
賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 奥間　マリア オクマ　マリア 浦添市立仲西小学校 1 みんななかよし

優秀賞 またよし　ゆな マタヨシ　ユナ 石垣市立白保小学校 2 へいわのわた毛とばそうよ

優良賞 新里　守礼 シンザト　シュレイ 糸満市立喜屋武小学校 3 大きな木の家

城間　穂純 シロマ　ホズミ 南城市立大里北小学校 1 世界のこどもたちにあげたい平和とおかし

崎原　朝光 サキハラ　アサヒ 竹富町立西表小学校 1 おとうさんといっしょにいつまでもつりにいけますように

小嶺　暖花 コミネ　ハルカ 与那国町立与那国小学校 2 ちきゅうはへいわかな？

たなはら　ゆうた タナハラ　ユウタ 読谷村立古堅小学校　 2 みんなでたのしくさんしん

よなは　大夏 ヨナハ　ヒロナツ 読谷村立渡慶次小学校 2 せかいじゅうのみんなでサッカーがしたいな

山本　桜 ヤマモト　サクラ 読谷村立古堅小学校　 3 ちきゅうと人間ととり

嶺井　ゆきの ミネイ　ユキノ 石垣市立大本小学校 3 「たのしいな」

賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 小原菜々美 コハラ　ナナミ 糸満市立光洋小学校 3 みんなで作ろう　へいわなせかい

優秀賞 宜保 美海 ギボ　ビカイ 豊見城市立上田小学校 3 平和なせかい

優良賞 海元 芙美佳 カイモト　フミカ 豊見城市立上田小学校 3 「ねがいがかないますように」

佳作 新垣遙海 アラカキ　ハルカ 那覇市立識名小学校 2 しあわせいっぱい

賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 比嘉　琉愛 ヒガ　リノン 北谷町立北玉小学校 3 広がれ ピース

優秀 山城 日菜 ヤマシロ　ヒナ 石垣市立白保小学校 1 ありがとうのこころ

優良賞 志良堂 虹心 シラドウ　ニコ 糸満市立光洋小学校 3 にこにこちきゅう

真地　那月 マジ　ナツキ 与那国町立与那国小学校 2 せんそうのないせかい

嘉納　李子 カノウ　リコ 読谷村立読谷小学校 2 思いやりの花

我如古 友南 ガネコ　ユウナ 八重瀬町立白川小学校 3 戦争なんてしたくない
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賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 崎間　恒次郎 サキマ　コウジロウ 南城市立百名小学校 4 平和の一ページをひらこう

宮平　柚希 ミヤヒラ　ユズキ 座間味村立座間味小学校 5 沖縄には基地はいらない

安里　綾夏 アサト　アヤカ 糸満市立高嶺小学校 6 おばあちゃんとウートートー

川奈　誠 カワナ　マコト 石垣市立大本小学校 4 平和な島

城間　葉澄 シロマ　ハスミ 南城市立大里北小学校 5 みんながつながれば地球は笑顔

新垣　巴菜 アラカキ　ハナ 浦添市立神森小学校 6 平和への祈り

仲座　希咲 ナカザ　キサ 南城市立知念小学校 6 平和な世界へ

惣慶　玲花 ソケイ　レイカ 糸満市立高嶺小学校 6 平和への願い

平良　真琴 タイラ　マコト 南城市立馬天小学校 4 これからもずっと平和でありますように

冨着　美生 フチャク　ミオ 読谷村立古堅小学校 4 いつまでも平和な国へ

島袋　七星 シマブクロ　ナナセ 那覇市立城西小学校 4 笑顔の種

嶺井　泰志 ミネイ　タイシ 石垣市立大本小学校 4 いい日

大田　凱聖 オオタ　カイセイ 糸満市立米須小学校 4 みんなとなかよしマラソン

安里　小和 アサト　コヨリ 浦添市立神森小学校 5 沖縄の平和

髙根　海月 タカネ　ミツキ 浦添市立神森小学校 5 平和でみんなが笑顔な世界

志水　睦海 シミズ　ムツミ 座間味村立座間味小学校 5 幸せをはこびつづける青いとり

田口　はな タグチ　ハナ 座間味村立座間味小学校 5 白旗をふる少女の願い

宮里　うらら ミヤザト　ウララ 座間味村立座間味小学校 5 平和が1番

立津　愛華 タテツ　アイカ 糸満市立糸満南小学校 5 みんなが笑顔な平和な世界

根間　笑花 ネマ　エミカ 那覇市立高良小学校 5 平和を願って

浦崎　大智 ウラサキ　ダイチ 豊見城市立長嶺小学校 6 平和のウェーブ

儀間　紫音 ギマ　シオン 豊見城市立長嶺小学校 6 みんなが幸せに

仲宗根　由紀 ナカソネ　ユキ 読谷村立渡慶次小学校 6 守り継ぐもの

仲間　吉紀 ナカマ　ヨシキ 豊見城市立とよみ小学校 6 平和について

田中　伶佳 タナカ　レイカ 座間味村立座間味小学校 6 平和への叫び

比嘉　友里乃 ヒガ　ユリノ 座間味村立座間味小学校 6 平和への願い

伊集　愛美 イジュ　アミ うるま市立具志川小学校 6 家族といっしょ

大城　実央 オオシロ　ミオ 糸満市立真壁小学校 6 平和への思い

謝花　愛海 ジャハナ　アイミ 浦添市立神森小学校 6 みんなが笑顔、みんなが
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賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 宮川司おん ミヤガワ　シオン 糸満市立兼城小学校 6 つなげていくもの

長濱沙紀 ナガハマ　サキ 那覇市立開南小学校 5 祖母が教えてくれたこと

青崎佑希乃 アオサキ　ユキノ 豊見城市立伊良波小学校 6 平和をいつまでも

高根　海月 タカネ　ミツキ 浦添市立神森小学校 5 今、私たちが考えなければいけないこと

玉城充己 タマシロ　ミツキ 南城市立大里北小学校 5 平和の空

松原優衣 マツバラ　ユイ 浦添市立神森小学校 5 世界中が笑顔になりますように

比嘉綾音 ヒガ　アヤネ 宜野湾市立大山小学校 6 戦争と平和について

佐久間美緒 サクマ　ミオ 宜野湾市立大山小学校 6 戦争と平和

宮里薫子 ミヤザト　カオルコ 那覇市立松島小学校 4 平和っていいな

大浦ともか オオウラ　トモカ 浦添市立神森小学校 4 平和な世界であるために

蓑茂　然 ミノモ　ゼン 糸満市立兼城小学校 4 平和をぜったいとりもどす

佐藤幸平 サトウ　コウヘイ 那覇市立小禄南小学校 6 戦争のこわさ

小橋川遙 コバシガワ　ハルカ うるま市立川崎小学校 6 悲しみを喜びに

長濱結佑佳 ナガハマ　ユウカ 那覇市立上間小学校 6 平和になれることを信じて

大城響 オオシロ　ﾋﾋﾞｷ 豊見城市立長嶺小学校 6 平和が一番

金城志穗 キンジョウ　シホ 那覇市立宇栄原小学校 6 平和

仲宗根愛莉 ナカソネ　アイリ 豊見城市立伊良波小学校 6 「戦争って何？」

大城美羽瑠 オオシロ　ミハル 豊見城市立伊良波小学校 6 「平和という幸せ」

赤嶺聖南 アカミネ　セイナ 豊見城市立伊良波小学校 6 六十六年前の悲劇

外間ちひろ ホカマ　チヒロ 与那原町立与那原小学校 6 笑顔があれば

伊良波近規 イラハ　チカノリ 宜野湾市立大山小学校 6 平和への願い

伊佐美南海 イサ　ミナミ 宜野湾市立大山小学校 6 戦争の恐しさ

賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 我如古友香 ガネコ　ユウカ 八重瀬町立白川小学校 6 終わりを告げていない戦争

兼堅菜乃花 カネケン　ナノハ うるま市立田場小学校 4 命のバトン

比嘉　みる ヒガ　ミル 西原町立坂田小学校 6 いのちだって泣いている

國吉　優利 クニヨシ　ユウリ 糸満市立高嶺小学校 6 平和にむかって

鳥越　流寧 トリコシ　ルネ 那覇市立真地小学校 6 今ある幸せに感謝して

喜納　幸美 キナ　トモミ 与那原町立与那原小学校 6 大切に生きることを

前堂　寛登 マエドウ　ヒロト 豊見城市立とよみ小学校 6 みんなで守っていこう！！

新城　結奈 シンジョウ　ユイナ 粟国村立粟国小学校 6 命の大切さ

内間　みゆ ウチマ　ミユ うるま市立田場小学校 4 ゆめを見た

外間　円佳 ホカマ　マドカ 与那原町立与那原小学校 4 平和である大切さ

外間　ちひろ ホカマ　チヒロ 与那原町立与那原小学校 6 私の思い

伊良波梨奈 イラハ　リナ 那覇市立真地小学校 6 命どぅ宝

友利　聖七 トモリ　セイナ 那覇市立真地小学校 6 おばあがつないだ命

名嘉眞亜美 ナカマ　アミ 那覇市立真地小学校 6 平和に生きる

佐久川由維 サクガワ　ユイ 那覇市立真地小学校 6 消えない長い道

山城　乃亜 ヤマシロ　ノア 糸満市立高嶺小学校 6 私の６月２３日

石原かれん イシハラ　カレン うるま市立伊波小学校 6 過去の沖縄

石川さわの イシカワ　サワノ 西原町立坂田小学校 6 たった一つの命

真栄田桃花 マエダ　モモカ 名護市立名護小学校 6 つながる命

普久原 優 フクハラ　ユウ 沖縄市立美東小学校 6 六十六年前と今

上原　祐介 ウエハラ　ユウスケ 南城市立馬天小学校 6 希望の道

佳作
（１４）
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賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 金城　佳奈 キンジョウ　カナ 南風原町立南風原中学校 3 平和の鐘

有田　裕美　 アリタ　ユミ 糸満市立西崎中学校 2 生きる生命たち

丸山　咲 マルヤマ　サキ 石垣市立川平中学校 3 祈り

親田　栞 オヤダ　シオリ 浦添市立浦添中学校 2 悲しみのない平和な世界

喜納　梨巨 キナ　リコ 糸満市立西崎中学校 2 笑顔

大城　葵 オオシロ　アオイ 南風原町立南風原中学校 3 平和のつかい

大城　綾香 オオシロ　アヤカ 南風原町立南風原中学校 3 戦地からの幸せ

座波　美菜子 ザハ　ミナコ 那覇市立石嶺中学校 3 「平和な世界を目指そう！」

粟国　紗菜 アグニ　サナ 与那原町立与那原中学校 3 Ｔhe Prayer Of The Peace  ～平和の祈り～ 

浦山　青空 ウラヤマ　アオゾラ 石垣市立川平中学校 3 平和の祈り

村吉　良太 ムラヨシ　リョウタ 北中城村立北中城中学校 3 平和への手紙・そして飛躍

嶺井　千裕 ミネイ　チヒロ 石垣市立石垣第二中学校 1 南の地から祈りを

西銘　沙耶 ニシメ　サヤ 糸満市立西崎中学校 1 人は、助け合う生き物

榎本　菜月 エノモト　ナツキ 糸満市立西崎中学校 1 飛びだせ!!平和

宮城　七海 ミヤギ　ナナミ うるま市立具志川中学校 1 未来への栄光

西永　彩七 ニシナガ　アヤナ 浦添市立浦添中学校 2 あなたへ幸せを

新垣　舞 アラカキ　マイ 南城市立大里中学校 2 いつの世までも平和を

松田　紗理奈 マツダ　サリナ 読谷村立読谷中学校 3 つなげる生命　断ち切る争い

上間　優菜 ウエマ　ユウナ 読谷村立読谷中学校 3 少年の祈り

祖根　明日香 ソネ　アスカ うるま市立具志川中学校 3 平和への祈り

上江洲　実香 ウエズ　ミカ 与那原町立与那原中学校 3 人と人が支え合い平和な日常へ

平良　美歌 タイラ　ミカ 宮古島市立北中学校 3 平和への願い

上間　ともみ ウエマ　トモミ 南風原町立南風原中学校 3 あなたの手で

外間　純 ホカマ　ジュン 那覇市立小禄中学校 3 平和な未来を願う

金城　妃希 キンジョウ　キサキ 糸満市立西崎中学校 3 この星に平和を

賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 新城大地 アラシロ　ダイチ 石垣市立石垣中学校 3 爆発しなかった爆弾

平良　匠 タイラ　タクミ 那覇市立松島中学校 2 平和を語る贈り物

野原由梨奈 ノハラ　ユリナ 沖縄尚学高等学校附属中学校 3 「平和の礎」に思うこと

上原晴美 ウエハラ　ハルミ 沖縄尚学高等学校附属中学校 1 平和のバトン

金城彩映 キンジョウ　サエ 那覇市立小禄中学校 2 平和を願う思い

稲嶺隆紘 イナミネ　タカヒロ 那覇市立小禄中学校 2 平和のためにできること

宮城未来 ミヤギ　ミライ 南城市佐敷中学校 2 改めて気づかせてくれたこと

池間夢華 イケマ　ユメカ 宮古島市立久松中学校 3 作りあげる平和

島袋紋音 シマブクロ　アヤネ 名護市立久辺中学校 3 今、平和を考える

屋宜彩音 ヤノリ　アヤネ 沖縄尚学高等学校附属中学校 3 平和の定義

城間日菜子 シロマ　ヒナコ 沖縄尚学高等学校附属中学校 1 「命どぅ宝にこめられた思い」

松永ひなた マツナカ　ヒナタ 沖縄尚学高等学校附属中学校 1 平和な世界を目指して

小川　綾 オガワ　アヤ 沖縄尚学高等学校附属中学校 1 沖縄の基地問題について

東江　優奈 アガリエ　ユウナ 沖縄尚学高等学校附属中学校 1 沖縄から発信すべき事

平良桃子 タイラ　モモコ 糸満市立潮平中学校 1 平和の祈りを未来へ

佳作
（１４）

第2１回「児童・生徒の平和メッセージ展」入選者一覧

[中学校の部]　（８６名）

1.図画部門（２５名）

優良賞
（８）

優秀賞
（２）

2.作文部門(３２名)

優秀賞
（２）

優良賞
（７）



儀間彩香 ギマ　アヤカ 南城市立知念中学校 1 平和を語り継ぐ

島尻優楓 シマジリ　ユカ 石垣市立石垣第二中学校 1 平和の尊さ

大城亞澄 オオシロ　アズミ 浦添市立仲西中学校 1 平和に気付く

仲若　玲 ナカワカ　レイ 沖縄尚学高等学校附属中学校 2 「平和」について

與那嶺志織 ヨナミネ　シオリ 沖縄尚学高等学校附属中学校 2 後世に伝えたいもの

奥間瑞希 オクマ　ミズキ 沖縄尚学高等学校附属中学校 2 平和の大切さ

安里ひなの アサト　ヒナノ 沖縄尚学高等学校附属中学校 2 戦争の恐ろしさ

親川　舞 オヤカワ　マイ 南城市立知念中学校 2 大切な一つの命

大城加奈 オオシロ　カナ 南城市立知念中学校 2 命を一番に

幸地莉乃 コウチ　リノ 南城市立知念中学校 3 私が伝えゆく事

那須　寛生 ナス　ヒロオ 沖縄尚学高等学校附属中学校 3 沖縄戦について

福島綾菜 フクシマ　アヤナ 八重瀬町立具志頭中学校 3 戦争の恐ろしさ

玉江　建樹 タマエ　タツキ 糸満市立潮平中学校 3 祖父母の思い

目取眞桐子 メドルマ　トウコ 西原町立西原中学校 3 揺らぐいのち

下地のぞみ シモジ　ノゾミ 宮古島市立久松中学校 3 戦争と平和

賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 嘉味田朝香 カミダ　トモカ 浦添市立仲西中学校 2 幸せの一枚

照屋　希之薫 テルヤ　ノノカ 糸満市立潮平中学校 1 願いの琉歌

田村　柊斗 タムラ　シュウト 西原町立西原東中学校 1 怪物と記憶

上原　由莉子 ウエハラ　ユリコ 座間味村立慶留間中学校 2 永遠に続く平和への祈り

波木　千紘 ナミキ　チヒロ 糸満市立潮平中学校 2 心づかいをするだけで

糸数　美那海 イトカズ　ミナミ 浦添市立仲西中学校 2 輝く未来

照屋　翔太 テルヤ　ショウタ 南城市立知念中学校 3 白百合よ　教えておくれ

大城　怜南 オオシロ　レイナ 糸満市立潮平中学校 3 キャンパス

渡具知美知代 トグチ　ミチヨ 名護市立東江中学校 1 私の住んでいる場所

川満　熙 カワミツ　ヒロ 西原町立西原東中学校 1 この世界が

嘉納　英佑 カノウ　エイスケ 読谷村立読谷中学校 1 過去の歴史を見つめ未来へ

上間　優美 ウエマ　ユウミ 浦添市立仲西中学校 2 這い上がる

上原　鈴 ウエハラ　リン 浦添市立仲西中学校 2 島に眠る思い

砂川　大成 スナガワ　タイセイ 浦添市立仲西中学校 2 ひとつになれば

真栄田　瑞葵 マエダ　ミズキ 浦添市立仲西中学校 2 平和への問い

安藤　沙帆 アンドウ　サホ 糸満市立潮平中学校 2 「悲しみ」

桃原　優 トウバル　ユウ 西原町立西原東中学校 2 平和へのちかい

嘉数　加奈子 カカズ　カナコ 名護市立東江中学校 2 いざ行こう

玉城　伸一郎 タマキ　シンイチロウ 名護市立東江中学校 3 世界が一つになるまで

吉原　明 ヨシハラ　アカリ 西原町立西原中学校 3 手をつないで

麓    有喜 フモト　ユウキ 西原町立西原中学校 3 未来へ向けて

比嘉　太成 ヒガ　タイセイ 西原町立西原中学校 3 沖縄戦

坪根　早紀 ツボネ　サキ 糸満市立潮平中学校 3 切り開く

田里　なおこ タサト　ナオコ 糸満市立潮平中学校 3 「祖母の話」

吉田　一貴 ヨシダ　カズキ 県立与勝緑が丘中学校 3 「戦争とは」

伊敷　萌奈美 イシキ　モナミ 糸満市立高嶺中学校 3 私の命

嘉陽　大樹 カヨウ　ヒロキ 糸満市立高嶺中学校 3 平和への思い

饒波　真由 ノハ　マユ 国頭村立国頭中学校 3 平和とは？幸せとは？

玉那覇　滉太 タマナハ　コウタ 西原町立西原東中学校 3 「平和」

佳作
（２１）

3.詩部門（２９名）

優良賞
（５）

優秀賞
（２）

佳作
（２0）



賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 喜屋武　沙枝 キャン　サエ 県立開邦高等学校 3 日本に込めた祈り

喜舎場　愛月 キシャバ　アイゲツ 県立那覇国際高等学校 2 明暗

濱口　南子 ハマグチ　ナンシ 県立首里高等学校 3 時代

新垣　美郷 アラカキ　ミサト 県立宜野座高等学校 2 和解

波平　裕芽乃 ナミヒラ　ユメノ 県立開邦高等学校 2 願い

仲宗根　凜 ナカソネ　リン 県立開邦高等学校 2 希望

嘉陽　さやか カヨウ　サヤカ 県立開邦高等学校 3 平和を掴む

新垣　盛達 アラカキ　モリサト 県立浦添高等学校 3 刻

大城　彩華 オオシロ　アヤカ 県立首里高等学校 3 祈りの光

翁長　瞳 オナガ　ヒトミ 県立首里高等学校 3 願い

外間　花怜 ホカマ　カレン 県立那覇高等学校 1 銃口に花を

吉冨　百合菜 ヨシトミ　ユリナ 県立糸満高等学校 1 腕の中へ

小嶺　萌々子 コミネ　モモコ 県立首里高等学校 2 想い

宮里　奈津美 ミヤザト　ナツミ 県立首里高等学校 3 ６月２３日の想い

伊佐　愛夏 イサ　アイカ 県立浦添高等学校 3 飛びたつとき

宮里　藍海 ミヤザト　アイミ 県立開邦高等学校 3 平和の続く空

賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 糸数昌朝 イトカズ　マサトモ 県立糸満高等学校 3 生命の継承

井上桃伽 イノウエ　モモカ 県立開邦高等学校 1 戦争について

喜屋武咲子 キャン　サキコ 県立開邦高等学校 3 今感謝するべきこと

柏木れみ ｶｼﾜｷﾞ　レミ 県立糸満高等学校 1 一度だけでいいから

渡具知巳尋 トグチ　ミノリ 沖縄尚学高等学校 2 感じ、伝えることの大切さ

西銘　秀夏 ニシメ　ヒデカ 県立開邦高等学校 2 〈しん〉の目で見つめる

大山佑佳 オオヤマ　ユカ 県立開邦高等学校 2 平和

喜瀬菜都美 キセ　ナツミ 県立那覇商業高等学校 3 昔の惨劇と今を生きる私たち

比嘉まな美 ヒガ　マナミ 県立那覇商業高等学校 3 沖縄戦から学んだこと

登川　エリ ノボリカワ　エリ 県立那覇商業高等学校 3 忘れてはいけない

仲本千鶴 ナカモト　チズル 県立前原高等学校 1 私の平和考察

狩俣美波 カリマタ　ミナミ 県立開邦高等学校 1 平和への一歩

狩俣紗穂 カリマタ　サホ 県立開邦高等学校 1 沖縄戦と東日本大震災

優良賞
（７）

2.作文部門(２１名)

優良賞
（７）

佳作
（６）

優秀賞
（２）

第2１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（1６名）

優秀賞
（２）



林　欣瑜 リン　キンユ 県立開邦高等学校 2 理解し合うこと

高宮城　愛 タカミヤギ　アイ 県立開邦高等学校 2 争いに終止符を

江越郁弥 エゴシ　フミヤ 県立那覇商業高校 3 戦争で学んだこと

安里優貴 アサト　ユキ 県立那覇商業高等学校 3 沖縄戦

伝法紀美香 デンポウ　キミカ 県立那覇商業高等学校 3 今できること

津覇紗央里 ツハ　サオリ 県立那覇商業高等学校 3 戦争が残したもの

服部恭子 ハットリ　キョウコ 県立那覇商業高等学校 3 沖縄の問題から学ぶこと

神谷留未 カミヤ　ルミ 県立糸満高等学校 3 「沖縄のこころ」

賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 照喜名　流風 テルキナ　ルカ 県立向陽高等学校 3 白い鳩に願いをたくして

知念　綾香 チネン　アヤカ 県立首里高等学校 3 空と鳥

比嘉　万紀子 ヒガ　マキコ 県立首里高等学校 3 一分間の沈黙

伊波　宏哉　 イハ　ヒロヤ 県立前原高等学校 1 ある一兵士の告白

嘉納  佳子 カノウ　カコ 県立球陽高等学校 1 礎への語り

大城　さゆり オオシロ　サユリ 県立開邦高等学校 2 悲しみの雨

渡慶次　結 トケシ　ユイ 県立北中城高等学校 3 平和

宮良　一輝 ミヤラ　カズキ 県立北中城高等学校 3 何気ない毎日

仲嶺　保磨 ナカミネ　ヤスマ 県立前原高等学校 3 平和

砂川　景史郎 スナガワ　ケイシロウ 県立前原高等学校 3 おじいと見つけた正義のカケラ

呉屋美咲希 ゴヤ　ミサキ 県立糸満高等学校 1 Past & Future　～ life & peace ～

伊良部美笛 イラブ　ミテキ 県立糸満高等学校 1 優しい雨

德村　玲美 トクムラ　レイミ 県立糸満高等学校 1 少年の願い

仲地ｼﾞｪｰﾑｽ健太郎 ナカチジェームスケンタロウ 県立前原高等学校 1 「子どもたちへ」

喜納　慎琴 キナ　マコト 県立中部農林高等学校 2 世界を平和にしてくれる言葉

伊盛　愛香 イモリ　アイカ 県立中部農林高等学校 2 大切な気持ち、大事な平和

又吉　瞳 マタヨシ　ヒトミ 県立名護高等学校 2 人、そして

新川　裕之 アラカワ　ヒロユキ 県立知念高等学校 2 大震災

下地　綾乃 シモジ　アヤノ 県立首里高等学校 3 空を見上げて

新崎　由利耶 アラサキ　ユリヤ 県立首里高等学校 3 暗い闇

神里　有咲 カミザト　アリサ 県立首里高等学校 3 もし

下地　綾梅 シモジ　アヤメ 県立宮古高等学校 3 また一つ…

内間　安貴 ウチマ　ヤスキ 県立北中城高等学校 3 平和ということ

鈴木　茜理 スズキ　アイリ 県立北中城高等学校 3 小さな夢

上地　翔太 ウエチ　ショウタ 県立北中城高等学校 3 大空の心情

東盛　聖 ヒガシモリ　キヨラ 県立前原高等学校 3 傷

佳作
（１6）

優秀賞
（２）

優良賞
（７）

3.詩部門（２６名）

佳作
（１１）



賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 佐久川　愛梨 サクガワ　アイリ 浦添市立沢岻小学校 小6 地球、みんなで手をつないで

優秀賞 山内　裕介 ヤマウチ　ユウスケ 那覇市立石田中学校 中３ 平和な暮らしと成長

優良賞 新垣　怜奈 アラカキ　レイナ 沖縄市立宮里中学校 中３ 平和だと嬉しいな

佳作 豊里　凜 トヨザト　リン 北谷町立北玉小学校 小3 平和だからできること

賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

仲里憲士朗 ナカザト　ケンシロウ 那覇市立石田中学校 2 僕が思う平和の意味

宮城梨沙 ミヤギ　リサ 県立名護特別支援学校 3 戦争と平和について

賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 豊里　凜 トヨザト　リン 北谷町立北玉小学校 小３ しあわせ号にのって

城間　恵 シロマ　メグム 県立沖縄盲学校 高3 ６６年前の１６歳のあなたに

上間　隆輝 ウエマ　タカキ 県立名護特別支援学校 中1 戦争の落とし物

佳作 池宮　拓夢 イケミヤ　タクム 県立名護特別支援学校 中2 ぼくのけっしん

優良賞
（２）

3.詩部門（４名）

第2１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]　（１０名）

1.図画部門（４名）

2.作文部門(２名)

優秀賞
（２）
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