
賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 金城　尚吾 キンジョウ　ショウゴ 糸満市立真壁小学校 2 ぼくのすきなおきなわ

優秀賞 西村　美音 ニシムラ　ミト 石垣市立真喜良小学校 1 みぃ～んなおともだち

照屋　来奈 テルヤ　ユキナ 糸満市立高嶺小学校 3 広がるしあわせのたんぽぽのたね

美崎　伊槙里 ミサキ　イマリ　 石垣市立大浜小学校 2 げっとう

玉那覇　盛錬 タマナハ　セイレン 糸満市立高嶺小学校 3 世界がお花でいっぱいになあれ

仲村　果穏 ナカムラ　カノン　 糸満市立高嶺小学校 3 笑顔のシャボン玉

安里　心愛 アサト　ミア　 糸満市立真壁小学校 1 おひさま、ニコニコ

片野坂　葵裕 カタノサカ　マヒロ 豊見城市立豊崎小学校 3 いつまでも平和であってほしい

平良　采子 タイラ　ココ 豊見城市立豊崎小学校 3 世界のみんなで　なかよし

たいら　ふうか タイラ　フウカ 宮古島市立東小学校 1 すべりだいをすべったよ

友利　麗良 トモリ　レイラ 宮古島市立鏡原小学校 2 みんなともだち

與那覇　潤音 ヨナハ　ウルネ 与那国町立比川小学校 2 みんなともだち

賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 佐伯　美羽 サエキ　ミワ 石垣市立真喜良小学校 3 つぎは、わたしたちの番

優秀 美崎　伊槙里 ミサキ　イマリ 石垣市立大浜小学校 2 つたえる気もちが、へいわのしるし

長浜　吏音 ナガハマ　リオン 読谷村立渡慶次小学校 2 みんななかよく

内原　妃茉梨 ウチハラ　ヒマリ　 石垣市立真喜良小学校 1 てをつないでなかよくしようよ

仲里　碧 ナカザト　アオイ 読谷村立渡慶次小学校 2 おもいやりのこころをわすれない

新垣　陽友 シンガキ　ヒユウ 読谷村立渡慶次小学校 2 へいわについて

松原　希虹 マツバラ　キコ 豊見城市立伊良波小学校 2 へいわでいたい

上地　勇太郎 ウエチ　ユウタロウ 石垣市立真喜良小学校 1 へいわなまいにちがつづきましように

賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 大城　洋輔 オオシロ　ヨウスケ 石垣市立登野城小学校 2 おきなわからへいわをとどけたい

優秀 与那覇　心花 ヨナハ　ココナ 石垣市立真喜良小学校 1 なかよしになるために

優良賞 仲本　壮汰 ナカモト　ソウタ 国頭村立佐手小学校 3 平和な空

佳作 又吉　裕之介 マタヨシ　ユウノスケ 渡名喜村立渡名喜小学校 3 ふるさと

佳作
（４）

3.詩部門（４名）

2.作文部門( ８名)

第25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（１２名）

優良賞
（２）

佳作
（８）

優良賞
（２）



賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 入米蔵　美月 イリヨネクラ　ミヅキ 石垣市立真喜良小学校 4 さぁ！みんなで手をつなごう

嘉味田　琉愛 カミダ　ルア 那覇市立真地小学校 6 平和の世界へ

砂川　拓也 スナガワ　タクヤ 糸満市立高嶺小学校 4 優しさで包もう

奥間　涼夏 オクマ　スズカ 沖縄市立室川小学校 6 沖縄の７０年後は楽しく

天久　ひとみ アメク　ヒトミ 宜野湾市立大謝名小学校 6 あの日を忘れない

棚原　理公 タナハラ　リク 那覇市立真地小学校 6 平和と戦争の橋

仲宗根　春歌 ナカソネ　ハルカ 那覇市立大道小学校 6 平和への願い

西川　耀渚 ニシカワ　テルナ 宮古島市立福嶺小学校 6 平和な明日へ

池間　暖 イケマ　ノン 宮古島市立福嶺小学校 6 願いを込めて

上田　真子 ウエダ　マコ 宮古島市立久松小学校 6 希望の花

友利　綺良 トモリ　キララ 宮古島市立鏡原小学校 4 平和な島でつながる命

仲兼久　琉果 ナカガネク　ルカ 名護市立　安和小学校 6 羽ばたけ　平和の鳥

嘉陽田　マミ カヨウダ　マミ うるま市立高江洲小学校 5 幸せいっぱいの地球

名護　優空 ナゴ　ユウア うるま市立高江洲小学校 5 ずっと仲良くしようね

大澤　武久 オオサワ　タケヒサ 沖縄市立室川小学校 6 過去と現在

福井　れをん フクイ　レヲン 沖縄市立室川小学校 6 沖縄の平和を願って

仲程　朱音 ナカホド　ジュネ 沖縄市立美原小学校 5 平和は沖縄から

嘉数　美愛 カカズ　ミリ 那覇市立松島小学校 4 平和な世界をつくろう

矢吹　聖空 ヤブキ　セラ 那覇市立松島小学校 4 平和な鳥の世界

喜久山　夕夏 キクヤマ　ユウカ 豊見城市立豊見城小学校 6 涙の数だけ

金城　穂乃花 キンジョウ　ホノカ 豊見城市立豊見城小学校 6 平和までの思い出

竹内　小華 タケウチ　コハナ 豊見城市立豊見城小学校 6 平和の感謝

戸井田　乃愛 トイダ　ノア 糸満市立光洋小学校 4 平和なよの中で笑顔を増やそう

上原　桃々花 ウエハラ　モモカ 糸満市立高嶺小学校 4 悲しみを温かい気持ちで包もう。

幸地　未鈴 コウチ　ミレイ 糸満市立高嶺小学校 4 笑顔をふやそう

玉城　沙和 タマシロ　サワ 糸満市立高嶺小学校 4 ずっと平和

照喜名　絢香 テルキナ　アヤカ 宮古島市立久松小学校 6 世界が平和になりますように！！

佐藤　愛良葉 サトウ　アルハ 石垣市立真喜良小学校 4 平和な世界

奥谷　野歩 オクタニ　ノア 石垣市立白保小学校 5 平和が一番

第25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]　（59名）

1.図画部門（２９名）

優秀賞
（2）

優良賞
（８）

佳作
（１８）



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 5 みんなが幸せになれる社会を目指して

優秀賞
佐和田　杏樹 サワダ　アンジュ 沖縄市立コザ小学校 6 つながる大切な命

山城　文花 ヤマシロ　アヤカ 国頭村立佐手小学校 6 人の心に花を

金城　くらら キンジョウ　クララ 金武町立金武小学校 5 “平和”を目指して

山田　はんな ヤマダ　ハンナ 豊見城市立上田小学校 6 平和な世界をつくるために

島袋　智滉 シマブクロ　トモヒロ 私立沖縄アミークス小学校 6 世界の平和

相良　倫子 サガラ　リンコ 浦添市立港川小学校 6 おばあちゃんの空

桃原　一歌 トウバル　イチカ 豊見城市立上田小学校 6 沖縄戦から学ぶこと

大城　一葉 オオシロ　イチヨウ 豊見城市立とよみ小学校 6 この土地に生まれて

金　岐映 キム　ギヨン 私立沖縄アミークス小学校 6 平和とは

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 浦添市立港小学校 6 平和大行進曲

外間　碧海 ホカマ　アオイ 豊見城市立とよみ小学校 6 どんな顔で

上地　光琉 ウエチ　ヒカル 国頭村立佐手小学校 6 平和な未来を求めて

古石　華子 コセキ　ハナコ 私立沖縄アミークス小学校 5 前へ進もう

アリ　アヤ アリ　アヤ　 私立沖縄アミークス小学校 5 へいわ

下地　絵美利 シモジ　エミリ 浦添市立神森小学校 6 私達が生きている「今」

冨原　空 トミハラ　ソラ 与那国町立比川小学校 4 せんそうでなくなった子ども達へ

桃原　寿奈 トウバル　ジュナ 南城市立大里北小学校 6 Peace

大湾　心 オオワン　ココロ 沖縄市立コザ小学校 6 平和のリレー

仲村　柚葉 ナカムラ　ユズハ 宜野湾市立嘉数小学校 5 大切なものをうばう戦争

平良　建史朗 タイラ　ケンシロウ 浦添市立神森小学校 6 いつまでもあたたかいぬくもり

上間　琴梨 ウエマ　コトリ 那覇市立真和志小学校 6 あの日を二度と繰り返さない

末吉　のどか スエヨシ　ノドカ 豊見城市立上田小学校 6 平和を伝えて

渡口　琉華 トグチ　ルカ 渡名喜村立渡名喜小学校 4 平和

奥間　航也 オクマ　コウヤ 糸満市立潮平小学校 6 つらい

國場　玲音 コクバ　レオ 糸満市立潮平小学校 6 ぼくたちで守る平和

池城　綾乃 イケシロ　アヤノ 石垣市立登野城小学校 6 忘れてはならない　戦争の悲しみ

前津　志帆 マエツ　シホ 石垣市立登野城小学校 6 戦争で死んだ人と経験者の願う声

平田　彬樹 ヒラタ　アキジュ 石垣市立登野城小学校 6 ぼくの平和、みんなの平和

増田　龍紀 マスダ　リュウキ 石垣市立真喜良小学校 6 平和のバトン

優良賞
（５）

佳作
（12）

3.詩部門（２０名）

佳作
（４）

優秀賞
（２）

優良賞
（４）

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 川田　悠可 カワタ　ユウカ 宮古島市立上野中学校 3 平和を祈って

金城　にこ キンジョウ　ニコ 北中城村立北中城中学校 2 未来へ向かって

平良　瑚雪 タイラ　コユキ　 豊見城市立長嶺中学校 2 少女の見たかった景色

太　陽花 フトリ　ヒマワリ 沖縄市立宮里中学校 3 繋がる命

塩野　桃子 シオノ　モモコ 沖縄市立宮里中学校 3 未来への光

金城　沙英 キンジョウ　サエ 浦添市立浦添中学校 3 平和と戦争

呉屋　茜空 ゴヤ　セイラ 浦添市立浦添中学校 2 平和な未来へ

長嶺　和輝 ナガミネ　カズキ 浦添市立仲西中学校 3 癒えない苦しみ　消えない悲しみ

内間　つばさ ウチマ　ツバサ 豊見城市立長嶺中学校 3 過去と今

本村　未来 モトムラ　ミライ 宮古島市立上野中学校 3 平和への思い

瑞慶覧　奏音 ズケラン　カノン 沖縄市立宮里中学校 3 平和の鳥

山城　綸華 ヤマシロ　リンカ 沖縄市立宮里中学校 3 命のバトンを受け継いで

浦崎　未羽 ウラサキ　ミウ 沖縄市立宮里中学校 3 沖縄の未来

下地　麻里菜 シモジ　マリナ 沖縄市立宮里中学校 2 三線の音色に平和をのせて

立津　早樹 タテツ　サキ 沖縄市立宮里中学校 3 虹の向こうに

山城　愛美 ヤマシロ　マナミ 沖縄市立宮里中学校 2 平和への想いを胸に

饒平名　知月 ヨヘナ　チヅキ 浦添市立浦添中学校 2 沖縄戦と今

池間　仁南 イケマ　ニナ 浦添市立神森中学校 2 平和

天久　聖菜 アメク　セイナ 西原町立西原中学校 2 よろこびの涙

喜納　そら キナ　ソラ 豊見城市立豊見城中学校 3 平和の芽生え

宮城　舞音 ミヤギ　マイネ 豊見城市立長嶺中学校 2 彼女の願い

普天間　香奈 フテンマ　カナ 与那原町立与那原中学校 3 沖縄から世界へ～届け、平和への思い～

大瀧　月子 オオタキ　ツキコ 与那原町立与那原中学校 3 未来へつなぐ　Message 折り鶴に祈りを込めて

永山　健 ナガヤマ　タケル 与那原町立与那原中学校 3 その想いとともに羽ばたけ…

比嘉　愛香 ヒガ　アイカ 与那原町立与那原中学校 2 平和への祈り

第25回「児童・生徒の平和メッセージ展」入選者一覧

[中学校の部]　（７１名）

1.図画部門（２５名）

優秀賞
（２）

優良賞
（７）

佳作
（１５）



賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 仲宗根　小華 ナカソネ　コハル 沖縄市立美東中学校 3 平和を守る座標

幸喜　汐里 コウキ　シオリ 南城市立玉城中学校 1 晴れた空に祖母を思う

有銘　真之助 アリメ　シンノスケ 私立沖縄尚学附属中学校 2 平和を想う

新里　恵梨 シンザト　エリ 西原町立西原東中学校 3 戦争とつながる今

神里　季利 カミザト　キリ 西原町立西原東中学校 3 平和への願い

與崎　夢乃 ヨザキ　ユメノ 糸満市立兼城中学校 2 二度と起きちゃいけないコト

安田　潤平 ヤスダ　ジュンペイ 豊見城市立豊見城中学校 3 「平和」との距離

林　愛由菜 ハヤシ　アユナ 私立沖縄尚学附属中学校 2 プリンと世界平和

知念　大虹 チネン　タイコウ 私立沖縄尚学附属中学校 1 静かなる決意…今、僕たちができること

狩俣　汐里 カリマタ　シオリ 西原町立西原東中学校 3 平和を願う

安次嶺　心 アシミネ　ココロ 西原町立西原東中学校 3 自分が考える“平和”とは

渡慶次　真白 トケシ　マシロ 西原町立西原東中学校 3 「戦争」と「平和」

仲宗根　夏希 ナカソネ　ナツキ 西原町立西原東中学校 3 命の大切さ

宮平　琉星 ミヤヒラ　リュウセイ 西原町立西原東中学校 3 光を生み出す人の力

玉那覇　優風 タマナハ　ユウカ 西原町立西原東中学校 3 今できる事

比嘉　教貴 ヒガ　タカキ 西原町立西原東中学校 3 戦争を考える

相良　萌子 サガラ　モエコ 浦添市立港川中学校 2 七十年目の戦後史

知念　妃香 チネン　ヒメカ 南風原町立南星中学校 3 未来へ伝えよう

砂川　さやか スナガワ　サヤカ 私立沖縄尚学附属中学校 1 戦争をやめるには

優秀賞
（2）

優良賞
（6）

佳作
（10）

2.作文部門(１９名)



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 浦添市立港川中学校 2 うた

宮里　華奈 ミヤザト　カナ 浦添市立港川中学校 2 ペンキがあれば

喜納　碧 キナ　アオイ　 西原町立西原中学校 3 祖母の瞳は訴える

比嘉　光希　 ヒガ　コウキ　 渡名喜村立渡名喜中学校 3 僕はねがう

渡具知　和奏 トグチ　ワカナ 名護市立緑風学園久志中学校 8 笑顔のアルバム

喜屋武　鈴弓 キャン　リユミ 豊見城市立豊見城中学校 3 空腹のりんご

古謝　美乃里 コジャ　ミノリ 浦添市立港川中学校 3 つないでいく平和

比嘉　駿 ヒガ　シュン 浦添市立浦添中学校 2 愛しています

奥平　芽衣 オクヒラ　メイ 宮古島市立北中学校 2 「今」につながる「過去」

前泊　姫奈多 マエドマリ　ヒナタ 宮古島市立北中学校 3 平和のしるし

知念　ゆりか チネン　ユリカ 浦添市立浦添中学校 2 あのとき

石川　成輔 イシカワ　セイホ 浦添市立浦添中学校 2 証言者

金　聖潔 キム　ソンギョル 浦添市立港川中学校 2 戦争がある、どうしよう

比嘉　美結 ヒガ　ミユ 浦添市立港川中学校 2 世界中の人が仲良くなったら…

大城　奈央 オオシロ　ナオ 糸満市立兼城中学校 2 平和の詩

新垣　竜之介 シンガキ　リュウノスケ 南城市立佐敷中学校 2 平和

我如古　友南 ガネコ　ユウナ 八重瀬町立東風平中学校 1 ありがとうから学ぶ

比嘉　茜 ヒガ　アカネ 南風原町立南星中学校 3 可能性があるなら…

比嘉　鈴音南 ヒガ　レオナ 渡名喜村立渡名喜中学校 3 平和のうた

田口　はな タグチ　ハナ 座間味村立座間味中学校 3 真の意味の「平和」とは

宮里　うらら ミヤザト　ウララ 座間味村立座間味中学校 3 笑み

大村　加奈子 オオムラ　カナコ 座間味村立慶留間中学校 1 平和の灯火

高宮　春花 タカミヤ　ハルカ 石垣市立名蔵中学校 3 平和な光景、平和な音

上原　五希 ウエハラ　イツキ 石垣市立大浜中学校 3 私の当たり前

中田　遥菜 ナカタ　ハルナ 石垣市立大浜中学校 1 戦争はいらない

吉見　優志 ヨシミ　ユウシ 石垣市立大浜中学校 1 平和の波

下地　綾香 シモジ　アヤカ 竹富町立大原中学校 3 平和への合い言葉

優秀賞
（２）

優良賞
（7）

3.詩部門（２７名）

佳作
（17）



賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 宮崎　秋穂 ミヤザキ　アキホ　 県立普天間高等学校 2 未来へつなげる平和と文化

平良　静香 タイラ　シズカ 県立浦添工業高等学校 3 はばたけへいわ

松田　夏姫 マツダ　ナツキ 県立浦添工業高等学校 2 ７０年

渡久山　沙織 トクヤマ　サオリ 県立那覇高等学校 3 約束

高嶺　瑞貴 タカミネ　ミズキ 県立浦添工業高等学校 2 平和へ　ピース

藤　紗弥 フジ　サヤ 県立浦添工業高等学校 2 ニライカナイの音色

下地　りこ シモジ　リコ 県立那覇高等学校 3 新たな一歩

国吉　千奈 クニヨシ　チナ 県立豊見城高等学校 1 尊い平和の背景

喜納　梨巨 キナ　リコ 県立向陽高等学校 3 忘れられないぬくもり

宮城　百花 ミヤギ　モモカ 県立浦添工業高等学校 2 お婆ちゃんとみる海

外間　悠瑠香 ホカマ　ハルカ 県立那覇工業高等学校 1 はじまりと今

賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 島尻　優楓 シマジリ　ユカ 県立八重山高等学校 2 平和を築くことの大切さ

神山　実穂 カミヤマ　ミオ 県立開邦高等学校 2 真の平和を願って

仲里　茜音 ナカザト　アカネ 県立開邦高等学校 2 現在をたくされた私達の義務

小橋川　遥 コバシガワ　ハルカ 県立前原高等学校 1 語り継ぐことの意義

大城　倫子 オオシロ　リンコ 県立普天間高等学校 3 これからを担う私達

大城　未歩 オオシロ　ミホ 県立開邦高等学校 2 戦争への足音

野底　海友 ノソコ　ミユ 県立開邦高等学校 1 教育の力

髙良　風伽 タカラ　フウカ 県立開邦高等学校 3 客観から主観へ

長濱　アイシャ ナガハマ　アイシャ 県立伊良部高等学校 3 戦争について

髙良　利乃 タカラ　リノ 県立普天間高等学校 3 未来の沖縄

與座　幹人 ヨザ　ミキト 県立開邦高等学校 3 七十年の足跡

本部　鈴菜 モトブ　レイナ 県立開邦高等学校 3 「平和」に必要なもの

柴田　音黄 シバタ　ヒビキ 県立開邦高等学校 2 恒久の平和

上江洲　有希 ウエズ　ユキ 県立開邦高等学校 2 沖縄にとっての平和

稻福　杏乃 イナフク　アンノ 県立開邦高等学校 2 平和な世界を作るために

野中　秋穂 ノナカ　アキホ 県立開邦高等学校 1 『アフリカの１０００人』

呉屋　秋歩 ゴヤ　アキホ 県立首里高等学校 3 平和をつなぐ

照屋　那奈 テルヤ　ナナ 県立首里高等学校 2 沖縄の未来のために

幸地　萌夏 コウチ　モエカ 県立那覇高等学校 1 「皆の声を大きな力に」

第25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（１１名）

優秀賞
（２）

佳作
（５）

優良賞
（３）

2.作文部門(１９名)

優秀賞
（2）

優良賞
（６）

佳作
（１０）



賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 知念　捷 チネン　マサル 県立与勝高等学校 3 みるく世がやゆら

優秀賞 呉屋　鳳輝 ゴヤ　タカキ 県立那覇高等学校 3 平和のうた

武島　麗海 タケシマ　レミ 県立豊見城高等学校 3 想い文（うむいぶみ）

徳田　美咲 トクダ　ミサキ 県立首里高等学校 3 私の声に

宮平　恵寿 ミヤヒラ　ケイジュ 県立首里高等学校 3 地球をルーペで見てみたら

玉城　真理 タマキ　マリ 県立首里高等学校 3 ピース

下地　美咲 シモジ　ミサキ 県立首里高等学校 3 見えない傷痕

松田　琉正 マツダ　リュウセイ 県立中部農林高等学校 3 りんご

島袋　きらら シマブクロ　キララ 県立糸満高等学校 2 少女の涙

金城　千春 キンジョウ　チハル 県立那覇商業高等学校 1 本当の平和

比嘉　優花 ヒガ　ユウカ 県立北部農林高等学校 3 ひとつ……

玉城　結乃 タマキ　ユイノ 県立北部農林高等学校 3 「この島のカコ・今・みらい」

金城　聖華 キンジョウ　セイカ 県立北部農林高等学校 3 「人」

徳山　泰星 トクヤマ　タイセイ 県立北部農林高等学校 1 平和な春

比嘉　美花子 ヒガ　ミカコ 県立中部農林高等学校 3 米軍基地から考える

天久　若奈 アメク　ワカナ 県立首里高等学校 3 心

親富祖　塁 オヤフソ　ルイ 県立浦添商業高等学校 3 無題

西平　龍太朗 ニシヒラ　リュウタロウ 県立那覇西高等学校 3 作用と失うもの

杉山　ひかる スギヤマ　ヒカル 県立那覇西高等学校 3 あの頃、この頃。

宜保　裕優 ギボ　ユウユ 県立豊見城南高等学校 3 平和を求めて

長賀　亜美 チョウカ　アミ 県立豊見城南高等学校 3 会いたい

新里　日菜 シンザト　ヒナ 県立那覇商業高等学校 1 知らない

我如古　友香 ガネコ　ユウカ 県立那覇国際高等学校 1 一握りの声

佳作
（１３）

3.詩部門（２３名）

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　朱伶 キンジョウ　シュリ 沖縄市立美里小学校 6 平和のそうぞう

優秀賞 上江洲　礼那 ウエズ　レナ 浦添市立浦添中学校 1 平和な手

優良賞 玉城　健伸 タマシロ　ケンシン 石垣市立大浜小学校 4 戦争が終わり、平和をかみしめる人々の風景

佳作 奥平　菜稚 オクヒラ　ナチ 県立宮古特別支援学校 6 ここにしかいない蝶（ひと）

賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞

賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞

下地　安奈 シモジ　アンナ 県立沖縄高等特別支援学校 高３ 平和を伝えよう

上間　鈴華 ウエマ　リリカ 沖縄市立安慶田小学校 小５ ありがとう

優良賞 川満　芹奈 カワミツ　セリナ 県立沖縄高等特別支援学校 高２ 平和にありがとう

花城　佑弥 ハナシロ　ユウヤ 県立沖縄高等特別支援学校 高３ 戻りたい

宮良　健 ミヤラ　ケン 県立沖縄高等特別支援学校 高１ 平和だから

作品応募なし

※該当者なし

優秀賞
（２）

佳作
（2）

3.詩部門（５名）

第25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]　（９名）

1.図画部門（４名）

優秀賞
（２）

2.作文部門(0名)
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