
賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 たまき　そうま タマキ　ソウマ 糸満市立真壁小学校 1 カラフルおひさま

天久　小春道 アメク　コハネ 石垣市立白保小学校 3 願い

伊波　華琉音 イハ　カリナ 沖縄市立越来小学校 3 平和な丸い地球

石川　日世里 イシカワ　ヒヨリ 石垣市立真喜良小学校 3 はばたけ！へいわな世かいへ！

新里　昌己 シンザト　マサキ 石垣市立白保小学校 3 平和な世界を！

米盛　英甫 ヨネモリ　エイホ 石垣市立白保小学校 3 世界平和

ねま　いちか ネマ　イチカ 糸満市立真壁小学校 2 にこにこえがお

佐伯　文香 サエキ　アヤカ 石垣市立真喜良小学校 3 へいわって何だろう

山城　博之真 ヤマシロ　ヒロノシン 糸満市立喜屋武小学校 2 もぐるの大好き

あさと　めい アサト　メイ 糸満市立真壁小学校 2 かぞくはへいわ

後原　史香 アトハラ　フミカ 石垣市立宮良小学校 1 おたんじょうび　うれしいな

半嶺　穂和 ハンミネ　ホダカ 石垣市立宮良小学校 3 手をつなごう

山下　紗世 ヤマシタ　サヨ 石垣市立白保小学校 3 二度と戦争をおこしてはならない

儀間　知海 ギマ　トモミ 石垣市立宮良小学校 1 みんなでニコニコバースデー

米盛　来菜 ヨネモリ　ナナ 石垣市立白保小学校 3 平和ってステキだね

細井　李華 ホソイ　モモカ 石垣市立白保小学校 3 平和が一番！

たいら　みなぎ タイラ　ミナギ 石垣市立伊野田小学校 3 え顔であく手

比嘉　海斗 ヒガ　カイト 沖縄市立越来小学校 3 にじの上でなかよし

賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 半嶺　奏和 ハンミネ　カノン 石垣市立宮良小学校 1 てをつなごう

上原　諒 ウエハラ　リョウ 糸満市立糸満南小学校 1 みんなのへいわ

屋宜　和寿 ヤギ　カズトシ 那覇市立大名小学校 2 イチャリバチョーデーの心で

盛山　紗希 モリヤマ　サキ 石垣市立宮良小学校 1 えがおでへいわ

儀間　知海 ギマ　トモミ 石垣市立宮良小学校 1 みんなのへいわ

野里　青良 ノサト　セイラ 石垣市立真喜良小学校 3 ふわふわ言葉

原　桃花 ハラ　モモカ 沖縄市立美東小学校 3 しあわせだなー

知念　博之心 チネン　ヒロノシン 沖縄市立美東小学校 3 平和な人間

今井　瑚々南 イマイ　ココナ 沖縄市立美東小学校 3 にこにこハート

上間　凜 ウエマ　リン 沖縄市立美東小学校 3 平和な沖縄

福里　琉海 フクザト　マリン 沖縄市立美東小学校 3 へい和な世かい

2 .詩部門（１１名）

優秀賞
（２）

優良賞
(４)

佳作
(４)

第２８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]　（２９名）

1. 図画部門（１８名）

優秀賞
(２)

優良賞
(５)

佳作
（１０）



賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 久場　小暖 クバ　コハル 沖縄市立山内小学校 6 平和への願い

新里　木仁奈 シンザト　コトナ 那覇市立古蔵小学校 6 光かがやく未来へ

仲栄真　花 ナカエマ　ハナ 中城村立中城小学校 5 平和な世界へ　空高く

濱﨑　美海 ハマサキ　ミウ 沖縄市立山内小学校 6 戦争しないって約束だよ

賀数　葵 カカズ　アオイ 那覇市立小禄小学校 6 平和を願って

大城　心珀 オオシロ　コハク 浦添市立神森小学校 6 平和を大切に

喜納　かなん キナ　カナン 石垣市立平真小学校 6 未来へはばたけ！

城間　界 シロマ　カイ 那覇市立与儀小学校 5 広がる平和

加藤　七陽 カトウ　ナナミ 宜野湾市立大謝名小学校 5 平和の羽

我如古　風歌 ガネコ　フウカ 宜野湾市立大謝名小学校 5 届け！平和の歌声

赤嶺　優夏 アカミネ　ユウカ 那覇市立小禄小学校 6 平和へのとびら

平良　英加 タイラ　エイカ 那覇市立古蔵小学校 6 つながる世界

平田　怜緒菜 ヒラタ　レオナ 沖縄市立越来小学校 6 平和を未来に・・・

上原　莉子 ウエハラ　リコ 沖縄市立山内小学校 6 世界は一つ！

具志堅　成美 グシケン　ナルミ 浦添市立神森小学校 6 とどけ　みんなの気持ちを　世界中に

青木　優美 アオキ　ユウビ 沖縄市立美里小学校 6 平和の青い鳥

島袋　奏実 シマブクロ　カナミ 宜野湾市立大謝名小学校 5 平和の鳥、はばたけ

亀田　翔子 カメダ　ショウコ 浦添市立港川小学校 6 平和の鐘の音

増田　ひまり マスダ　ヒマリ 石垣市立真喜良小学校 4 平和でゆたかな星、地球

来間　都夢祗 クリマ　ツムギ 石垣市立真喜良小学校 6 ひろげよう平和を

上田　竜空 ウエダ　リュウク 宜野湾市立大謝名小学校 5 つるとにじの声

井上　果蓮 イノウエ　カレン 那覇市立与儀小学校 5 世界はつながっている

野崎　真愛 ノザキ　ミチカ 那覇市立古蔵小学校 6 平和の世界

安里　陸希 アサト　ムツキ 北中城村立北中城小学校 5 世界平和を願って

海老澤　陸雲 エビサワ　リクモ 那覇市立古蔵小学校 6 平和とは？

竹内　心優 タケウチ　ミユウ 宜野湾市立大謝名小学校 5 はばたけ　平和の世界へ

優秀賞
（２）

優良賞
（８）

佳作
（１５）

[小学校（高）の部]　（６２名）

1. 図画部門（２６名）

第２８回「児童・生徒の平和メッセージ展」入選者一覧



賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 宮川　晴圭 ミヤカワ　ハルカ 八重瀬町立具志頭小学校 6 生きる喜び

大冝見　青空 オオギミ　ソラ 那覇市立真和志小学校 6 平和ってなんだろう

翁長　花奈 オナガ　ハルナ 那覇市立真和志小学校 6 平和の大切さ、戦争の悲しさ

玉寄　妃乃 タマヨセ　ヒメノ 八重瀬町立具志頭小学校 6 戦争でうばわれたとうとい命

高見　秋寿 タカミ　アキジュ 那覇市立真和志小学校 6 平和の大切さ

當山　慎之介 トウヤマ　シンノスケ 那覇市立真和志小学校 6 平和について

上地　栄達 ウエチ　エイタツ 八重瀬町立具志頭小学校 6 戦争と平和

伊仲　清風 イナカ　キヨカザ 八重瀬町立具志頭小学校 6 戦争をなくし世界を平和にするために

上原　音 ウエハラ　ノン 糸満市立兼城小学校 6 戦争と平和

伊吉　来夢 イヨシ　ラム 八重瀬町立具志頭小学校 6 戦争のみにくさ

上原　美優 ウエハラ　ミユウ 那覇市立真和志小学校 6 平和について

浜田　結衣 ハマダ　ユイ 那覇市立真和志小学校 6 戦争の恐しさ

當眞　咲歩 トウマ　サホ 那覇市立真和志小学校 6 戦争と平和についての思い

富永　星乃 トミナガ　ホシノ 那覇市立真和志小学校 6 平和について

星加　祐菜 ホシカ　ユナ 石垣市立真喜良小学校 4 言葉のちから

星加　竜大朗 ホシカ　リュウタロウ 石垣市立真喜良小学校 5 平和とは何か考えてみた

砂川　華音 スナカワ　カノン 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 増田　ひまり マスダ　ヒマリ 石垣市立真喜良小学校 4 平和の光

浦崎　心羽 ウラサキ　コハネ 豊見城市立とよみ小学校 6 本当の平和をつなげる

田村　晴 タムラ　セイ 久米島町立大岳小学校 6 僕の平和宣言～命どぅ宝～

渡慶次　アニカ トケシ　アニカ 豊見城市立とよみ小学校 6 沖縄の風景

與古田　虹子 ヨコタ　ニコ 浦添市立宮城小学校 6 知らない

久手堅　心暖 クデケン　コノカ 糸満市立潮平小学校 6 平和を作る

永田　琉人 ナガタ　リュウト 浦添市立宮城小学校 6 とても大切なもの

小林　和椛 コバヤシ　ワカバ 私立沖縄アミークス小学校 6 平和の料理

今田　七菜 イマダ　ナナ 豊見城市立とよみ小学校 6 －平和って素敵だね－

西島　誠夢 ニシジマ　セイン 私立沖縄アミークス小学校 6 平和とはなにか

斎藤　るん サイトウ　ルン 糸満市立潮平小学校 6 戦争と自由

石川　倖 イシカワ　コウ 豊見城市立とよみ小学校 6 虹色

笈沼　美妃 オイヌマ　ミサキ 豊見城市立とよみ小学校 6 あの日を二度とくり返さないように

上原　音 ウエハラ　ノン 糸満市立兼城小学校 6 空の平和

宇和川　陸 ウワガワ　リク 私立沖縄アミークス小学校 6 消しゴムとえんぴつ

伊佐　てぃあら イサ　ティアラ 豊見城市立とよみ小学校 6 沖縄の青い色

赤嶺　新菜 アカミネ　ニイナ 浦添市立宮城小学校 6 色

恩河　芽李 オンガワ　メイ 宮古島市立北小学校 6 願い

渡名喜　皓ト トナキ　ヒロト 糸満市立潮平小学校 6 光とやみ

優良賞
(５)

佳作
（９）

3. 詩部門（１９名）

優秀賞
（２）

優良賞
（６）

佳作
（１０）

2. 作文部門（１7名)

優秀賞
（２）



賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 池間　暖 イケマ　ノン 宮古島市立砂川中学校 3 受け継ぐ思い

青田　妃依 アオタ　ヒヨリ 那覇市立安岡中学校 2 届け平和な未来

田中　真心 タナカ　ココロ 石垣市立川平中学校 2 届け、平和への祈り

西川　耀渚 ニシカワ　テルナ 宮古島市立砂川中学校 3 平和の幕開け

志良堂　愛莉 シラドウ　アイリ 浦添市立仲西中学校 2 平和と戦争

吉本　智咲 ヨシモト　チサキ 沖縄市立宮里中学校 3 祈り

吉本　彩花 ヨシモト　アヤカ 沖縄市立宮里中学校 3 平和への祈り

宮里　幸汰 ミヤザト　コウタ 北谷町立北谷中学校 2 足枷の戦争

屋我　未羽 ヤガ　ミウ 沖縄市立宮里中学校 3 明日へむけて

友利　綺良 トモリ　キララ 宮古島市立鏡原中学校 1 涙から生まれるもの

渡嘉敷　祥 トカシキ　ショウ 浦添市立神森中学校 3 未来へはばたけ

幸地　優花 コウチ　ユウカ 那覇市立安岡中学校 2 届け！平和

知念　明日美 チネン　アスミ 浦添市立神森中学校 3 未来へ

奥原　汐音 オクハラ　シオン 名護市立名護中学校 3 未来へツムグ

金城　七瑠 キンジョウ　ナル 那覇市立安岡中学校 3 世界をつなぐ平和のリボン

黒川　絵美 クロカワ　エミ 那覇市立安岡中学校 3 祈り

松岡　蓮 マツオカ　レン 南風原町立南風原中学校 3

山城　花瑠 ヤマシロ　ハルル 北中城村立北中城中学校 3 命どぅ宝

阿嘉　美咲希 アカ　ミサキ うるま市立あげな中学校 2 過去を繰り返さない

山田　理沙 ヤマダ　リサ 西原町立西原中学校 3 平和の形

賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 玉城　美夢 タマシロ　ミム 糸満市立高嶺中学校 3 戦争の終わりを見るまでは

安仁屋　紫月 アニヤ　シヅキ 沖縄県立開邦中学校 3 思いを繋ぐ

相良　倫子 サガラ　リンコ 浦添市立港川中学校 3 生きる。

江田　小夏 エダ　コナツ うるま市立具志川中学校 3 平和の色

田中　智香 タナカ　トモカ 沖縄県立開邦中学校 2 糸数アブチラガマからの誓い

金城　陽詩 キンジョウ　ヒナタ 沖縄県立開邦中学校 1 十四才とＨＥＩＷＡ

平良　太耀 タイラ　タイヨウ 南風原町立南風原中学校 3 僕らが届けるメッセージ

古謝　心悠 コジャ　ミユウ 私立沖縄尚学高等学校附属中学校 2 私達にできること

仲村　芭奈 ナカムラ　ハナ 沖縄県立開邦中学校 2 平和のためにできること

小松　美幸 コマツ　ミユキ 浦添市立港川中学校 3 私の誇る島、沖縄

仲宗根　りら ナカソネ　リラ 私立沖縄尚学高等学校附属中学校 2 沖縄から、世界へ平和を

伊波　光希 イハ　ミツキ 浦添市立港川中学校 2 平和への道

喜納　笑生 キナ　ニキ 浦添市立港川中学校 2 変えられる力

狩俣　結丸 カリマタ ユイマル 沖縄県立開邦中学校 2 これが平和学習

第２８回「児童・生徒の平和メッセージ展」入選者一覧

優秀賞
（２）

優良賞
（６）

佳作
（５）

[中学校の部]　（４９名）

1. 図画部門（２０名）

優秀賞
（２）

優良賞
（６）

佳作
（11）

2. 作文部門(１４名)



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 3 生きる

三留　伸子 ミトメ　ノブコ 南風原町立南風原中学校 3 命をつなぐ

池原　生恵 イケハラ　キエ 浦添市立港川中学校 2 空に、彩りの光を

上原　一路 ウエハラ　ヒロ 糸満市立糸満中学校 1 平和の波

比嘉　悠乃 ヒガ　ユウノ 浦添市立港川中学校 3 忘却曲線

贄　美令 ニエ　ミノリ 浦添市立港川中学校 3 生きる

仲栄真　愛 ナカエマ　アイ 浦添市立港川中学校 3 生きる

平良　陽奈 タイラ　ヒナ 南城市立玉城中学校 2 世界中の幸せに願いを込めて

仲真次　新菜 ナカマシ　ニイナ 沖縄市立安慶田中学校 3 いまと昔

銘苅　優羽 メカル　ユウ 南風原町立南風原中学校 2 今日を生きる

仲野　凜 ナカノ　リン 沖縄県立開邦中学校 2 今　この世界に

玉寄　善大 タマヨセ　ゼンタ うるま市立高江洲中学校 2 見つけたから

渡口　琉華 トグチ　ルカ 渡名喜村立渡名喜中学校 1 約束

寺平　優乃 テラヒラ　ユウノ 浦添市立港川中学校 2 平和って何だろう

池原　輝飛 イケハラ　テルタカ 西原町立西原中学校 3 幸せを噛みしめて

佳作
（７）

3. 詩部門（１５名）

優秀賞
（２）

優良賞
（５）



賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 志慶眞　まい シゲマ　マイ 沖縄県立具志川高等学校 3 平和への賛歌、つなぐ緑のリボン

又吉　風花 マタヨシ　フウカ 沖縄県立糸満高等学校 3 届け、平和の魂

大兼　すず オオカネ　スズ 沖縄県立コザ高等学校 2 突き破った苦しみの先

新垣　江里 アラカキ　エリ 沖縄県立南風原高等学校 2 平和を永遠に・・・

赤嶺　耕平 アカミネ　コウヘイ 沖縄県立南風原高等学校 3 平和な世界へ

浦崎　未羽 ウラサキ　ミウ 沖縄県立具志川高等学校 3 沖縄のマブイ

仲里　美海 ナカザト　ミウ 沖縄県立豊見城高等学校 2 おばぁの祈り

上原　秀輝 ウエハラ　ヒデキ 沖縄県立コザ高等学校 1 虹架かる時～二十一世紀の願いを～

桑江　優季 クワエ　ユウキ 沖縄県立浦添工業高等学校 2 忘れない

天久　夏菜 アメク　カナ 沖縄県立浦添工業高等学校 2 思いはせる

新里　萌菜美 シンザト　モナミ 沖縄県立浦添工業高等学校 2 平和とぬくもり

港川　優花 ミナトガワ　ユウカ 沖縄県立南風原高等学校 2 生命たち

翁長　南奈海 オナガ　ナナミ 沖縄県立コザ高等学校 2 平和への跳躍

尚師　沙也奈 タカシ　サヤナ 沖縄県立浦添工業高等学校 2 花鳥風月

樋口　千尋 ヒグチ　チヒロ 沖縄県立豊見城高等学校 2 平和の時計
  ト　 キ

与那覇　夏乃 ヨナハ　カノン 沖縄県立浦添工業高等学校 2 空へ

玉城　夏穂 タマシロ　カホ 沖縄県立本部高等学校 2 プシュケ

村川　千夏 ムラカワ　チナツ 沖縄県立豊見城南高等学校 3 私たちが平和を願うのなら

羽地　雄成 ハネジ　カツナリ 沖縄県立浦添工業高等学校 2 命の星

久手堅　彰哉 クデケン　ショウヤ 沖縄県立知念高等学校 2 結

賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 與座　萌加 ヨザ　ホノカ 沖縄県立首里高等学校 3 もう一つの家族

渡具知　和奏 トグチ　ワカナ 沖縄県立名護高等学校 2 魔法の力

安田　応彦 ヤスダ　カズヒコ 沖縄県立那覇国際高等学校 2 平和を感じるために私達がすべき事

上原　涼 ウエハラ　スズ 沖縄県立那覇国際高等学校 3 私達がつくる平和

花城　織衣 ハナシロ　オリエ 沖縄県立首里高等学校 3 平和の価値感

喜納　彩 キナ　サヤカ 沖縄県立那覇国際高等学校 3 平和の波

天久　聖菜 アメク　セイナ 沖縄県立首里高等学校 2 祖母の傷

仲里　彩乃 ナカザト　アヤノ 沖縄県立那覇国際高等学校 2 平和への誓い

田島　結奈 タジマ　ユナ 沖縄県立首里高等学校 2 記憶の継承

棚原　朱希 タナハラ アツキ 沖縄県立那覇国際高等学校 2 神風が私に伝えてくれたこと

新崎　莉子 アラサキ　リコ 沖縄県立那覇国際高等学校 1 平和な未来を作るために

金城　璃央 キンジョウ　リオ 沖縄県立那覇国際高等学校 1 県民の声よ届け

上門　伸徳 ウエジョウ ノブヨシ 沖縄県立開邦高等学校 3 本当の平和とは

與座　綾香 ヨザ　アヤカ 沖縄県立首里高等学校 3 祖父母の思い

喜納　清夏 キナ　サヤカ 沖縄県立那覇国際高等学校 1 戦争と平和を身近に

第２８回「児童・生徒の平和メッセージ展」入選者一覧

2. 作文部門(１５名)

優秀賞
（２）

優良賞
（５）

佳作
（７）

[高等学校の部]　（５２名）

1. 図画部門（２０名）

優秀賞
（２）

優良賞
（６）

佳作
（１１）



賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 石川　幸夏 イシカワ　サチカ 沖縄県立首里高等学校 3 忘れない－本当の終戦まで－

大浜　勇弥 オオハマ　イサミ 沖縄県立首里高等学校 3 美ら島ぬ宝

與那覇　もも ヨナハ　モモ 沖縄県立宮古高等学校 3 未来へ

亀井　燎 カメイ　リョウ 沖縄県立北部農林高等学校 3 声を継ぐ

大城　陽菜 オオシロ　ヒナ 沖縄県立八重山高等学校 2 未来へ繋ぐ平和のメッセージ

濱川　柊南 ハマガワ　ヒナタ 沖縄県立首里高等学校 3 未来へ続く祈り

前里　美優 マエサト　ミユウ 沖縄県立宮古高等学校 3 七十三年前

座喜味　彩羽 ザキミ　サワ 沖縄県立宮古高等学校 3 まぶたの裏に

宮國　桃子 ミヤグニ　モモコ 沖縄県立首里高等学校 3 祖父の記憶

比嘉　百亜 ヒガ　モア 沖縄県立与勝高等学校 3 命どぅ宝

平良　愛美 タイラ　アイミ 沖縄県立豊見城高等学校 2 僕らが生まれた意味

嘉数　えみ カカズ　エミ 沖縄県立豊見城高等学校 2 平和な未来を

天野　友彰 アマノ　トモアキ 沖縄県立豊見城高等学校 3 記憶を継ぐ大地

平良　はな タイラ　ハナ 沖縄県立北部農林高等学校 3 私の島

砂川　亜美 スナカワ　アミ 沖縄県立宮古高等学校 3 私の望む世界

與那　弘基 ヨナ　ヒロキ 沖縄県立那覇高等学校 3 母なる島のうたをうたおう

比嘉　彩人 ヒガ　アヤト 沖縄県立北部農林高等学校 3 実感

優良賞
（６）

佳作
（８）

3. 詩部門（１７名）

優秀賞
（２）



賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 アーネットアディー アーネットアディー 恩納村立山田小学校 小6 戦争と平和

上間　里帆 ウエマ　リホ うるま市立宮森小学校 小6 みんな仲よし

高江州　未来恵 タカエス　ミキエ 北谷町立北谷中学校 中2 鶴の祈り

仲村　すみれ ナカムラ　スミレ 北谷町立北谷中学校 中2 平和ってこういうことじゃない？

比嘉　泰芽 ヒガ　タイガ うるま市立宮森小学校 小3 ぼくの力で。

上運天　結聖 カミウンテン　ユウセイ 沖縄県立森川特別支援学校 小5 仲良しこよし

金城　志 キンジョウ　ココロ 沖縄市立美里小学校 小6 平和な世界をつくろう

佐野　杏 サノ　アンズ 石垣市立宮良小学校 小1 みんなでなわとび

玉城　なな タマキ　ナナ 沖縄市立美里小学校 小6 平和な世界へ

大山　優陽 オオヤマ　ユウヒ 那覇市立古蔵小学校特 小6 平和

渡具知　和紀 トグチ　カズキ 沖縄県立沖縄ろう学校 高2 足元を平和の道に。

大城　優李 オオシロ　ユリ 那覇市立真和志小学校 小6 平和の祈り

賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 外當　わかな ホカトウ ワカナ 沖縄県立沖縄高等特別支援学校 高２ 二つの苦しみ

優秀賞 中里　優衣 ナカザト ユイ 沖縄県立島尻特別支援学校 高２ 同じ夢を持つ子供達のために

優良賞 高原　けい タカハラ ケイ 沖縄県立美咲特別支援学校はなさき分校 中３ わたしのしあわせ

下地　汐馬 シモジ ユウマ 南城市立佐敷小学校 小５ 平和は宝物

又吉　千聖 マタヨシ チサト 沖縄県立鏡が丘特別支援学校 小６ 平和っていい

賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 渡具知　和紀 トグチ　カズキ 沖縄県立沖縄ろう学校 高２ 戦場の花から平和の花へ

仲泊　厚志 ナカドマリ　アツシ 沖縄県立泡瀬特別支援学校 中１ 幸せな沖縄

松島　永実斗 マツシマ　エミト 糸満市立真壁小学校 小３ 青空がつづくかぎり

上原　美雨 ウエハラ　ミウ 糸満市立真壁小学校 小４ しあわせって

石原　心菜 イシハラ　ココナ 沖縄県立沖縄高等特別支援学校 高２ 心に問いかける

廣咲　輝龍 ヒロサキ　キリュウ 沖縄県立鏡が丘特別支援学校 中３ 武器

新里　成瀬 シンザト　ナルセ 南城市立佐敷小学校 小３ こわい　こわい

大石　知明 オオイシ　トモアキ 沖縄県立沖縄高等特別支援学校 高２ あきらめない心

古堅　日菜乃 フルゲン　ヒナノ 沖縄県立沖縄高等特別支援学校 高２ 平和宣言

福地　瑠衣 フクチ　ルイ 沖縄県立美咲特別支援学校 高1 平和な世界で生きる今

新里　忠幸 シンザト　タダユキ 沖縄県立沖縄高等特別支援学校 高２ 生きること

花城　碧琉 ハナシロ　ヒカル 糸満市立潮平小学校 小６ 平和や命の尊さ

阿部　一花 アベ　イツカ 沖縄県立沖縄高等特別支援学校 高２ 私が考える平和

伊志嶺　璃久 イシミネ　リク 糸満市立潮平小学校 小６ 平和

川門　倫依朱 カワジョウ　リリカ 沖縄県立美咲特別支援学校 高１ 平和

宇地原　健太 ウチハラ　ケンタ 沖縄県立沖縄ろう学校 高２ 戦争がいやな人の思い

第２８回「児童・生徒の平和メッセージ展」入選者一覧

2. 作文部門(５名)

佳作
（２）

3. 詩部門（１６名）

優秀賞
（２）

優良賞
（５）

佳作
（８）

1. 図画部門（１２名）

優秀賞
(２)

優良賞
（4）

佳作
(５)

[特別支援学校・学級の部]　（３３名）


