
賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 伊元　隆晃 イモト　タカアキ 糸満市立高嶺小学校 3 手をつなごう

優秀賞 上原　朱璃 ウエハラ　シュリ 糸満市立高嶺小学校 3 地球に生きてるみんなが幸せ

畠中　愛佳 ハタケナカ　ヨシカ 石垣市立真喜良小学校 1 なかよしみんなとシャボン玉

玉城　和眞 タマシロ　カズマ 糸満市立高嶺小学校 3 大好きなおじいちゃん・おばあちゃんの笑顔

大島　美海 オオシマ　ミウ 石垣市立白保小学校 3 みんな なかよし

入米蔵　美月 イリヨネクラ　ミヅキ 石垣市立真喜良小学校 3 笑顔が一番

横山　愛海 ヨコヤマ　アミ 石垣市立真喜良小学校 3 平和はわたしたちの手にある

上江洲　斗菜 ウエズ　トナ 糸満市立高嶺小学校 3 いっしょにおにぎり食べよう

上原　桃々花 ウエハラ　モモカ 糸満市立高嶺小学校 3 沖縄の平和

喜屋武　美羽 キャン　ミウ 糸満市立高嶺小学校 3 みんなで踊ろう！

金城　沙里奈 キンジョウ　サリナ 糸満市立高嶺小学校 3 平和っていいな

幸地　未鈴 コウチ　ミレイ 糸満市立高嶺小学校 3 みんながハッピー

玉城　美愛 タマシロ　ミア 糸満市立高嶺小学校 3 花畑と大すきな家族

賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 畠中　愛佳 ハタケナカ　ヨシカ 石垣市立真喜良小学校 1 いのちをたいせつに

優秀 金城　蓮乃 キンジョウ　レンノ 宜野湾市立大謝名小学校 2 わたしの考えるへいわ

優良賞 佐伯　美羽 サエキ　ミワ 石垣市立真喜良小学校 2 へいわの「わ」

田渕　尊 タブチ　タケル 石垣市立真喜良小学校 1 まほうのことば

星加　竜大朗 ホシカ　リュウタロウ 石垣市立真喜良小学校 1 へいわがいいよ

本村　真菜 モトムラ　マナ 宜野湾市立大謝名小学校 2 へいわがいいな

賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 増田　健琉 マスダ　タケル 石垣市立真喜良小学校 3 空はつながっている

優秀 仲道　晴香 ナカミチ　ハルカ 石垣市立宮良小学校 1 にこにこは、へいわのしるし

優良賞 南　孝之輔 ミナミ　コウノスケ 石垣市立平真小学校 1 ずっとずっとへいわで

南　龍之輔 ミナミ　リュウノスケ 石垣市立平真小学校 2 ねがい

國場　集 コクバ　シュウ 糸満市立糸満南小学校 3 平和はパズル

佳作
（３）

佳作
（２）

3.詩部門（５名）

2.作文部門(６名)

第24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（１３名）

優良賞
（２）

佳作
（９）



賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 世持　結生 ヨモチ　ユイ 石垣市立白保小学校 4 昔から今へのすな時計

奥間　映里華 オクマ　エリカ 北中城村立北中城小学校 6 平和への祈り

浅香　亮介 アサカ　リョウスケ 豊見城市立豊崎小学校 6 世界にとどけよう 平和と幸せ

野口　青琉 ノグチ　セイル 沖縄カトリック小学校 4 平和になろうよ

池間　暖 イケマ　ノン 宮古島市立福嶺小学校 5 平和にかんしゃ

西川　昌吾 ニシカワ　ショウゴ 宮古島市立福嶺小学校 5 平和の心

沖田　凜 オキダ　リン 糸満市立高嶺小学校 6 戦争と今はつながっている

當銘　美夢麗 トウメ　ビユラ 豊見城市立豊崎小学校 6 笑顔を折り鶴に乗せて

仲宗根　和志 ナカソネ　カズユキ 那覇市立大道小学校 6 沖縄戦のなみだ

仲里　美海 ナカザト　ミウ 那覇市立真地小学校 6 平和な地球

池間　幹 イケマ　ミキ 宮古島市立福嶺小学校 6 約束

花城　華凜 ハナシロ　カリン 宜野湾市立長田小学校 4 えがおにつつまれた沖縄

宮良　実成 ミヤラ　ジッセイ 石垣市立宮良小学校 6 未来は僕達のもの

山川　采香 ヤマカワ　アヤカ 糸満市立光洋小学校 6 手を合わせよう

安里　美宥 アサト　ミユウ 糸満市立高嶺小学校 6 平和な世界を願って

上間　菜結 ウエマ　ナユ 浦添市立当山小学校 6 戦争と平和

仲村渠　柚稀 ナカンダカリ　ユズキ 浦添市立当山小学校 6 平和な今の世界

植村　眞乃 ウエムラ　マノ 沖縄アミークスインターナショナル小学校 6 戦争と平和

野口　真琳 ノグチ　マリン 沖縄カトリック小学校 6 明日も平和でありますように

銘　桜　 メカル　サクラ 沖縄市立山内小学校 6 皆で仲良く

嶺井　陽菜 ミネイ　ヒナ 豊見城市立伊良波小学校 6 平和のメロディー

相田　真央 ソウダ　マオ 豊見城市立豊見城小学校 6 「平和がいいよね」

奥平　泰成 オクヒラ　タイセイ 豊見城市立豊崎小学校 6 沖縄の伝統を平和の世界に

知念　小雪 チネン　コユキ 豊見城市立豊崎小学校 6 沖縄から東北へ光を!!

都澤　ひまり ミヤコザワ　ヒマリ 那覇市立真嘉比小学校 6 ずっと平和でありますように。

前川　うらら マエカワ　ウララ 那覇市立真地小学校 6 平和が一番

與那嶺　吏紗 ヨナミネ　リサ 那覇市立真地小学校 6 平和への願い

新里　成来 シンザト　セイナ 那覇市立与儀小学校 6 おばあちゃんとつくった平和のつる

大屋　輝竜 オオヤ　キリュウ 南風原町立津嘉山小学校 6 平和を願う心

船越　唄 フナコシ　ウタ 読谷村立古堅南小学校 6 命のてんびん

佳作
（１９）

第24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]　（５６名）

1.図画部門（３０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

安次富　倫 アシトミ　ミチル 金武町立金武小学校 6 「真の平和」を求めて

伊芸　美優 イゲイ　ミユ 金武町立金武小学校 6 平和について考える

西野　悠吾 ニシノ　ユウゴ 沖縄アミークスインターナショナル小学校 6 平和について

森谷　紗英 モリヤ　サエ 豊見城市立豊崎小学校 6 笑顔の花

佳作 牧志　美波 マキシ　ミナミ 豊見城市立上田小学校 6 戦争はおそろしい

賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 大城　裕世 オオシロ　ユウセイ 那覇市立小禄小学校 5 命の音

我如古　友南 ガネコ　ユウナ 八重瀬町立白川小学校 6 想いを繋ぐ

喜友名　理沙 キユナ　リサ 与那原町立与那原小学校 6 あなたの平和、私の平和

山根　悠歩 ヤマネ　ハルホ 那覇市立松島小学校 4 戦争が良いわけない

冨谷　耀 トミタニ　アキラ 宮古島市立伊良部小学校 4 かがやく命

増田　龍紀 マスダ　リュウキ 石垣市立真喜良小学校 5 九条の心

角　香奈 スミ　コウナ 豊見城市立上田小学校 6 壕の中の戦争

与儀　瑠香 ヨギ　ルカ 豊見城市立とよみ小学校 6 聞いてみる

金城　佳奈 キンジョウ　カナ 那覇市立松島小学校 4 平和っていいな

川満　穂乃花 カワミツ　ホノカ 宜野湾市立宜野湾小学校 5 海のねがい

竹富　琉貴 タケトミ　リュウキ 豊見城市立とよみ小学校 5 へいわのピース

安里　美宥 アサト　ミユウ 糸満市立高嶺小学校 6 平和をつかむ

城間　ルミカ シロマ　ルミカ 宜野湾市立嘉数小学校 6 なくそうよ戦争

野原　みづき ノハラ　ミヅキ 宜野湾市立嘉数小学校 6 現在生きている私

洲鎌　あいる スガマ　アイル 豊見城市立上田小学校 6 終わらない戦争

長嶺　択磨 ナガミネ　タクマ 豊見城市立上田小学校 6 戦争と平和

大田　守理 オオタ　シュリ 豊見城市立豊崎小学校 6 世界に広がれ平和な世の中

中野　智之 ナカノ　トモユキ 南城市立大里北小学校 6 知らない

崎間　叶衣 サキマ　カナエ 南城市立百名小学校 6 世界で生きる命

古堅　飛向 フルゲン　ヒナタ 西原町立西原東小学校 6 宇宙の喜び

安達　空乃 アダチ　ソラノ 与那原町立与那原小学校 6 笑顔な世界でいつもいたい

優良賞
（2）

該当者なし

優秀賞
（２）

2.作文部門(５名)

優良賞
（５）

優秀賞
（2）

佳作
（１３）

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 山内　夏 ヤマウチ　ナツ 沖縄市立宮里中学校 3 沖縄から世界へ　繋がれ人々の想い

当山　希未 トウヤマ　ノゾミ 浦添市立浦添中学校 3 儚いもの

下地　春斗 シモジ　ハルト 宮古島市立平良中学校 3 最後のピースが意味すること

渡口　乃彩 トグチ　ノア 浦添市立仲西中学校 1 world peace

久々宮　ゆい クグミヤ　ユイ 浦添市立浦添中学校 2 光

内間　夢乃 ウチマ　ユメノ 西原町立西原中学校 2 希望の光とこれからの未来

前川　真美 マエカワ　マミ 浦添市立浦添中学校 3 平和へ

花城　汐音 ハナシロ　シオン 沖縄市立宮里中学校 3 平和を祈って…

親富祖　日向子 オヤフソ　ヒナコ 那覇市立石嶺中学校 3 母の力

仲宗根　沙也 ナカソネ　サヤ 宮古島市立平良中学校 3 平和への祈り

宮城　裕美 ミヤギ　ユウミ 八重瀬町立東風平中学校 3 平和の祈り

諸見里　菜津美 モロミザト　ナツミ 与那原町立与那原中学校 3 希望をもって平和な世界へ

具志　鈴 グシ　スズ 浦添市立仲西中学校 1 平和な沖縄

新垣　太志 アラカキ　タイシ 本部町立本部中学校 1 平和を結ぶかけ橋へ

安谷屋　俊 アダニヤ　シュン 与那原町立与那原中学校 1 地球みんなの繋がりを

長嶺　和輝 ナガミネ　カズキ 浦添市立仲西中学校 2 「未来へ続く平和と希望の願い」

小濱　美音 コハマ　ミオン 名護市立大宮中学校 2 未来へ

榮　麗 サカエ　ウルイ 与那原町立与那原中学校 2 平和な世界をつくっていこう

幸地　空 コウチ　ソラ 浦添市立浦添中学校 3 平和を願って

本村　楓 モトムラ　カエデ 浦添市立浦添中学校 3 平和を望んだ人たちと平和を願う人たち

島　野乃花 シマ　ノノカ 名護市立大宮中学校 3 “ツル”に願いを乗せて

比嘉　涼か ヒガ　リョウカ 名護市立大宮中学校 3 祈り

浜元　理琴 ハマモト　リコト 那覇市立石嶺中学校 3 小さな幸せは大きな幸せ

上里　宥那 ウエザト　ユウナ 宮古島市立平良中学校 3 平和

村山　優 ムラヤマ　ユウ 宮古島市立平良中学校 3 世界平和

玉城　一葉 タマキ　イチヨウ 与那原町立与那原中学校 3 未来へつなぐ平和への道

廣井　悠乃 ヒロイ　ユウノ 与那原町立与那原中学校 3 命どぅ宝

第24回「児童・生徒の平和メッセージ展」入選者一覧

[中学校の部]　（７５名）

1.図画部門（２７名）

優秀賞
（２）

優良賞
（９）

佳作
（１５）



賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 相良　萌子 サガラ　モエコ 久米島町立久米島西中学校 1 おばぁちゃんの背中

天願　鈴美 テンガン　スズミ 沖縄尚学高等学校付属中学校 1 生きる

ブラッドリー　桜　ミシェル ブラッドリー　サクラ　ミシェル 沖縄尚学高等学校付属中学校 3 心で育まれる「平和」

有銘　真之助 アリメ　シンノスケ 沖縄尚学高等学校付属中学校 1 平和は正義のわざ

林　愛由菜 ハヤシ　アユナ 沖縄尚学高等学校付属中学校 1 平和を感じて

下地　凜 シモジ　リン 沖縄尚学高等学校付属中学校 2 あたりまえの世界

儀間　あこ ギマ　アコ 沖縄尚学高等学校付属中学校 3 祖父の戦争体験記

鳥越　流寧 トリコシ　ルネ 那覇市立仲井真中学校 3 未来へ向かって

石川　加菜恵 イシカワ　カナエ 西原町立西原東中学校 3 平和な未来にするために

呉屋　愛恵 ゴヤ　マナエ 西原町立西原東中学校 3 平和に目を向けて

宮平　隆矢 ミヤヒラ　タカヤ 西原町立西原東中学校 3 平和の鍵

竹富　花 タケトミ　ハナ 沖縄尚学高等学校付属中学校 1 命どぅ宝

大神　紅子 オオガミ　コウコ 沖縄尚学高等学校付属中学校 2 沖縄を離れて見えたこと

新城　朋未 シンジョウ　トモミ 沖縄尚学高等学校付属中学校 2 悲惨な沖縄戦から平和を考える

室岡　陸斗 ムロオカ　リクト 沖縄尚学高等学校付属中学校 2 平和を思う　－祖父の話から－

金城　友麻 キンジョウ　ユマ 沖縄尚学高等学校付属中学校 3 戦争の悲惨さ

新川　みくり アラカワ　ミクリ 西原町立西原東中学校 3 平和を伝える

桃原　絵理花 トウバル　エリカ 西原町立西原東中学校 3 戦争

優秀賞
（2）

優良賞
（8）

佳作
（7）

2.作文部門(18名)



賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 奥間　野々夏 オクマ　ノノカ 那覇市立小禄中学校 2 平和への問い

宮城　宇宙 ミヤギ　ソラ 浦添市立仲西中学校 1 瞳の中の記憶

比嘉　希波 ヒガ　キナミ 中城村立中城中学校 3 祖父からの伝言

兼城　夏穂 カネシロ　ナツホ 沖縄アミークスインターナショナル中学校 1 祖父と歩く道

相良　萌子 サガラ　モエコ 久米島町立久米島西中学校 1 平和を叫べ！

玉城　希帆 タマシロ　キホ 糸満市立高嶺中学校 2 本の上の私の手

座喜味　彩羽 ザキミ　サワ 宮古島市立北中学校 2 空を見上げて

上原　麗羅 ウエハラ　レイラ 糸満市立高嶺中学校 3 私にできること

宮里　稔也 ミヤザト　トシヤ 久米島町立久米島西中学校 3 ぬくもり

新城　慧悟 アラシロ　ケイゴ 竹富町立波照間中学校 3 使命

親富祖　七海 オヤフソ　ナナミ 浦添市立仲西中学校 1 今だから

仲田　英史 ナカダ　エイシ 浦添市立仲西中学校 1 この地で生きること

宮城　翔也 ミヤギ　ショウヤ 浦添市立仲西中学校 1 変わらない日常

新川　葉月 アラカワ　ハヅキ 西原町立西原東中学校 1 島唄を歌う人たちの思い

新川　りのん アラカワ　リノン 西原町立西原東中学校 1 平和

大城　空 オオシロ　ソラ 西原町立西原東中学校 1 平和について

川路　怜奈 カワジ　レナ 西原町立西原東中学校 1 「だれか」じゃだめ。

喜屋武　和奏 キャン　ワカナ 西原町立西原東中学校 1 温かなあの姿を探して

安谷屋　巴琉 アダニヤ　ハル 西原町立西原東中学校 2 平和な明日を世界に

上間　悠里 ウエマ　ユウリ 西原町立西原東中学校 2 あたりまえに感謝

上笹　詩織 カミササ　シオリ 与那原町立与那原中学校 2 平和の虹

川口　和花 カワグチ　ノドカ 石垣市立大浜中学校 3 生きて輝く

金城　愛美 キンジョウ　マナミ 糸満市立潮平中学校 3 「平和という名の希望」

又吉　若菜 マタヨシ　ワカナ 糸満市立高嶺中学校 3 「当たり前」を受け継いで

当銘　七彩 トウメ　ナナセ 浦添市立港川中学校 3 キレイな空よ

百瀬　きらり モモセ　キラリ 浦添市立港川中学校 3 私達が守る命と平和

上地　万由子　 ウエチ　マユコ 西原町立西原東中学校 3 祈り

嘉陽　千聖 カヨウ　チサト 西原町立西原東中学校 3 私たちの願い

平良　優香 タイラ　ユウカ 西原町立西原東中学校 3 伝えること

村上　雛 ムラカミ　ヒナ 西原町立西原東中学校 3 戦争が人々に与えた痛みとは

優秀賞
（２）

優良賞
（7）

3.詩部門（３０名）

佳作
（20）



賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 上間　ともみ ウエマ　トモミ 県立首里高等学校 3 命どぅ宝

志喜屋　悠乃 シキヤ　ユウノ 県立与勝高等学校 1 紡ぐ。

伊是名　のえ イゼナ　ノエ 県立首里高等学校 3 真実を見ない私達

藤　紗弥 フジ　サヤ 県立浦添工業高等学校 1 平和のピース

平良　静香 タイラ　シズカ 県立浦添工業高等学校 2 own hands have future

馬渡　茜音 マワタリ　アカネ 県立浦添工業高等学校 2 平和を願う

西園　玲 ニシゾノ　レイ 県立浦添高等学校 2 気付いていない平和

崎村　歩未 サキムラ　アユミ 県立泊高等学校　（通信制課程） 2 未来を担う翼

村浜　理紗 ムラハマ　リサ 県立与勝高等学校 2 「戦争」という言葉がなくなる日まで

久場　香苗 クバ　カナエ 県立首里高等学校 3 未来

栄野川　蘭 エノカワ　ラン 県立美里工業高等学校 1 広がる未来

新垣　太雅 アラカキ　タイガ 県立浦添工業高等学校 2 あふれる平和

玉城　光 タマキ　ヒカリ 県立与勝高等学校 2 悲劇を涙に閉じこめて

松尾　晴香 マツオ　ハルカ 県立与勝高等学校 2 語り継ぐ

嶺井　涼 ミネイ　リョウ 県立与勝高等学校 2 兵器の眠り

賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 濱川　木綿 ハマカワ　ユウ 県立開邦高等学校 2 曾祖父の戦争

金城　萌 キンジョウ　モエ 県立開邦高等学校 1 平和のために

﨑村　陽奈 サキムラ　ハルナ 県立開邦高等学校 3 この空を見上げて

仲井間　万莉 ナカイマ　マリ 県立普天間高等学校 1 平和への道

呉屋　鳳輝 ゴヤ　タカキ 県立那覇高等学校 2 真の平和を創造するために

高嶺　真帆 タカミネ　マホ 未来高等学校沖縄学習センター 2 平和への旅路

川田　桜子 カワタ　サクラコ 県立開邦高等学校 3 平和への一歩

金城　志歩 キンジョウ　シホ 県立開邦高等学校 3 平和へのアプローチ

大城　未歩 オオシロ　ミホ 県立開邦高等学校 1 月が照らすもの

大城　璃紗 オオシロ　リサ 県立開邦高等学校 1 製造された愛国心

上原　由莉子 ウエハラ　ユリコ　 県立開邦高等学校 2 真の平和へ

與座　幹人 ヨザ　ミキト 県立開邦高等学校 2 終戦

下地　真央 シモジ　マオ 県立那覇商業高等学校 3 今、私達にできること

第24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]　（50名）

1.図画部門（１５名）

優秀賞
（２）

佳作
（５）

優良賞
（７）

2.作文部門(１３名)

優秀賞
（2）

優良賞
（5）

佳作
（5）



賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 下地　涼香 シモジ　スズカ 県立宮古高等学校 2 今とむかし

呉屋　鳳輝 ゴヤ　タカキ 県立那覇高等学校 2 ガジュマルの樹の下で

與那覇　紗智 ヨナハ　サチ 県立那覇商業高等学校 3 日常の中で・・・

高本　弘輝 タカモト　ヒロキ 県立中部農林高等学校 2 僕が生きる時

渡嘉敷　夢乃 トカシキ　ユメノ 県立中部農林高等学校 2 「分かり合うために」

川平　裕佳 カワヒラ　ユウカ 県立那覇西高等学校 2 鉄砲百合とともに

金城　幸一 キンジョウ　コウイチ 県立那覇西高等学校 2 始まり

仲間　日向 ナカマ　ヒナタ 県立那覇西高等学校 2 「比べる」

久志　葉月 クシ　ハヅキ 県立中部農林高等学校 3 鈍感

我那覇　将太 ガナハ　ショウタ 県立那覇商業高等学校 3 私達は生きている

赤嶺　利紗 アカミネ　リサ 県立那覇西高等学校 3 「今」

島袋　きらら シマブクロ　キララ 県立糸満高等学校 1 海からのメッセージ

池村　涼 イケムラ　リョウ 県立那覇西高等学校 2 平和のあり方

和田　成里紗 ワダ　ナリサ 県立那覇西高等学校 2 一言

国吉　優 クニヨシ　ユウ 県立沖縄工業高等学校 3 世界の宝

金子　秦也 カネコ　シンヤ 県立宜野湾高等学校 3 ナンデ

大城　光平 オオシロ　コウヘイ 県立首里東高等学校 3 終わらない戦い

古波鮫　綾乃 コハザメ　アヤノ 県立中部農林高等学校 3 世界に雨を降らせたなら

平良　勇貴 タイラ　ユウキ 県立中部農林高等学校 3 戦争で散った命の花達のために

比嘉　八弥 ヒガ　ヤヤ 県立中部農林高等学校 3 不確かな平和

山城　千佳 ヤマシロ　チカ 県立中部農林高等学校 3 神様と花

糸数　玲香 イトカズ　レイカ 県立西原高等学校 3 はじまりの日

佳作
（11）

優秀賞
（２）

3.詩部門（22名）

優良賞
（８）



賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 宮城　槙登 ミヤギ　マキト 那覇市立大道小学校 6 みんな仲よし いつまでも

優秀賞 中嶋　星哉 ナカシマ　セイヤ 那覇市立大道小学校 6 はとにのって 平和な未来へ

優良賞 備瀬　遙 ビセ　ハルカ 県立南風原高等学校　南風原分教室 2 語りつがれる思い

佳作 新城　凜 アラシロ　リン 糸満市立高嶺小学校 4 仲よく 花いっぱい

賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 玉城　有紀 タマシロ　ユウキ 県立名護特別支援学校　中学部 1 平和学習

三輪　直生 ミワ　ナオキ　 県立名護特別支援学校　中学部 3 ぼくからの平和発信

玉城　菜央 タマシロ　ナオ 県立名護特別支援学校　中学部 3 平和への思い

賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 渡口　あすか トグチ　アスカ 県立名護特別支援学校　中学部 2 平和のちかい

優秀賞 上間　鈴華 ウエマ　リリカ 沖縄市立安慶田小学校 4 平和ドリンク

優良賞 町田　祐香 マチダ　ユウカ 県立名護特別支援学校　中学部 2 ずっと平和がいい

3.詩部門（３名）

第24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(３名)

優秀賞
（２）


	★小学校（低）
	★小学校 (高)
	★中学校
	★高等学校
	特別支援

