
賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 荘司　七羽 ショウジ　ナナハ 東村立高江小学校 1 にじがあるへいわなせかい

星野　慈勳 ホシノ　ジクン 石垣市立白保小学校 1 へいわ

仲栄真　芽衣 ナカエマ　メイ 中城村立中城小学校 3 永遠の平和をねがって

照屋　大和 テルヤ　ヤマト 糸満市立真壁小学校 1 みんな　にこにこ　えがお

森田　夏実 モリタ　ナツミ 石垣市立宮良小学校 1 えがおでへいわ

豊里　俊都 トヨザト　シュント 石垣市立白保小学校 1 こころがつながる

ラッカー玲那マケイラ ラッカーレイナマケイラ 沖縄市立越来小学校 3 せんそうがないように

大城　颯賀 オオシロ　フウガ 糸満市立真壁小学校 3 平和は、1人じゃない。

赤嶺　杏奈 アカミネ　アンナ 糸満市立真壁小学校 1 みんな　にこにこ　うれしいな

伊敷　杏梨 イシキ　アンリ 糸満市立真壁小学校 1 にこにこ　おひさま

比嘉　心々和 ヒガ　ココナ 糸満市立真壁小学校 1 だいすきが　いっぱい

城村　凛 シロムラ　リン 石垣市立白保小学校 1 へいわなせかい

ゴンザレス　龍馬 ゴンザレス リョウマ 沖縄市立越来小学校 3 へいわが一番

島袋　愛菜 シマブクロ　アイナ 沖縄市立越来小学校 3 平和なちきゅう

辺土名　朝士朗 ヘントナ　ジョウシロウ 沖縄市立越来小学校 3 ハトにかこまれて

吉村　颯哉 ヨシムラ　ショウヤ 沖縄市立越来小学校 3 みんながへいわ

大城　弥津士 オオシロ　ミツシ 糸満市立真壁小学校 3 かぞくの絵

賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 星加　倫大朗 ホシカ　リンタロウ 石垣市立真喜良小学校 1 ぼくがおもったこと

優秀賞 玉城　柚 タマシロ　ユズ 石垣市立宮良小学校 1 やさしいこころで

岩本　海丸 イワモト　ウミマル 石垣市立白保小学校 1 へいわが１ばん

上原　諒 ウエハラ　リョウ 糸満市立糸満南小学校 2 ヌチシヌジガマ

賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 屋宜　琉榎 ヤギ　リュウカ 那覇市立大名小学校 1 もっとへいわなせかいへ

安仁屋　瑛翔 アニヤ　エイト 那覇市立城東小学校 1 ゆびきりげんまん

安仁屋　学都 アニヤ　ガクト 那覇市立城東小学校 3 平和へのやくそく

優良賞 上原　諒 ウエハラ　リョウ 糸満市立糸満南小学校 2 ヌチドゥタカラ

大泊　紗彩 オオドマリ　サヤ 石垣市立白保小学校 1 せかいにへいわのおはなをさかせよう

屋宜　和寿 ヤギ　カズトシ 那覇市立大名小学校 3 おねがい

優秀賞
（２）

佳作
(２)

2 .詩部門（６名）

2 .作文部門（４名）

佳作
（２）

第２９回「児童・生徒の平和メッセージ」入選者一覧
[小学校（低）の部]　（２７名）

1. 図画部門（１７名）

優秀賞
(２)

優良賞
(５)

佳作
（９）



賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 仲栄真　花 ナカエマ　ハナ 中城村立中城小学校 6 平和への思いを折りづるにのせて

野村　一世 ノムラ　イッセイ　 南大東村立南大東小学校 6 記おくを未来へ

大城　希歩 オオシロ　キホ 豊見城市立ゆたか小学校 6 願おう 作っていこう 永遠に続く平和を

砂川　うた スナカワ　ウタ 宮古島市立西辺小学校 4 平和のバトンタッチ

比嘉　彩乃 ヒガ　アヤノ 宜野湾市立宜野湾小学校 5 未来へ向かって

豊永　紗来 トヨナガ　サラ 宜野湾市立大謝名小学校 5 かけがえのない世界

佐和田　莉央 サワダ　リオ 浦添市立港川小学校 6 人々の平和への思い

新垣　友野 アラカキ　ユノ 那覇市立城南小学校 6 平和な世界へ

太郎良　芽衣 タロウラ　メイ 那覇市立小禄小学校 6 とんでけ平和に

新村　曖 ニイムラ　アイ 那覇市立古蔵小学校 6 笑顔

ハミルトン・エイブリィー ハミルトン エイブリィー 南大東村立南大東小学校 6 平和の象ちょう

上江洲　凛香 ウエズ　リンカ うるま市立天願小学校 4 平和を願って飛び立つハト

徳門　成瞳 トクモン　ナルミ 沖縄市立越来小学校 6 戦争のない世界へ

比嘉　彩七 ヒガ　アヤナ 沖縄市立越来小学校 6 平和はとっても大きい

新垣　佳恋 シンガキ　カレン 宜野湾市立嘉数小学校 6 世界中に平和を

久貝　菜々穂 クガイ　ナナホ 宜野湾市立大謝名小学校 6 手をつなごう

池原　沙羅 イケハラ　サラ 浦添市立港川小学校 6 戦争のない世の中

上地　結 ウエチ　ユイ 那覇市立古蔵小学校 6 過去を忘れないで

嘉数　夏姫 カカズ　ナツメ 那覇市立古蔵小学校 6 命のリレー

宜保　花蓮 ギボ　カレン　 那覇市立古蔵小学校 6 沖縄から平和を

松堂　百花 マツドウ　モモカ 那覇市立古蔵小学校 6 動物との平和

山内　虹 ヤマウチ　コウ 那覇市立古蔵小学校 6 平穏な日

當間　さくら トウマ　サクラ 豊見城市立とよみ小学校 6 平和を祈る

池間　華乃 イケマ　カノ 宮古島市立砂川小学校 6 平和を次世代へ受けつぐ

源河　亜由美 ゲンカ　アユミ 宮古島市立砂川小学校 6 平和への願い

下地　嬉葉 シモジ　ウレハ 宮古島市立砂川小学校 6 自分の思い

砂川　結菜 スナガワ　ユナ 宮古島市立砂川小学校 6 平和への願い

優良賞
（８）

佳作
（１６）

[小学校（高）の部]　（５６名）

1. 図画部門（２７名）

第２９回「児童・生徒の平和メッセージ展」入選者一覧

優秀賞
（２）



賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 大城　瀬依 オオシロ　ライ 南大東村立南大東小学校 6 平和を伝える

伊関　萊喜 イゼキ　ライキ 八重瀬町立具志頭小学校 6 平和祈念資料館に行って

星加　竜大朗 ホシカ　リュウタロウ 石垣市立真喜良小学校 6 戦争をしなければ

金城　隆希 キンジョウ　リュウキ 八重瀬町立具志頭小学校 6 先祖からの命のバトン

与儀　和奏 ヨギ　ワカナ 八重瀬町立具志頭小学校 6 戦争から学ぶ平和

大城　りあ オオシロ　リア 南大東村立南大東小学校 6 千羽づるが教えてくれたこと

川武　杏葉 カワタケ　キヨハ 八重瀬町立具志頭小学校 6 「平和」を大切に

平良　愛瑠 タイラ　メグル 八重瀬町立具志頭小学校 6 語り継がれる沖縄戦

仲地　美穏 ナカチ　ミノン 八重瀬町立具志頭小学校 6 平和の美しさ

與那覇　夢羽 ヨナハ　ユワ 八重瀬町立具志頭小学校 6 生きる希望

賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 山内　玲奈 ヤマウチ　レナ 糸満市立兼城小学校 6 本当の幸せ

大城　陽菜 オオシロ　ハルナ 豊見城市立とよみ小学校 6 沖縄戦から学んで未来へ

大城　ゆず オオシロ　ユズ 南風原町立南風原小学校 6 一日の終わりに

津布久　夕陽 ツブク　ユウヒ 私立沖縄アミークスインターナショナル小学校 4 平和と料理

中澤　匠心 ナカザワ　タクミ 私立沖縄アミークスインターナショナル小学校 4 平和のたね

山城　麻美 ヤマシロ　アサミ 名護市立屋部小学校 6 命の星空

豊里　咲良 トヨサト　サクラ 南大東村立南大東小学校 6 沖縄の色

内間　陽音 ウチマ　ハルネ 豊見城市立とよみ小学校 6 平和ってなんだろう

松村　葵音 マツムラ　アイネ 私立沖縄アミークスインターナショナル小学校 4 なぜせんそうをするの？

儀武　聡亮 ギブ　ソウスケ 豊見城市立豊崎小学校 5 平和

山本　もも子 ヤマモト　モモコ 豊見城市立豊崎小学校 5 平和とは

当銘　航羽 トウメ　コウ 石垣市立大本小学校 5 ぼくにできること

長濱　桂太郎 ナガハマ　ケイタロウ 名護市立屋部小学校 6 歌

又吉　那々星 マタヨシ　ナナセ うるま市立田場小学校 6 時と風

大城　悠天 オオシロ　ユウマ 豊見城市立伊良波小学校 6 平和

城間　一華 シロマ　イチカ 豊見城市立伊良波小学校 6 平和願(ウガマ)マ

比嘉　野乃加 ヒガ　ノノカ 豊見城市立とよみ小学校 6 「本当に大切なもの」

平田　一奈 ヒラタ　イチナ 豊見城市立とよみ小学校 6 あたりまえなこと

大城　洋輔 オオシロ　ヨウスケ 石垣市立登野城小学校 6 真の平和をめざして

佳作
（１１）

佳作
（５）

3. 詩部門（１９名）

優秀賞
（２）

優良賞
（５）

2. 作文部門（１０名)

優秀賞
（２）

優良賞

(２)



賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 阿嘉　美咲希 アカ　ミサキ うるま市立あげな中学校 3 慰霊の日の夜明け

與那　叶久徹 ヨナ　カクト 那覇市立安岡中学校 2 今世への希求

金城　琉南 キンジョウ　ルナ 那覇市立那覇中学校 3 千羽の祈り

仲村渠　碧花 ナカンダカリ　アオカ 浦添市立仲西中学校 2 伝言

比嘉　陽華 ヒガ　ヒナカ 名護市立名護中学校 3 沖縄とみらい

平良　真白 タイラ　マシロ 浦添市立浦添中学校 3 戦争から・・・

青田　妃依 アオタ　ヒヨリ 那覇市立安岡中学校 3 つながる平和

名城　咲希 ナシロ　サキ 那覇市立那覇中学校 3 決意の眼差

屋良　美稀乃 ヤラ　ミキノ 那覇市立那覇中学校 3 つなげよう 平和のバトン

饒平名　利音 ノヒナ　リノン 宮古島市立砂川中学校 3 守るべき想い

大前　夢生 オオマエ　ユイ 石垣市立石垣第二中学校 3 壊したくない日常

花城　ほのか ハナシロ　ホノカ 読谷村立古堅中学校 2 平和な世界へ

田里　香夏 タサト　コウカ 沖縄市立宮里中学校 2 引き継がれる記憶

崎山　里瀬菜 サキヤマ　リセナ 北谷町立北谷中学校 2 いくつもの願いを空にこめて

上地　愛咲 ウエチ　アイサ 那覇市立安岡中学校 2 祈り

金武　美日尋 キン　ミヒロ 那覇市立鏡原中学校 2 守る、創る

平良　菜都 タイラ　ナツ 浦添市立浦添中学校 3 ２つの願い

仲里　日那 ナカザト　ヒナ 浦添市立浦添中学校 3 新しい一枚を

成田　みずな ナリタ　ミズナ 浦添市立浦添中学校 3 平和のその先へ

浅野　琢翔 アサノ　タクト 那覇市立安岡中学校 3 沖縄から平和の願い

大濵　希亜羅 オオハマ　キアラ 那覇市立神原中学校 3 戦後７４年の軌跡

仲宗根　月花 ナカソネ　ルナ 宮古島市立北中学校 3 対立のない世界

第２９回「児童・生徒の平和メッセージ展」入選者一覧
[中学校の部]　（５７名）

1. 図画部門（２２名）

優秀賞
（２）

優良賞
（８）

佳作
（11）



賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 豊里　亮太 トヨサト　リョウタ 石垣市立白保中学校 2 青空を見せたい

松根　悠 マツネ　ユウ 浦添市立港川中学校 1 平和のバトン

喜納　笑生 キナ　ニキ 浦添市立港川中学校 3 もってこい

金城　陽詩 キンジョウ　ヒナタ 沖縄県立開邦中学校 2 奇跡

謝花　ゆりあ ジャハナ　ユリア 浦添市立港川中学校 2 あの日の空へ

津嘉山　理子 ツカヤマ　リコ 私立沖縄尚学中学校 2 これからの「平和」

盛田　葵生 モリタ　アオイ 私立沖縄尚学中学校 2 日々、平和

仲松　花 ナカマツ　ハナ 沖縄県立開邦中学校 3 友達になるために人は出会う

山田　貴志 ヤマダ　タカシ 沖縄県立開邦中学校 1 戦争のない世の中へ

田野口　美陽 タノクチ　ミハル 浦添市立港川中学校 1 本当の平和

仲村　果穏 ナカムラ　カノン 糸満市立高嶺中学校 1 「戦争」と「自分」

浦崎　友里杏 ウラサキ　ユリア 沖縄県立開邦中学校 2 受け継がれていく「力」

喜屋武　美羽 キャン　ミウ 糸満市立高嶺中学校 2 はじめの一歩

比嘉　岳洋 ヒガ　タケヒロ 私立沖縄尚学中学校 2
戦争の悲惨さから学ぶ
本当の平和とそれをつくるには

山本　修司 ヤマモト　シュウジ 私立沖縄尚学中学校 2 平和について

荒木　陸 アラキ　リク 浦添市立港川中学校 3 「戦争はいけない」

平敷　尚華 ヘシキ　ショウカ 那覇市立那覇中学校 3 命をつなぐ、想いをつなぐ

宜保　花音 ギボ　カノン 南城市立玉城中学校 3 光を与える平和の欠片

仲村　穂乃佳 ナカムラ　ホノカ 南城市立玉城中学校 3 今、必要なコト

中本　夢乃 ナカモト　ユメノ 南城市立玉城中学校 3 私はまだ知らない

賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 平良　陽奈 タイラ　ヒナ 南城市立玉城中学校 3 私は今日も憎まれる

玉城　愛麗 タマキ　アイレ 西原町立西原中学校 3 月桃

池原　生恵 イケハラ　キエ 浦添市立港川中学校 3 想い

仲里　すみれ ナカザト　スミレ 沖縄県立開邦中学校 1 青いそら

具志　日和 グシ　ヒヨリ 沖縄県立開邦中学校 2 平和な風

渡口　琉華 トグチ　ルカ 渡名喜村立渡名喜中学校 2 未来へ…

下地　佑和 シモジ　ユウワ 沖縄県立開邦中学校 3 「否」と叫べる人でありたい

知念　侑花 チネン　ユウカ 南城市立玉城中学校 3 　ー　祈り　ー　この地から

泉　貴利子 イズミ　キリコ 沖縄県立開邦中学校 1 水筒

石垣　美織 イシガキ　ミオリ 沖縄県立開邦中学校 2 わからないからこそ

福永　梢子 フクナガ　ショウコ 糸満市立三和中学校 2 あたりまえで、特別な日々

山﨑　洸 ヤマザキ　コウ 私立沖縄尚学中学校 2 明日も平和なのだろうか

渡慶次　美友 トケシ　ミユ 浦添市立港川中学校 3 「祖母の教え」

佐藤　美星 サトウ　ミホシ 那覇市立那覇中学校 3 七十四年前と今

加藤　小雪 カトウ　コユキ 南城市立玉城中学校 3 海に咲く花

佳作
（７）

優秀賞
（２）

優良賞
（５）

佳作
（１２）

3. 詩部門（１５名）

優良賞
（５）

優秀賞
（２）

2. 作文部門(２０名)



賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 外間　彩音 ホカマ　アノン 沖縄県立糸満高等学校 1 あの日との繋がり

西岡　育美 ニシオカ　イクミ 沖縄県立コザ高等学校 3 いのり

久手堅　彰哉 クデケン　ショウヤ 沖縄県立知念高等学校 3 美しき瞬間

佐和田　愛 サワダ　アイ 沖縄県立小禄高等学校 1 願いをこめて

上原　秀輝 ウエハラ　ヒデキ 沖縄県立コザ高等学校 2 光の中で

玉城　彩音 タマシロ　アヤネ 沖縄県立糸満高等学校 2 令和の歩み

金城　妃美佳 キンジョウ　キミカ 沖縄県立普天間高等学校 3 学ぶことは祈ること

天久　聖菜 アメク　セイナ 沖縄県立首里高等学校 3 追憶

仲地　涼 ナカチ　リョウ 沖縄県立小禄高等学校 3 いつまでも

玉寄　笹乃 タマヨセ　サノ 沖縄県立浦添工業高等学校 1 私達が導く平和

當間　かのん トウマ　カノン 沖縄県立前原高等学校 2 願い事　～小さな島へ～

西原　明里紗 ニシハラ　アリサ 沖縄県立前原高等学校 2 一命の成長、これからも願う平和

加藤　天梨 カトウ　アメリ 沖縄県立小禄高等学校 2 「青と連鎖」

宮坂　くるみ ミヤサカ　クルミ 沖縄県立小禄高等学校 2 希望の生命

大兼　すず オオカネ　スズ 沖縄県立コザ高等学校 3 伝承

翁長　南奈海 オナガ　ナナミ 沖縄県立コザ高等学校 3 平和の編み込み

幸地　七海 コウチ　ナナミ 沖縄県立小禄高等学校 3 平和を願う人

新垣　江里 アラカキ　エリ 沖縄県立南風原高等学校 3 平和をつなぐ

港川　優花 ミナトガワ　ユウカ 沖縄県立南風原高等学校 3 平和の火

賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 德元　陽菜 トクモト　ヒナ 沖縄県立球陽高等学校 1 足音

上原　彩心 ウエハラ　アミ 沖縄県立那覇国際高等学校 1 命のつながり

與那嶺　汐音 ヨナミネ　シオン 沖縄県立首里高等学校 3 平和のカタチ

高良　日奈子 タカラ　ヒナコ 沖縄県立那覇国際高等学校 1 平和継承すること

上原　絵利花 ウラハラ　エリカ 沖縄県立那覇国際高等学校 3
平和になる為にできる事
   ～ 海外で感じた平和 ～

天久　聖菜 アメク　セイナ 沖縄県立首里高等学校 3 あの日を学び、今を想う

新城　日奈乃 シンジョウ　ヒナノ 沖縄県立首里高等学校 3 私は何も分かってない

髙良　梨乃 タカラ　リノ 沖縄県立首里高等学校 3 「戦争」は「罪」だ

前里　咲和 マエザト　サワ 沖縄県立那覇国際高等学校 1 通学路の知らなかった過去

伊佐　美菜希 イサ　ミナキ 沖縄県立首里高等学校 3 彼らのために

伊波　菜七可 イハ　ナナカ 沖縄県立首里高等学校 3 当たり前に感謝する

諸見　果歩 モロミ　カホ 沖縄県立首里高等学校 3 現代におきかえて

宮里　雅 ミヤザト　ミヤビ 沖縄県立開邦高等学校 3 後世へ伝える歴史

第２９回「児童・生徒の平和メッセージ展」入選者一覧

2. 作文部門(１３名)

優秀賞
（２）

優良賞
（５）

佳作
（５）

[高等学校の部]　（４４名）

1. 図画部門（１９名）

優良賞
（６）

佳作
（１０）

優秀賞
（２）



賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 金城　愛那 キンジョウ　アイナ 沖縄県立首里高等学校 3 「摩文仁の丘に」

安仁屋　紫月 アニヤ　シヅキ 沖縄県立開邦高等学校 1 私達に出来ること

天久　聖菜 アメク　セイナ 沖縄県立首里高等学校 3 彼女は語る

岸本　紗采 キシモト　サアヤ 沖縄県立陽明高等学校 1 平和な姿を求めて

泉川　和花 イズミカワ　アイカ 沖縄県立球陽高等学校 2 望む未来へ、繋ぐかけはし

新川　りのん アラカワ　リノン 沖縄県立首里高等学校 3 あおと黒

上江洲　未来 ウエズ　ミク 沖縄県立首里高等学校 3 色

渡嘉敷　春菜 トカシキ　ハルナ 沖縄県立小禄高等学校 1 祈りの糸

新城　美波 シンジョウ　ミナミ 沖縄県立北部農林高等学校 3 失ったもの　ー　私達にできること　ー

嘉数　えみ カカズ　エミ 沖縄県立豊見城高等学校 3 託したい思い

志喜屋　季華 シキヤ　モモカ 沖縄県立豊見城高等学校 3 伝えよう

大城　陽菜 オオシロ　ヒナ 沖縄県立八重山高等学校 3 沖縄の未来をつくる色

3. 詩部門（１２名）

優秀賞
（２）

優良賞
（４）

佳作
（５）



賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 高江洲　未来恵 タカエス　ミキエ 北谷町立北谷中学校 中3 島の平和を見つけて

金城　飛沙庵 キンジョウ　ヒスイ 糸満市立米須小学校大度分校 小3 かえるがせんそうを食べた

仲村　すみれ ナカムラ　スミレ 北谷町立北谷中学校 中3
「Ｋｅｅｐ　ｗａｌｋｉｎｇ　ｏｎ　ｔｈｅ
 ｈｏｒｉｚｏｎ　ｏｆ　ｐｅａｃｅ」

玉城　尚竜 タマキ　ショウリュウ 那覇市立大道小学校 小6 平和になった沖縄

中山　公愛 ナカヤマ　キミエ 沖縄県立やえせ高等支援学校 高2
平和への願い　そしてわすれてはならない
（戦争の恐怖と悲しみ。）

佐和田　心 サワダ　ココ 宮古島市立砂川小学校 小6 祈りよ届け！！

前川　琳子 マエカワ　リンコ 沖縄県立南風原高等支援学校 高3 時の流れ

賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 竹内　琉照 タケウチ　リュウショウ 沖縄県立沖縄高等特別支援学校 高3 「戦争」はダメだ

喜屋武　盛道 キャン　モリミチ 沖縄県立沖縄高等特別支援学校 高2 平和に向かって

野邊　瑠華 ノベ　リュウカ 沖縄県立沖縄高等特別支援学校 高3 平和を大切に生きる

比嘉　良誓 ヒガ　リョウセイ 豊見城市立上田小学校 小4 新年号で考えたこと

仲村　龍騎 ナカムラ　リュウキ 浦添市立港川中学校 中1 平和

長浜　李菜 ナガハマ　リナ 沖縄県立沖縄高等特別支援学校 高2 ７４年前と今

比嘉　亜夢 ヒガ　アユメ 沖縄県立沖縄高等特別支援学校 高2 平和への気持ちの大切さ

上原　翔太 ウエハラ　ショウタ 沖縄県立沖縄高等特別支援学校 高2 平和の大切さ

大城　立希 オオシロ　リツキ 沖縄県立沖縄高等特別支援学校 高2 平和

玉城　瑛太郎 タマキ　ヨウタロウ 沖縄県立沖縄高等特別支援学校 高2 平和への道

知念　成龍 チネン　セイリュウ 沖縄県立沖縄高等特別支援学校 高2 今と昔とのちがい

前盛　善紀 マエモリ　ヨシキ 沖縄県立沖縄高等特別支援学校 高2 平和とは

賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 該当者なし

優秀賞 永山　月乃 ナガヤマ　ツキノ 沖縄県立沖縄高等特別支援学校 高3 平和な世界を

優良賞 國場　夢香 コクバ　ユメカ 沖縄県立沖縄高等特別支援学校 高3 平和って何かな

佳作 漢那　萌 カンナ　モエ 沖縄県立島尻特別支援学校 高3 命の大切さ

第２９回「児童・生徒の平和メッセージ展」入選者一覧

2. 作文部門(１２名)

1. 図画部門（７名）

佳作
（５）

[特別支援学校・学級の部]　（２２名）

3. 詩部門（３名）

優秀賞
(２)

優良賞
（４）

佳作
(２)

優良賞
(２)

優秀賞
(２)


