
賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 春田晴希 ハルタ　ハルキ 糸満市立米須小学校 2 平和にくらしたい

山城令大 ヤマシロ　レオ 糸満市立米須小学校 2 とりとあそんだよ

森岡海香 モリオカ　ウミカ 国頭村立安波小学校 3 平和をねがって

大濱伶奈 オオハマ　レイナ カトリック学園海星小学校 2 レインボーのへいわと赤いせんそう

南尾早市夏 ミナミオ　サシカ カトリック学園海星小学校 2 せかいはへいわ

石垣らん イシガキ　ラン カトリック学園海星小学校 2 みんなへいわ

坂中奈々 サカナカ　ナナ 石垣市立八島小学校 3 世界は平和

砂川夢華 スナガワ　ユメカ 石垣市立八島小学校 3 平和ってステキだね

東盛帝翔 ヒガシモリ　テイト 石垣市立八島小学校 3 平和の花を咲かせよう

大城メイ オオシロ　メイ 沖縄市立越来小学校 3 みんなでたすけあおう

星加倫大朗 ホシカ　リンタロウ 石垣市立真喜良小学校 2 みんな　みんな　平和

新垣一桜 アラカキ　イチカ 石垣市立八島小学校 3 みんな　なかよし

城間　航 シロマ　ワタル 石垣市立八島小学校 3 森のゆかいな仲間たち

岩下龍司 イワシタ　リュウジ 石垣市立八島小学校 3 みんな　なかよし

西村心良 ニシムラ　ココロ 石垣市立八島小学校 3 平和っていいね

米盛怜希 ヨネモリ　リョウキ 石垣市立八島小学校 3 ぼくの誕生日

儀間紋星 ギマ　アヤセ 糸満市立米須小学校 2 お友だちとなかよくするよ

知念由依 チネン　ユイ 与那国町立与那国小学校 1 へいわのわたげとんでいけ

半嶺奏和 ハンミネ　カノン 石垣市立宮良小学校 3 せんそうと平和

内田美づき ウチダ　ミヅキ カトリック学園海星小学校 2 しあわせな海

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 該当者なし

優良賞 知念由依 チネン　ユイ 与那国町立与那国小学校 1 たいせつなへいわ

該当者なし

該当者なし

賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 安仁屋瑛翔 アニヤ　エイト 那覇市立城東小学校 2 ぼくが気づいたこと

屋宜琉榎 ヤギ　リュウカ 那覇市立大名小学校 2 ずっと

星加倫大朗 ホシカ　リンタロウ 石垣市立真喜良小学校 2 今ぼくはしあわせ

嘉数琉依 カカズ　ルイ 石垣市立八島小学校 3 へいわの花

久保栄純 クボ　エイジュン 石垣市立八島小学校 3 えがおが一番

知念由依 チネン　ユイ 与那国町立与那国小学校 1 かがやくいのち

浦崎直生 ウラサキ　ナオシ 那覇市立城岳小学校 2 せんそうって何だろう？

坂中奈々 サカナカ　ナナ 石垣市立八島小学校 3 神さま、ねがいを　かなえて下さい

むかえざとかなさ ムカエザト　カナサ 与那国町立久部良小学校 2 へいわってしあわせかな

いけぐちうるは イケグチ　ウルハ 与那国町立久部良小学校 2 いのちをまもる

なかざとそうま ナカザト　ソウマ 与那国町立久部良小学校 2 ちきゅうのへいわ

上原諒 ウエハラ　リョウ 糸満市立糸満南小学校 3 ゆめの沖縄　平和な沖縄

第30回「児童・生徒の平和メッセージ」入選者一覧
[小学校（低）の部]　（32名）

1. 図画部門（20名）

優秀賞
(２)

優良賞
(７)

佳作
(4)

佳作　　　　（10）

優秀賞
（３）

優良賞
（４）

2 .詩部門（11名）

2 .作文部門（1名）

佳作



賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 奥間美音 オクマ　ミノン 豊見城市立ゆたか小学校 6 平和の芽を咲かせよう

知念音和 チネン　ノンノ 豊見城市立ゆたか小学校 6 世界の平和を願って

松田柊哉 マツダ　トウヤ 南大東村立南大東小学校 6 平和への道

久保田らな クボタ　ラナ 豊見城市立とよみ小学校 6 平和を願う

瀬長　藍 セナガ　アイ 豊見城市立ゆたか小学校 6 めざして、つかむもの

根間萌瑛 ネマ　モエ 宮古島市立下地小学校 4 いつまでも一緒

星加祐菜 ホシカ　ユナ 石垣市立真喜良小学校 6 かたりつぐものへ

仲栄真芽衣 ナカエマ　メイ 中城村立中城小学校 4 平和な日々を願って

田村花恵 タムラ　ハナエ 多良間村立多良間小学校 6 平和な世界でずっと一緒

嘉味田優 カミダ　ユウ 那覇市立垣花小学校 6 祈り

与那嶺璃留 ヨナミネ　リル 豊見城市立ゆたか小学校 6 これからの未来

津森美嬉 ツモリ　ミキ 豊見城市立ゆたか小学校 6 当たり前の生活

金城陽菜 キンジョウ　ヒナ 石垣市立宮良小学校 6 「戦争と平和のつながり」

嵩原優芽 タケハラ　ユメ 石垣市立宮良小学校 6 平和のパズルを集めよう

上地結女香 ウエチ　ユメカ 名護市立屋部小学校 5 幸せのいのり

名嘉藍乃 ナカ　アイノ 那覇市立仲井真小学校 6 あの時を忘れないで

上原桃 ウエハラ　モモ 那覇市立真地小学校 6 未来へつなぐ生命のバトン

金城涼華 キンジョウ　リョウカ 豊見城市立上田小学校 6 平和を大切に

比嘉琴葉 ヒガ　コトハ 豊見城市立上田小学校 6 平和を未来へつなぐ

田邉愛子 タナベ　アイコ 那覇市立松川小学校 6 はばたく白い鳥

大城由葵 オオシロ　ユア 糸満市立糸満南小学校 6 命の尊さ

古波蔵咲枝里 コハグラ　サエリ 恩納村立山田小学校 5 ずっと平和・ずっと笑顔

菊池由海 キクチ　ユウト 南大東村立南大東小学校 6 平和な世界

池田七星 イケダ　ナナセ 南大東村立南大東小学校 6 平和への想い

前田晴太郎 マエダ　ハルタロウ 南大東村立南大東小学校 6 みんなの想い

山城皇大 ヤマシロ　コウダイ 南大東村立南大東小学校 6 ナイスグッジョブ

本田愛佳 ホンダ　アイカ 南城市立百名小学校 6 平和な世界を・・・

森岡花香 モリオカ　ハナカ 国頭村立安波小学校 5 戦争から学んだ家族との幸せをえいえんに

稲嶺愛子 イナミネ　アコ 糸満市立西崎小学校 6 平和な世界

饒平名萌碧 ヨヘナ　モア 那覇市立小禄小学校 6 同じ過ちを二度とくり返さないように

賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 該当者なし

該当者なし

該当者なし

玉村苺依 タマムラ　マイ 与那原町立与那原小学校 6 生きる幸せ

髙良和莉 タカラ　アイリ 那覇市立与儀小学校 6 笑顔をつなげていく

宇地原綾香 ウチハラ　アヤカ 八重瀬町立具志頭小学校 6 沖縄戦と平和

我如古海寛 ガネコ　ミカン 八重瀬町立具志頭小学校 6 戦争がおきないために私にできること

髙良きあら タカラ　キアラ 八重瀬町立具志頭小学校 6 私が思う平和

仲村心 ナカムラ　ククル 那覇市立与儀小学校 6 伝えたい命の大切さ

上原夢空 ウエハラ　ユア 与那原町立与那原小学校 6 もう二度とおこしたくない

賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 当銘航羽 トウメ　コウ 石垣市立大本小学校 6 「平和のために」

仲田文香 ナカダ　アヤカ 那覇市立与儀小学校 5 平和のありがたみ

山城皇大 ヤマシロ　コウダイ 南大東村立南大東小学校 6 「戦争はしない」

與那嶺真人 ヨナミネ　マナト 那覇市立与儀小学校 5 命をつなぐバトン

宮城健輔 ミヤギ　ケンスケ 那覇市立与儀小学校 5 悲しみからうれしさへ　苦しみから楽しさを

屋嘉部美空 ヤカブ　ミソラ 那覇市立与儀小学校 5 平和の輪

屋宜和寿 ヤギ　カズトシ 那覇市立大名小学校 4 ただ　わらうだけ

岸本愛紗 キシモト　アイサ 那覇市立垣花小学校 6 あたり前では無い幸せ

玉寄媛香 タマヨセ　ヒメカ 糸満市立潮平小学校 6 平和の証

武田怜奈 タケダ　レイナ 糸満市立潮平小学校 6 生命

山村舞佳 ヤマムラ　マイカ 那覇市立与儀小学校 5 平和の幸せ

今関恵瑠 イマゼキ　メグル 豊見城市立伊良波小学校 5 平和だからこそ

島袋里音 シマブクロ　リネ 豊見城市立とよみ小学校 6 「平和という奇せき」

[小学校（高）の部]　（50名）

1. 図画部門（30名）

第30回「児童・生徒の平和メッセージ」入選者一覧

優良賞

(2)

優秀賞
（２）

佳作
（5）

3. 詩部門（13名）

優秀賞
（2）

優良賞
（7）

優良賞
（７）

佳作
（20）

2. 作文部門（7名)

優秀賞

佳作
（3）



賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 池間新 イケマ　アラタ 宮古島市立砂川中学校 3 指きり

関根美涼 セキネ　ミスズ 渡嘉敷村立渡嘉敷中学校 2 たった1つの命

上原美春 ウエハラ　ミハル 宮古島市立西辺中学校 1 平和のメッセージ

梅北新菜 ウメキタ　ニイナ 本部町立本部中学校 3 この願いを次の世代へ

緒方柚衣 オガタ　ユイ 本部町立本部中学校 3 共存共栄

大城ゆず オオシロ　ユズ 南風原町立南風原中学校 1 フィルムで伝える過去、そして未来

山城美咲 ヤマシロ　ミサキ 渡嘉敷村立渡嘉敷中学校 3 奪われた翼

奥平凛々愛 オクヒラ　リリア 那覇市安岡中学校 3 透き通った世界

宮城杷加 ミヤギ　ワカ 糸満市立潮平中学校 3 手を伸ばして

川満凪紗 カワミツ　ナギサ 宜野湾市立真志喜中学校 3 ラブ　アンド　ピース

平良夏輝 タイラ　ナツキ 本部町立本部中学校 1 平和への願い

金城花 キンジョウ　ハナ 本部町立本部中学校 2 喜びと悲しみ

大城輝莉 オオシロ　キラリ 糸満市立潮平中学校 2 祈り

大嶺李夏 オオミネ　リカ 糸満市立潮平中学校 3 私かもしれない

喜友名沙姫良 キユナ　サキラ 糸満市立潮平中学校 2 「平和な毎日を」

根間心菜 ネマ　ココナ 糸満市立潮平中学校 2 生きていること

宮平紗蓮 ミヤヒラ　サレン 宜野湾市立普天間中学校 3 支えの翼

平良亜李琉 タイラ　アイル 糸満市立三和中学校 3 星降る夜、少女は平和を願った

山城優菜 ヤマシロ　ユウナ 金武町立金武中学校 3 支え合う人々、自由で平和な世界

新垣柚 アラカキ　ユズ 渡嘉敷村立渡嘉敷中学校 3 過去から学び平和が咲く

賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 金城陽詩 キンジョウ　ヒナタ 沖縄県立開邦中学校 3 ばあちゃんのほめ言葉

松島柑奈 マツシマ　カンナ 糸満市立糸満中学校 3 平和の語り継ぎ部として

井谷壮良 イタニ　ソラ 沖縄県立開邦中学校 3 リンクして深まる平和

與那嶺尚通 ヨナミネ　ナオミチ 私立沖縄アミークス中学校 2 戦争という意味

金城舞奈 キンジョウ　マナ 沖縄県立開邦中学校 2 繋ぐ日々と当たり前

喜屋武美羽 キャン　ミウ 糸満市立高嶺中学校 3 残し続けていく「無形の遺産」

宮城莉子 ミヤギ　リコ 沖縄県立開邦中学校 1 私たちが踏み出せる一歩、その先は

宮城ひなた ミヤギ　ヒナタ 沖縄県立開邦中学校 3 戦争と差別

清野紫苑 セイノ　シオン 沖縄県立開邦中学校 2 あたり前の幸せ

當銘優心 トウメ　ユナ 沖縄県立開邦中学校 2 世界が笑顔になるために

大嶺来倫 オオミネ　キラリ 沖縄県立開邦中学校 2 世界に目を

阿部凪 アベ　ナギ 竹富町立竹富中学校 1 笑顔な地球

長嶺稀歩 ナガミネ　キホ 八重瀬町立東風平中学校 3 「命どぅ宝」

津波仁美 ツハ　ヒトミ 沖縄県立開邦中学校 1 戦争の恐ろしさと平和の大切さ

柴田紅黄 シバタ　ココキ 那覇市立石田中学校 3 命を大切にするということ

城間綾夏 シロマ　アヤカ 沖縄県立開邦中学校 3 平和と発信

渡邉吉弘 ワタナベ　ヨシヒロ 沖縄県立開邦中学校 2 戦火から逃げてきた人達の思い

豊川美海 トヨカワ　ミウミ 八重瀬町立東風平中学校 3 私は今年も歩く

我那覇優 ガナハ　ユウ 沖縄県立開邦中学校 2 平和の波

仲宗根大遥 ナカソネタ　イヨウ 那覇市立石田中学校 3 平和な世界になるために

賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 仲里すみれ ナカザト　スミレ 沖縄県立開邦中学校 2 あしあと

赤嶺仁 アカミネ　ジン 西原町立西原中学校 3 命の天秤

具志日和 グシ　ヒヨリ 沖縄県立開邦中学校 3 空に祈る

新垣結愛 アラカキ　ユア 西原町立西原中学校 3 当たり前の日々に

桃原圭吾 トウバル　ケイゴ 那覇市立石田中学校 1 変わってしまった正義

知名泰希 チナ　タイキ 八重瀬町立東風平中学校 3 この星に　感謝

仲宗根陽 ナカソネ　アカリ 西原町立西原中学校 3 昔と今

永山亜美 ナガヤマ　アミ 八重瀬町立東風平中学校 3 僕は待っている

安座間心咲 アザマ　ミサキ 西原町立西原中学校 3 未来を守るために

大城陽香 オオシロ　アカリ 八重瀬町立東風平中学校 3 私は生きる

渡口琉華 トグチ　ルカ 渡名喜村立渡名喜中学校 3 あたりまえの幸せ

[中学校の部]　（51名）

1. 図画部門（20名）

優秀賞
（２）

優良賞
（7）

佳作
（10）

優秀賞
（２）

2. 作文部門(20名)

優良賞
（5）

佳作
（12）

3. 詩部門（11名）

優良賞
（8）

優秀賞
（２）

第30回「児童・生徒の平和メッセージ」入選者一覧



賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 平良七菜 タイラ　ナナ 沖縄県立知念高等学校 2 平和を育てる

島袋弥月 シマブクロ　ミツキ 沖縄県立開邦高等学校 2 願い

知念未歩 チネン　ミホ 沖縄県立開邦高等学校 2 国境をこえる平和

仲田奈理亜 ナカダ　ナリア 沖縄県立真和志高等学校 3 希望を愛で包みこむ。

名城咲希 ナシロ　サキ 沖縄県立開邦高等学校 1 爆音

飯吉美月 イイヨシ　ルナ 沖縄県立開邦高等学校 3 永く

大前夢生 オオマエ　ユイ 沖縄県立開邦高等学校 1 ガラス製の平穏

張本琉奈 ハリモト　ルナ 沖縄県立開邦高等学校 3 寝息

屋良美稀乃 ヤラ　ミキノ 沖縄県立開邦高等学校 1 平和への羽ばたき

藏當真弘 クラトウ　マヒロ 沖縄県立名護高等学校 2 祈り

上原秀輝 ウエハラ　ヒデキ 沖縄県立コザ高等学校 3 芽吹く

有田伊吹 アリタ　イブキ 沖縄県立開邦高等学校 2 平和が芽吹く時

知名葵衣 チナ　アオイ 沖縄県立開邦高等学校 1 connect

知花美紗 チバナ　ミサ 沖縄県立開邦高等学校 1 peace=Smile

城間ココロネ シロマ　ココロネ 沖縄県立開邦高等学校 1 Dove

島袋莉子 シマブクロ　リコ 沖縄県立開邦高等学校 2 around the world

金城千丸 キンジョウ　チマル 沖縄県立浦添工業高等学校 2 Happiness－ハピネス

玉城萌 タマシロ　モエ 沖縄県立小禄高等学校 3 忘れてはいけない

前田ひなた マエダ　ヒナタ 沖縄県立小禄高等学校 3 生命（いのち）

加藤天梨 カトウ　アメリ 沖縄県立小禄高等学校 3 「平和の世界へ」

福島あかり フクシマ　アカリ 沖縄県立小禄高等学校 2 「平和」とは～あの戦を後世へ語り継いで～

宮坂くるみ ミヤサカ　クルミ 沖縄県立小禄高等学校 3 生命の輝き

松川雄太郎 マツガワ　ユウタロウ 沖縄県立八重山商工高等学校 4 耳鳴り

外間彩音 ホカマ　アノン 沖縄県立糸満高等学校 2 願いを贈る

新垣来実 アラカキ　クルミ 沖縄県立真和志高等学校 3 時のタワー

賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 名渡山海里 ナドヤマ　カイリ 沖縄県立読谷高等学校 3 過去に学び、未来に繋ぐ

濱元志帆 ハマモト　シホ 沖縄県立那覇国際高等学校 2 いかに平和を創出するか

長嶺葵 ナガミネ　アオイ 沖縄県立糸満高等学校 3 「平和に悩み続けて」

古堅結佳 フルゲン　ユイカ 沖縄県立那覇国際高等学校 1 百の診療所より一本の用水路を

金城佳奈 キンジョウ　カナ 沖縄県立那覇国際高等学校 1 平和な世界へ向かって

田島茉瑚 タジマ　マコ 沖縄県立開邦高等学校 1 平和守る戦争の在り方

安仁屋紫月 アニヤ　シヅキ 沖縄県立開邦高等学校 2 平和な未来へ

平敷尚華 ヘシキ　ショウカ 沖縄県立那覇国際高等学校 1 この島に生まれて

我那覇藍衣菜 ガナハ　アイナ 沖縄県立那覇国際高等学校 1 戦争のない世界

泉川琴音 イズミカワ　コトネ 沖縄県立那覇国際高等学校 1 平和への一歩

仲西梨香 ナカニシ　リカ 沖縄県立那覇国際高等学校 1 「命どぅ宝」がつくる未来

名嘉亜咲妃 ナカ　アサヒ 沖縄県立那覇国際高等学校 1 戦争のない明日へ

大前夢生 オオマエ　ユイ 沖縄県立開邦高等学校 1 平和の定義

嘉手納優花 カデナ　ユカ 沖縄県立那覇国際高等学校 1 平和な未来へ

崎浜花蓮 サキハマ　カレン 沖縄県立開邦高等学校 1 貧困と飢餓

仲間光理 ナカマ　ヒカリ 沖縄県立那覇国際高等学校 1 真の平和を導くために

賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 髙良朱香音 タカラ　アカネ 沖縄県立首里高等学校 3 あなたがあの時

岸本紗采 キシモト　サアヤ 沖縄県立陽明高等学校 2 十七歳の溢れだす想い～平和を唱う～

平田育 ヒラタ　ハグム 沖縄県立八重山高等学校 2 平和は負けない

上里優斗 ウエザト　ユウト 沖縄県立豊見城高等学校 2 正しいって？

中村彩花 ナカムラ　アヤカ 沖縄県立糸満高等学校 3 二〇二〇の鼓動

宮城清香 ミヤギ　サヤカ 沖縄県立首里高等学校 3 忘れない

藏當翔也 クラトウ　カナル 沖縄県立名護高等学校 2 詩

嘉数彩花 カカズ　アヤカ 沖縄県立豊見城高等学校 2 小さな島の豊かさ

[高等学校の部]　（49名）

1. 図画部門（25名）

優良賞
（7）

佳作
（14）

優秀賞
（3）

佳作
（8）

3. 詩部門（8名）

優秀賞
（２）

優良賞
（3）

佳作
(2)
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2. 作文部門(16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 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3 平和な世界

伊集守快 イジュ　スカイ 糸満市立米須小学校 小3 ぼくがみんなを笑顔にする

比嘉こころ ヒガ　ココロ 宜野湾市立普天間小学校 小5 戦争をおかさない世界

知念侑利 チネン　ユウリ 豊見城市立とよみ小学校 小6 平和と戦争

外間真徳 ホカマ　ミトミ 多良間村立多良間小学校 小6 戦争と平和

大城璃幸 オオシロ　リユキ 南大東村立南大東小学校 小6 平和っていいな

松堂ももこ マツドウ　モモコ 沖縄市立コザ中学校 中1 平和な世界

平川哩冬 ヒラカワ　リト 豊見城市立ゆたか小学校 小6 戦争のみにくさ

照喜名海利 テルキナ　カイト 宜野湾市立普天間小学校 小5 平和のにじ

松川貴和 マツガワ　タカト 宜野湾市立普天間小学校 小5 戦争を終わらす日

仲宗根愛梨 ナカソネ　エリン 北大東村立北大東小学校 小6 平和な一日

中嶋虎之介 ナカジマ　トラノスケ 那覇市立松川小学校 小6 おだやかな草原

山岸叶人 ヤマギシ　カナト 那覇市立小禄小学校 小6 戦争反対の証

永田篤行 ナガタ　アツユキ 南城市立百名小学校 小6 平和への願い

藤原劉信 フジハラ　リュウシン 沖縄市立コザ中学校 中1 戦争のない世界

賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 該当者なし

知念樹羅音 チネン　ジュラン 沖縄県立沖縄高等特別支援学校 高2 自分にとって平和とは

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3 思いやり

荻堂盛韻 オギドウ　セイン 沖縄県立沖縄高等特別支援学校 高2 私の想う平和

宮城空志 ミヤギ　コウシ 沖縄県立沖縄高等特別支援学校 高3 平和の大切さ

宮里龍 ミヤザト　リュウ 沖縄県立沖縄高等特別支援学校 高3 平和にするには

山田義乃丞 ヤマダ　ヨシノスケ 沖縄県立沖縄高等特別支援学校 高3 平和の為に出来る事について

嘉手川昂也 カデカワ　コウヤ 沖縄県立沖縄高等特別支援学校 高3 平和とは

兼久安華姫 カネク　アカリ 沖縄県立美咲特別支援はなさき分校 中1 せんそうはいや

賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 比嘉亜夢 ヒガ　アユメ 沖縄県立沖縄高等特別支援学校 高3 自分が思う平和

宮里まりな ミヤザト　マリナ 沖縄県立沖縄高等特別支援学校 高2 私たちの知らない現実

玉利日菜乃 タマリ　ヒナノ 糸満市立潮平小学校 小6 へいわ

久志璃亜音 クシ　リアネ 沖縄県立沖縄高等特別支援学校 高2 沖縄戦と平和について

金城実加 キンジョウ　ミカ 沖縄県立沖縄高等特別支援学校 高3 命どぅ宝

佳作 當間世渚 トウマ　セナ 沖縄県立沖縄高等特別支援学校 高2 戦争

優秀賞
(２)

3. 詩部門（6名）

優秀賞
(3)

優良賞
（3）

佳作
(8)

優良賞
(4)

1. 図画部門（15名）

佳作
（2）

[特別支援学校・学級の部]　（30名）

優秀賞
（２）

優良賞
（２）
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2. 作文部門(9名)


