「見上げる太陽に向かって」

池原　千波 イケハラ　チナミ 沖縄県立中部農林高等学校 2 平和とは

知花　龍 チバナ　リュウ 沖縄県立開邦高等学校 1 真の「平和」

奥川　真未 オクガワ　マミ 沖縄県立開邦高等学校 3 つないでいく

末吉　真実 スエヨシ　マミ 沖縄県立首里高等学校 3 平和について考えること

馬場　一輝 ババ　カズキ 沖縄県立中部農林高等学校 2 平和について

島袋　力 シマブクロ　チカラ 沖縄県立中部農林高等学校 2 「平等な平和を目指して」

神谷　柊 カミヤ　シュウ 沖縄県立中部農林高等学校 2 私が考える「平和」

第26回「児童・生徒の平和メッセージ展」入選者一覧

[高等学校の部]　（5１名）

1.図画部門（１１名）

優秀賞
（２）

佳作
（６）

優良賞
（２）

2.作文部門(１９名)

優良賞
（６）

佳作
（１１）



賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 島袋　きらら シマブクロ　キララ 沖縄県立糸満高等学校 3 紙飛行機

優秀賞 嘉納　英佑 カノウ　エイスケ 沖縄県立球陽高等学校 3 行き場のない石碑

優良賞 ※該当者なし

舟道　拓海 フナミチ　タクミ 沖縄県立那覇西高等学校 3 今は、昔は

當間　琉平 トウマ　リュウヘイ 沖縄県立那覇西高等学校 3 未来は今

知念　稜磨 チネン　リョウマ 沖縄県立那覇西高等学校 3 意志

新垣　柚奈 アラカキ　ユナ 沖縄県立豊見城高等学校 3 「今日」を後悔しないために

新川　未紗 アラカワ　ミサ 沖縄県立中部農林高等学校 3 願い

大城　将護 オオシロ　ショウゴ 沖縄県立豊見城高等学校 2 平和になるために

仲宗根　恵梨 ナカソネ　エリ 沖縄県立北部農林高等学校 3 あなたが見ているのは

譜久村　大生 フクムラ　ダイキ 沖縄県立那覇西高等学校 3 忘れてはいけない過去

山内　美月 ヤマウチ　ミヅキ 沖縄県立中部農林高等学校 3 たいせつなもの

宇栄原　清恩 ウエハラ　シオン 沖縄県立那覇西高等学校 3 やるべきこと

宮里　茉奈 ミヤザト　マナ 沖縄県立那覇西高等学校 3 伝えよう

喜屋武　紗里菜 キャン　サリナ 沖縄県立中部農林高等学校 3 永久の平和を

仲間　優理香 ナカマ　ユリカ 沖縄県立中部農林高等学校 3 白と黒

識名　美奈子 シキナ　ミナコ 沖縄県立中部農林高等学校 3 戦はならん

伊波　佳祐 イハ　ケイスケ 沖縄県立那覇西高等学校 3 戦争から守る笑顔

金城　文香 キンジョウ　フミカ 沖縄県立豊見城高等学校 2 南の島

仲松　海斗 ナカマツ　カイト 沖縄県立那覇西高等学校 3 平和

長井　紫苑 ナガイ　シオン 沖縄県立那覇西高等学校 3 戦争

座安　優奈 ザヤス　ユウナ 沖縄県立那覇西高等学校 3 なぜ

佳作
（１９）

3.詩部門（２１名）



賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 濵野　蒼良 ハマノ　ソラ 糸満市立高嶺小学校特別支援学級 4 みんなが平和

田中　来美 タナカ　クルミ 那覇市立城南小学校特別支援学級 5 守ろうわたしたちの地球

玉那覇　羚嗣 タマナハ　リョウジ 浦添市立浦城小学校特別支援学級 1 みんなが安心してくらせる地を。

徳峯　一輝 トクミネ　イツキ 北中城村立島袋小学校特別支援学級 6 戦争と平和

本村　勇樹斗 モトムラ　ユキト 那覇市立安謝小学校特別支援学級 5 いじめられる人を助ける

山里　研斗 ヤマザト　ケント 沖縄市立安慶田小学校特別支援学級 1 なかよしがいっぱい

佐久川　功大 サクガワ　コウタ 浦添市立神森中学校特別支援学級 2 沖縄から未来へ

國吉　紗倖 クニヨシ　サユキ 那覇市立垣花小学校特別支援学級 4 みんな仲よく手をつないで

糸数　輝星 イトカズ　キラリ 豊見城市立座安小学校特別支援学級 6 満開の桜と動物たち

当山　琉希也 トウヤマ　ルキヤ 糸満市立高嶺小学校特別支援学級 3 友だち

賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 知名　敏希 チナ　トシキ 沖縄県立沖縄高等特別支援学校 2 平和のためにできること

優秀賞 百次　黄磯 モモジ　コウキ　 浦添市立仲西小学校 6 自分たちのために

優良賞 比嘉　祥 ヒガ　ショウ 沖縄県立沖縄高等特別支援学校 2 世界中の平和を願って

前田　彩夏 マエダ　アヤカ 沖縄県立沖縄高等特別支援学校 2 平和学習で学んだこと

外間　有衣 ホカマ　ユイ 那覇市立さつき小学校 6 平和とせんそう

賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 上間　鈴華 ウエマ　リリカ 沖縄市立安慶田小学校 6 三つの風便り

優秀賞 比嘉　一稀 ヒガ　カズキ 沖縄県立沖縄高等特別支援学校 2 後悔のない生き方

優良賞 我喜屋　海斗 ガキヤ　カイト 沖縄県立沖縄高等特別支援学校 2 戦争は止められる

大城　海琴 オオシロ　ミコト 沖縄県立沖縄高等特別支援学校南風原分教室 3 先人達と僕ら

泉川　翔椰 イズミカワ　ショウヤ那覇市立壷屋小学校 6 平和といのち

保海　誠 ホカイ　マコト 沖縄県立沖縄高等特別支援学校 3 「生命」

志茂　慶 シモ　ケイ 沖縄県立沖縄高等特別支援学校 2 幸せに生きる

照屋　慧祐 テルヤ　ケイユウ 沖縄県立沖縄高等特別支援学校 3 平和ってなんだろう

屋良　菜々瀬 ヤラ　ナナセ 沖縄県立沖縄高等特別支援学校 2 疑問がいっぱい

當間　幸弥 トウマ　コウヤ 沖縄県立沖縄高等特別支援学校 2 募金

照屋　優人 テルヤ　ユウト 沖縄県立沖縄高等特別支援学校 2 僕の思い

優秀賞
(２)

優良賞
（２）

佳作
(５)

佳作
（８）

3.詩部門（１１名）

第26回「児童・生徒の平和メッセージ展」入選者一覧

[特別支援学校・学級の部]　（２６名）

1.図画部門（１０名）

2.作文部門(５名)

佳作
（2）


	★小学校（低）
	★小学校 (高)
	★中学校
	★高等学校
	特別支援

