
賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞  石川　日世里  イシカワ　ヒヨリ  石垣市立真喜良小学校 2 ようこそ赤ちゃん、へいわなせかいへ！

 工藤　福笑門  クドウ　フクエモン  石垣市立白保小学校 1  たのしいまち

 松村　力  マツムラ　チカラ  糸満市立西崎小学校 3  みんなで平和をつくろう

 神谷　明花  カミヤ　ホノカ  糸満市立西崎小学校 3  みんなで平和にしよう

 三島　香奈子  ミシマ　カナコ  石垣市立白保小学校 1  しあわせいっぱい

 半嶺　当真  ハンミネ　トウマ  石垣市立宮良小学校 1
 せかいじゅうのみんなが
 たんじょうかいできるしあわせ

 高良　利愛  タカラ　リア  糸満市立西崎小学校 3  平和っていいね

 多宇　正照  タウ　マサテル  石垣市立白保小学校 1  かぞくのしあわせ

 前島　希羽  マエジマ　キワ  石垣市立宮良小学校 1  えがおのピクニック

 稲嶺　愛子  イナミネ　アコ  糸満市立西崎小学校 3  平和は幸せ

 根間　凜乃  ネマ　リノ  糸満市立真壁小学校 3  平和な風・雨

 世持　沙菜  ヨモチ　サナ  石垣市立白保小学校 1  みんななかよし

 比嘉　千尋  ヒガ　チヒロ  糸満市立髙嶺小学校 3  友達や生きものと仲よし

 大城　珠玖士  オオシロ　ミキト  糸満市立真壁小学校 3  大好きなつり・魚

 安里　良輝  アサト　ヨシキ  糸満市立真壁小学校 3  やってみたいこと、好きなこと

賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 森 　心羽菜 モリ　コハナ 石垣市立白保小学校 1 えがおでへいわをつくろう

優秀賞 小笹　林檎 コササ　リンゴ 石垣市立宮良小学校 1 みんなともだち

優良賞 新盛　愛結 シンモリ　アユ 石垣市立宮良小学校 1 みんなとなかよく

佳作 与那覇　心花 ヨナハ　ココナ 石垣市立真喜良小学校 3 ずっと平和であるために

賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞  三島　香奈子  ミシマ　カナコ  石垣市立白保小学校 1  へいわがいいね

優秀賞  屋宜　和寿  ヤギ　カズトシ  那覇市立松島小学校 1  ねがい

 前花　姫愛乃  マエハナ　ヒナノ  石垣市立宮良小学校 1  しあわせなうた

 多和田　美月  タワタ　ミツキ  那覇市立天久小学校 3  やくそく

 照喜名　駿介  テルキナ　シュンスケ  宮古島市立久松小学校 2  みんな　なかよく　くらそうよ

 野里　青良  ノサト　セイラ  石垣市立真喜良小学校 2  へいわのこころ

 石川　日世里  イシカワ　ヒヨリ  石垣市立真喜良小学校 2  みんな　ほんとうは　

優良賞(2)

佳作(3)

3.詩部門（７名）

2.作文部門( ４名)

第２７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]　（２６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  木田　夕海  キダ　ユウナ  恩納村立山田小学校 6  平和をのせて

 友利　綺良  トモリ　キララ　  宮古島市立鏡原小学校 6  しのびよる黒い影　平和を願う私たち

 仲村　京香  ナカムラ　キョウカ  那覇市立小禄小学校 6  花いっぱいの平和

 稲嶺　藍奈  イナミネ　アイナ  糸満市立髙嶺小学校 5  ほほ笑みと悲しみ

 入米蔵　美月  イリヨネクラ　ミヅキ  石垣市立真喜良小学校 6  広がれ！平和の笑顔！

 宮平　萌  ミヤヒラ　モエ  浦添市立当山小学校 6  世界　平和

 川満　凪紗  カワミツ　ナギサ  宜野湾市立大謝名小学校 6  広がれどこまでも

 下地　真央  シモジ　マオ  那覇市立若狭小学校 6  平和のバトンを未来まで

 水田　勝久  ミズタ　カツヒサ  宮古島市立池間小学校 6  見るべき姿

 関口　蓮人  セキグチ　レント  沖縄市立北美小学校 6  平和への思い

 伊良皆　結惟  イラミナ　ユイ  沖縄市立美里小学校 6  昔、今、そして未来

 天久　莉々愛  アメク　リリア  浦添市立神森小学校 6  平和への願い

 狩俣　宏箕  カリマタ　コウキ  宮古島市立鏡原小学校 5  夢広がる未来へ

 石川　万智  イシカワ　マチ  糸満市立髙嶺小学校 6  みんなでつつんで

 外間　璃玖  ホカマ　リク  恩納村立山田小学校 6  平和をのせて

 宮城　杏梨  ミヤギ　アンリ  沖縄市立北美小学校 6  うれしい毎日

 奥間　ゆず  オクマ　ユズ  浦添市立牧港小学校 6  サンゴのように

 喜納　莉愛  キナ　リリア  北中城村立北中城小学校 5  平和について

 奥平　類  オクヒラ　ルイ  宮古島市立池間小学校 6  少女の涙

 福島　南翔  フクジマ　ミナト  宜野湾市立大謝名小学校 5  平和な地球をめざして

 渡口　匠  トグチ　タクミ  沖縄市立北美小学校 6  平和の鳥

 下地　心春  シモジ　コハル  浦添市立当山小学校 6  沖縄から平和を発信

 仲底　恵達  ナカソコ　ケイタツ  竹富町立波照間小学校 6  未来へのおくり物

 町田　あいり  マチダ　アイリ  浦添市立当山小学校 6  戦争を乗りこえて
 スクーンオーバー・
 エイミー・果玲亜

 スクーンオーバー・
 エイミー・カレア  北中城村立北中城小学校 6  平和への願い

 大城　絵莉子 オオシロ　エリコ  浦添市立港川小学校 6  風に「思い」を

第２７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]　（５７名）

1.図画部門（２６名）

優秀賞
（2）

優良賞
（１０）

佳作
（１３）



賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 運天　彩和 ウンテン　サワ 那覇市立与儀小学校 5 伝えるバトン

髙井　楽々 タカイ　ササ 那覇市立真和志小学校 6 たった一度の話

上原 愛花 ウエハラ　マナカ 豊見城市立ゆたか小学校 6 平和の大切さ

優良賞 松田　桃果 マツダ　モモカ 那覇市立与儀小学校 5 平和だということに感しゃを

野村　采奈 ノムラ　アヤナ 沖縄カトリック小学校 6 やってはいけない戦争

安室　美咲 アムロ　ミサキ 那覇市立小禄小学校 6 平和について考えたこと

亀島　美妃 カメシマ　ミキ 沖縄カトリック小学校 6 護郷隊のDVDを見て

玉城　姫花 タマシロ　ヒメカ 那覇市立与儀小学校 5 沖縄の平和について考える

上原　愛 ウエハラ　アイ 那覇市立小禄小学校 6 私の出来る平和

野原　秀音 ノハラ　シュノン 那覇市立真和志小学校 6 平和について

賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞  上原　一路  ウエハラ　ヒロ  糸満市立糸満南小学校 6  今は平和といえますか？

 木村　杏南  キムラ　アンナ 宜野湾市立普天間第二小学校 6  戦争が残したつめあと

 大城　洋輔  オオシロ　ヨウスケ  石垣市立登野城小学校 4  地球はひとつ

 豊見本　真央  トミモト　マオ  豊見城市立ゆたか小学校 6  平和への道

 津嘉山　理人  ツカヤマ　リヒト  那覇市立与儀小学校 5  ぼくたちの未来へ

 當間　ありす  トウマ　アリス  豊見城市立ゆたか小学校 6  平和な今に「ありがとう」

 蔵屋　美羽  クラヤ　ミウ  豊見城市立上田小学校 6  私たちがやるべきこと

 西脇　美翔  ニシワキ　ミウ  豊見城市立豊崎小学校 5  七十二年前のあの日

 岡本　琉希  オカモト　ルキ  私立沖縄アミークス小学校 6  伝えたいこと

 上原　小春  ウエハラ　コハル  豊見城市立伊良波小学校 6  戦争の傷

 浦崎　仁子  ウラサキ　ニコ  豊見城市立上田小学校 6  あなたに届け　私の祈り

 金城　陽詩  キンジョウ　ヒナタ  豊見城市立とよみ小学校 6  美ら島沖縄

 金城　奈緒  キンジョウ　ナオ  南城市立馬天小学校 6  平和への願い

 國場　集  コクバ　シュウ  糸満市立糸満南小学校 6  防空ごうの気持ち

 上原　紗亜理  ウエハラ　サアリ  糸満市立糸満南小学校 6  私たちで

 與那城　志織  ヨナシロ　シオリ  私立沖縄アミークス小学校 6  永遠の幸福

 福原　愛未  フクハラ　アミ  浦添市立浦城小学校 6  戦争のこわさ

 森田　和磨  モリタ　カズマ  浦添市立宮城小学校 6  今がある

 安谷屋　侑花  アダニヤ　ユウカ  豊見城市立ゆたか小学校 6  私達が平和をつなぐ

 湧田　結衣  ワクタ　ユイ  豊見城市立ゆたか小学校 6  平和な沖縄

 太田　裕介  オオタ　ユウスケ  私立沖縄アミークス小学校 6  でいごの花

優秀賞
（２）

優良賞
（７）

佳作
（１１）

3.詩部門（２１名）

佳作
（６）

優秀賞
（２）

2.作文部門（１０名)



賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞  仲宗根　莉愛  ナカソネ　リア 　宮古島市立上野中学校 3 　虹のむこうに

 吉本　彩花  ヨシモト アヤカ 　沖縄市立宮里中学校 2 　願いをこめて…

 屋我　未羽  ヤガ　ミウ 　沖縄市立宮里中学校 2 　ひめゆりの願い

 金城　妃亜梨  キンジョウ キアリ 　沖縄市立宮里中学校 2 　あの頃の私へ

 運天　意識  ウンテン イオリ 　浦添市立神森中学校 3 　平和の祈り

 比嘉　茜  ヒガ　アカネ 　うるま市立与勝中学校 3 　つなげる命

 平良　七菜  タイラ　ナナ 　南城市立佐敷中学校 2 　平和と混乱

 名嘉真　妃奈  ナカマ　ヒナ 　那覇市立上山中学校 2 　平和を一緒に

 平山　櫻子  ヒラヤマ サクラコ 　那覇市立首里中学校 3 　命のつながり

 田中　樹里亜  タナカ　ジュリア 　うるま市立与勝中学校 3 　守りぬく力

 佐久本　采佳  サクモト アヤカ 　うるま市立与勝中学校 3 　幸せな未来

 稲田　かずは  イナダ　カズハ 　宜野湾市立真志喜中学校 3 　「祈り」

 池間　薫  イケマ　カオル 　宮古島市立城辺中学校 3 　平和への祈り

 當山　元基  トウヤマ　モトキ 　浦添市立神森中学校 3 　沖縄から

 ラッセル　愛  ラッセル　アイ 　那覇市立上山中学校 3 　平和の世界へ

 柿沼　駒  カキヌマ　コマ 　浦添市立神森中学校 3 　沖縄から平和を

 勝馬　瑠衣  カツマ　ルイ 　那覇市立真和志中学校 2 　光の向こうに

 下地　奈那  シモジ　ナナ 　那覇市立石嶺中学校 3 　青い空をいつまでも…

第２７回「児童・生徒の平和メッセージ展」入選者一覧

[中学校の部]　（５３名）

1.図画部門（１８名）

優秀賞
（２）

優良賞
（９）

佳作
（６）



賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 安仁屋　紫月 アニヤ　シヅキ 沖縄県立開邦中学校 2 今、受け継ぐ、曾祖母の思い

大城　花恋 オオシロ　カレン 八重瀬町立東風平中学校 3 世界でたった一つのメッセージ

相良　倫子 サガラ　リンコ 浦添市立港川中学校 2 　　　　　　　　層

坂井　愛翔 サカイ　アイカ 浦添市立港川中学校 3 平和の実現

天久　ひとみ アメク　ヒトミ 私立沖縄尚学高等学校附属中学校 2 日々の大切さ

知名　沙璃菜 チナ　サリナ 糸満市立潮平中学校 2 私たちに課せられた使命

津波　さくら ツハ　サクラ 南城市立佐敷中学校 3 私たちの使命

中本　百音 ナカモト　モモネ 南城市立玉城中学校 3 おじいと私

上原　健矢 ウエハラ　ケンヤ 沖縄県立開邦中学校 2 命の大切さは戦争から

比嘉　心愛 ヒガ　ココア 私立沖縄尚学高等学校附属中学校 2 今ある平和を大切に

上地　彩加 ウエチ　アヤカ 私立沖縄尚学高等学校附属中学校 2 私と祖母の宝物

名渡山　萌 ナドヤマ　モエ 八重瀬町立東風平中学校 3 命のつながり

金城　光葉 キンジョウ　ミツバ 沖縄県立開邦中学校 1 平和のために私ができること

生沢　浩一 イクザワ　コウイチ 沖縄県立開邦中学校 2 沖縄戦を「感じる」

今井　美海 イマイ　ミウ 私立沖縄尚学高等学校附属中学校 2 「琉球愛歌」に誓って

優秀賞
（2）

2.作文部門(１５名)

優良賞
（5）

佳作
（7）



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 2  音

 仲村渠　恵美梨 ナカンダカリ エミリ  南城市立玉城中学校 3  あの日　あの時

 池原　生恵  イケハラ　キエ  浦添市立港川中学校 1  この地球に生きて

 平良　瑠菜  タイラ　ルナ  浦添市立港川中学校 2  瞳

 仲西　康生　 ナカニシ コウセイ  浦添市立港川中学校 2  普通の幸せ

 仲座　広菜  ナカザ　ヒロナ  沖縄県立開邦中学校 2  ソコには伝えたい何かが・・・

 清水　碧 シミズ　ミドリ  沖縄県立開邦中学校 2  ガマの音と共に

 宮下　紅葉  ミヤシタ　クレハ  沖縄県立開邦中学校 1  命のつながり

 島仲　晴れ  シマナカ　ハレ  沖縄県立開邦中学校 2 大きな代償を払って得たものは？

 中村　莉子  ナカムラ　リコ  浦添市立港川中学校 2  今年も考える

 比嘉　悠乃  ヒガ　ユウノ  浦添市立港川中学校 2  平和を考える

 下地　佑和  シモジ　ユウワ  沖縄県立開邦中学校 1  正義のヒーロー

 岩井　花男  イワイ　ハナオ  沖縄県立開邦中学校 1  命

 棚原　聖  タナハラ　セイ  宜野湾市立嘉数中学校 3  平和

 眞榮里　徳貴 マエザト ノリタカ  うるま市立与勝第二中学校 1  つみき

 淵上　佳奈  フチガミ　カナ  八重瀬町立東風平中学校 3  戦争は終わらない

 山田　沙和  ヤマダ　サワ  浦添市立港川中学校 2  消えないもの

 我如古　寛太  ガネコ　カンタ  宜野湾市立嘉数中学校 3  「価値感」の違い

 川木　藍  カワキ　アオイ  沖縄県立開邦中学校 2  平和の中に生きている私達へ

 今　二湖  コン　ニコ  沖縄県立開邦中学校 2  過去、そして未来

優秀賞
（２）

佳作
（９）

優良賞
（８）

3.詩部門（２０名）



賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞  久手堅　彰哉  クデケン　ショウヤ  沖縄県立知念高等学校 1  再生の大地

 平良　清華  タイラ　サヤカ  沖縄県立小禄高等学校 3  伝わる・伝える想い

 宮城　彩羽  ミヤギ　アヤハ  沖縄県立普天間高等学校 1  平和を祈る

 宮城　花林  ミヤギ　カリン  沖縄県立知念高等学校 3  願い

 村川　千夏  ムラカワ　チナツ  沖縄県豊見城南高等学校 2  命どぅ宝

 當間　奈津菜  トウマ　ナズナ  沖縄県立小禄高等学校 2  平和の礼

 石川　舞  イシカワ　マイ  沖縄県立普天間高等学校 1  想いはひとつ

 桑江　優季  クワエ　ユウキ  沖縄県立浦添工業高等学校 1  平和のためにできること

 新垣　江里  アラカキ　エリ  沖縄県立南風原高等学校 1  無限に広がる世界

 金城　ゆめの  キンジョウ　ユメノ  沖縄県立読谷高等学校 3  守りたいモノ

 仁井田　将宗  ニイダ　マザカズ  沖縄県立豊見城高等学校 3  「PEACE」少女の祈り

 砂川　愛恵  スナガワ　マナエ  沖縄県立真和志高等学校 2  平和

 天久　聖菜  アメク　セイナ  沖縄県立首里高等学校 1  「彼」と「僕」の平行線

 玉城　夏穂  タマシロ　カホ  沖縄県立本部高等学校 1  どうすればいいの

 又吉　来夢  マタヨシ　ライム  沖縄県立宜野湾高等学校 1  平和な世界のつくり方

 赤嶺　里穂  アカミネ　リホ  沖縄県立コザ高等学校 3  消えない

 赤嶺　耕平  アカミネ　コウヘイ  沖縄県立南風原高等学校 2  平和を願う

 与那　柊太  ヨナ　シュウタ  沖縄県立浦添工業高等学校 3  しゃぼん玉

 天久　夏菜  アメク　カナ  沖縄県立浦添工業高等学校 1  繋ぐ

 前田　涼佳  マエダ　スズカ  沖縄県立知念高等学校 3  この子の未来へ

 與儀　亜李沙  ヨギ　アリサ  沖縄県立浦添工業高等学校 1  今ある平和

 山内　可林  ヤマウチ　カリン  私立興南高等学校 1  世界で平和

 銘苅　美和  メカル　ミワ  沖縄県立浦添工業高等学校 1  伝えていく思い

 小波津 かなん  コハツ　カナン  沖縄県立コザ高等学校 3  平和への一歩

 喜久本　陽  キクモト　ヒナタ  沖縄県立コザ高等学校 3  祈りの光

 玉城　桃果  タマシロ　モモカ  沖縄県立普天間高等学校 1  美しい平和を願う

 仲村　幸也  ナカムラ　コウヤ  沖縄県立浦添工業高等学校 3  平和の花束

 嶺井　琉夏  ミネイ　リュウカ  沖縄県立南風原高等学校 3  蝶の行先

 上原　あさひ  ウエハラ　アサヒ  沖縄県立首里高等学校 2  世界を照らして

 佐々木 一希  ササキ　イツキ  沖縄県立浦添工業高等学校 2  願い

第２７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]　（６３名）

1.図画部門（３０名）

優秀賞
（３）

佳作
（１５）

優良賞
（１１）



賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 新里　美結 シンザト　ミユウ 沖縄県立那覇国際高等学校 2 サンゴの骨壷

石川　寛人 イシカワ　ヒロト 沖縄県立首里高等学校 3 今を生きる私たちの務め

徳元　美穂 トクモト　ミホ　 沖縄県立開邦高等学校 3 平和を守る

仲間　妃奈 ナカマ　ヒナ 沖縄県立那覇国際高等学校 3 『知る』ということ

我那覇　寛乃 ガナハ　ヒロノ 沖縄県立開邦高等学校 3 平和

岸本　葉月 キシモト　ハヅキ 沖縄県立首里高等学校 3 平和の訪れは

瑞慶覧 菜緒子ズケラン　ナオコ 沖縄県立首里高等学校 3 平和への第一歩

山城　七緒 ヤマシロ　ナオ 沖縄県立普天間高等学校 3 意識すべきこと

川満　妃菜乃 カワミツ　ヒナノ 沖縄県立那覇国際高等学校 3 バトン

原田　涼 ハラダ　スズ 沖縄県立開邦高等学校 1 「伝える」から「伝わる」へ

坂本　詩乃 サカモト　ウタノ 沖縄県立首里高等学校 3 ノンフィクションの戦争

長浜　舞 ナガハマ　マイ 沖縄県立首里高等学校 3 私たちへのメッセージ

林　嘉欣 リン　カヨ 沖縄県立開邦高等学校 2 「当たり前」に潜む闇

2.作文部門(１３名)

佳作
（６）

優秀賞
（２）

優良賞
（４）



賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞  上原　愛音  ウエハラ　ネネ 沖縄県立宮古高等学校 3  誓い～私達のおばあに寄せて

 高吉　亜季  タカヨシ　アキ 沖縄県立宮古高等学校 3  六月二十三日

 伊福　瑠菜  イフク　ルナ 沖縄県立糸満高等学校 3  サク

 金城　達己  キンジョウ　タツキ 沖縄県立那覇西高等学校 2  戦争を知らない私達

 松川　まりや  マツカワ　マリヤ 沖縄県立宮古高等学校 3  もう二度と

 大田　鈴賀  オオタ　リョウカ 沖縄県立那覇西高等学校 2  繋げる一言

 伊波　智哉  イハ　トモヤ 沖縄県立中部農林高等学校 4  限りある一時

 本村　拓  モトムラ　タク 沖縄県立那覇西高等学校 2  弥勒世果報

 友利　桃子  トモリ　モモコ 沖縄県立宮古高等学校 3  平和への想い

 嘉数　えみ  カカズ　エミ 沖縄県立豊見城高等学校 1  当たり前と「想い」

 諸見謝　希  ショミジャ　ノゾム 沖縄県立糸満高等学校 3  前略、かしこいだれかさまへ

 公文　みく  クモン　ミク 沖縄県立豊見城南高等学校 2  「明日の在り処」

 上地　百華  ウエチ　モモカ 沖縄県立宮古高等学校 3  平和に感謝

 宮里　愛未  ミヤザト　アイミ 沖縄県立真和志高等学校 1  「万華鏡」

 金城　竜馬 キンジョウ リョウマ 沖縄県立那覇西高等学校 2  当たり前

 長濱　迅  ナガハマ　ジン 沖縄県立北部農林高等学校 3  未来へ

 高良　涼平  タカラ　リョウヘイ 沖縄県立那覇西高等学校 2  今ということへの感謝

 親泊　尚哉  オヤドマリ ナオヤ 沖縄県立宮古高等学校 3  平和

 比嘉　航斗  ヒガ　コウト 沖縄県立那覇西高等学校 2  平和であるために

 狩俣　依乙余  カリマタ　イイヨ 沖縄県立豊見城高等学校 1  平和の意義

優秀賞
（３）

優良賞
（６）

佳作
（１０）

3.詩部門（２０名）



賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞  天願　綾音  テンガン　アヤネ 沖縄県立南風原高等支援学校 高3  沖縄の平和

 上原　海  ウエハラ　カイ 沖縄県立美咲特別支援学校 高2  ぼくらの心

 大嶋　琉雅  オオシマ　リュウガ 恩納村立山田小学校特別支援学級 小６  平和になるように

 濱野　蒼良  ハマノ　ソラ 糸満市立髙嶺小学校特別支援学級 小５  みんなにこにこ

 宮平　友郁  ミヤヒラ　トモフミ 西原町立西原東中学校特別支援学級 中３  平和の村

 翁長　翼  オナガ　ツバサ 西原町立西原東中学校特別支援学級 中３  平和（へいわ）

 兼城　亜衣果  カネシロ　アイカ 浦添市立神森中学校特別支援学級 中２  沖縄・平和

 大城　諄祐  オオシロ シュンスケ 浦添市立神森中学校特別支援学級 中３  平和の未来への旅立ち

 比嘉　幹人  ヒガ　カント 沖縄県立沖縄高等特別支援学校 高１  平和への願い

 宮城　翔  ミヤギ　カケル 沖縄県立沖縄盲学校 小６  明るい友達

 玉城　優飛  タマキ　ユウヒ 沖縄県立美咲特別支援学校 高2  忘れてはいけない記憶

賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 金城　夏海 キンジョウ　ナツミ 沖縄県立沖縄高等特別支援学校 高2 真の平和

優秀賞 秋元　琴音 アキモト　コトネ 沖縄県立沖縄高等特別支援学校 高2 二度と悲劇を繰り返さぬために

優良賞 前田　大樹 マエダ　ダイキ 沖縄県立沖縄高等特別支援学校 高2 戦争からの学び

山根　彩夏 ヤマネ　アヤカ 沖縄県立泡瀬特別支援学校 高３ たくさんの命と平和

伊覇　愛斗 イハ　マナト 沖縄県立沖縄高等特別支援学校 高2 あり得ん出来事

川満　聖仁 カワミツ　マサヒト 沖縄県立沖縄高等特別支援学校 高2 平和と命

優良賞
（３）

佳作
(５)

佳作
（３）

第27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]　（３１名）

1.図画部門（１1名）

2.作文部門(６名)

優秀賞
(２)



賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 川野　友暉 カワノ　ユウキ 沖縄県立沖縄高等特別支援学校 高１ しあわせの風

横山　美悠莉 ヨコヤマ　ミユリ 沖縄県立沖縄高等特別支援学校 高２ 決心

知念　由桂 チネン　ユカ 那覇市立那覇小学校特別支援学級 小２ へいわのために

瀬名波　響 セナハ　ヒビキ 沖縄県立沖縄高等特別支援学校 高２ 戦争を忘れない

島田　杏奈 シマダ　アンナ 沖縄県立沖縄高等特別支援学校 高２ 今できること

金武　良起 キン　ヨシキ 沖縄県立沖縄高等特別支援学校 高２ 戦争はおそろしい

照屋　真由 テルヤ　マユ 沖縄県立沖縄高等特別支援学校 高２ 今と昔

金城　亜実 キンジョウ　アミ 沖縄県立沖縄高等特別支援学校 高２ 平和と戦争

平良　海人 タイラ　カイト 沖縄県立沖縄高等特別支援学校 高１ 考える

當眞　嗣久 トウマ　ツグヒサ 沖縄県立美咲特別支援学校 高３ つながる平和

松本　直美 マツモト　ナオミ 沖縄県立沖縄高等特別支援学校 高２ マラリアの悲劇

比嘉　陽希 ヒガ　ハルキ 沖縄県立美咲特別支援学校 高３ 僕の願い

與那覇　瑞穂 ヨナハ　ミズホ 沖縄県立美咲特別支援学校 高３ 生きてるって素晴しい

オルセンゾーイ咲 オルセンゾーイ　サキ 沖縄県立美咲特別支援学校はなさき分校 中３ たいせつなともだち

佳作
（７）

3.詩部門（１４名）

優秀賞
（２）

優良賞
（４）
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