
【受賞者一覧】

賞名 県 市
（郡） 学校 学年 氏　　名 字 文面

推薦 大分 豊後大野 藤村洋子 歡

「歡」の成り立ちを知った時コロナ禍の今、この字
に願いを込めたいと思った。口ふたつは食事をす
るためにすわって口を開いている様子で飲食は
歓喜なのだ。心おきなく歓待したくさんの人たちと
交歓する日々が一日でも早く戻って来ますよう
に。

推薦 東京 足立区 𠮷𠮷澤美帆 姿

幼い頃から通い続けている書道教室の先生の姿
にあこがれ、自身も現在先生として指導をしている
中、生徒さん達の一生懸命書いている姿に沢山
のパワーをもらっています。これからもこの姿を見
て行きたいと思います。

推薦 東京 西東京 下津裕美 笑
笑顔は自分だけではなく人にも幸せをもたらしま
す。笑顔の輪を広げ、このコロナ禍を皆で力をあ
わせてのり切れたらと願い”笑”にしました。

推薦 大分 竹田 𠮷𠮷野睦子 寳

懸命に介護「良い嫁、良い娘」を演じ、反発とプ
レッシャーを抱えた日々、令和二年、義母（99
才）、実母（97才）が私の事を案じるように仲良く空
の人となった。今思えば、涙なしでは語れない沢
山の暖かい思い出と宝物を頂いた。両母の思いを
生かしながら、私も何某の宝物を遺せるよう時を重
ねてゆきたい。

推薦 大分 国東 滝口さゆり 穏
コロナウイルスで生活が一変しました。今年こそ終
息して平穏な日常が戻るようにという願いを込めて
「穏」にしました。

推薦 大分 大分 岡田禮子 静
今年はコロナで新年より静かな年の始まりでした。
行事も中止となり今年は自粛生活という事です
ネ！

推薦 山口 大島郡 林　春雪 甦

新型コロナウイルスの感染が拡大の一途をたどっ
ている。日本中いや世界中の人々は混乱し不安
な日々を過ごしている。気持ちがどんどん疲弊し
ていく。一日も早く失った日常と活力をとり戻した
いと願う。”よみがえれ”

台湾 新北 純徳小学校 東京 足立 香聖書道会

台湾 南投 普台小学校 香川 高松 英明高等学校

台湾 新北 正德中学校 長崎 佐世保 長崎県立佐世保工業高等学校

台湾 新北 宏國德霖科技大学 大分 佐伯 日本文理大学附属高等学校

台湾 新北 致理科技大学 大分 東国東 姫島村立姫島中学校

広島 三次 三次市立君田中学校 大分 東国東 姫島村立姫島小学校

宮城 東松島 東松島市立矢本第二中学校 大分 国東 国東市立志成学園

宮城 亘理 秀恵社

【夢一文字賞】（団体奨励賞）



賞名 県 市
（郡） 学校 学年 氏　　名 字 文面

推薦 茨城 つくば 𠮷𠮷岡和子 集
全員集合　いっしょに食べ、語り、大きな声で歌い
たい。一日でも早く元に戻りますように。

推薦 山梨 甲府 杉本龍峰 穏

今、日本そして世界中が本当に大変な状況に
なっています。毎日ニュースや新聞などを見てい
ると、心が痛み悲しさや苦しさが込み上げてきま
す。このような状況が一日も早く収まって平穏な世
の中が来ることを願い、今年の一文字を「穏」にし
ました。人々が穏やかで平和な生活を取り戻し、
世の中が多くの笑顔で溢れることを心から願って
います。

推薦 大分 別府 屋田朝陽 望

昨年の暮れから年始にかけて、卒業生がたくさん
自宅を尋ねて来てくれた。「先生、最近昔の道具
を出して書いてみました」とスマホで撮った写真を
見せてくれた。そして「字を書くとほっとします。」
「書道やってて良かったです。」と言うのだ。本当
に嬉しかった。これからも子ども達の心の傍らにい
る教室を続けて行こうと「望み」を貰った年始め
だった。

推薦 大分 杵築 安倍敬二 感

最近のコロナ感染の拡大に怯えながらの毎日。家
族を自分をどのように守ろうかと考える日々。最前
線で闘っている医療従事者の方々へ感謝を忘れ
ず、緊張感を持ちながら過ごす一年にします。

推薦 東京 西東京 広瀬舟雲 密
密を草書にすると「必+止」の形に似ている。コロナ
よ「必ず止まれ！」早期退散を祈る。

推薦 宮城 石巻 千葉紅雪 進

昨年から新しい職場に変わり大きな節目の年にな
りました。そして今、新しい「生活様式」という名称
でたくさんのことを求められています。新しいこと
への挑戦の年になりそうです。

推薦 宮城 石巻 千葉蒼玄 丑 本年の干支

推薦 千葉 成田 柳橋香仙 丑
今年はあせらずにじっくりゆっくりと歩んでゆきた
いです。

国東半島
あいルネサン

ス
連盟会長賞

群馬 高崎 吉井小 小１ 横田隼希 道

ぼくは5さいから書道をならっています。お手本ど
おりに書くことはむずかしいけれど、楽しくがん
ばっています。れんしゅうをつづけて字がうまくなり
たいので、この字をえらびました。

国東半島
あいルネサン

ス
連盟会長賞

台湾 新北 純徳小 小２ 濱野　瑞 生

今、新がたコロナウイルスが世界かくちではやって
います。私のパパとおじいちゃん、おばあちゃん
は日本にすんでいるので、あうことができません。
私はコロナがおさまるまで、ちゃんと生きていたい
と思います。

国東半島
あいルネサン

ス
連盟会長賞

香川 高松 木太北部小 小３ 鳥谷眞子 志

去年よりも志を高く持ち、できるようになる事をふ
やしたいと思い、この字をえらびました。二重とび
をたくさんとべるようになりたいなどいろいろとがん
ばりたいです。

国東半島
あいルネサン

ス
連盟会長賞

大分 国東 富来小 小４ 福永千晴 弾

毎週、安岐町までピアノを習っています。一日も
練習を休まないことが今年の目標です。今年の夏
の発表会にはまちがわないようにいっぱい練習を
したいです。



賞名 県 市
（郡） 学校 学年 氏　　名 字 文面

国東半島
あいルネサン

ス
連盟会長賞

大分 大分 判田小 小５ 佐永芽佳 芽

「芽」という漢字はわたしの名前の一文字なので大
切にしたいと思います。芽は最初は小さいけど、ど
んどん大きくなり、最後は大きくてりっぱな物にな
るので、意味もすごくいいなと思ったのでこの一文
字にしました。

国東半島
あいルネサン

ス
連盟会長賞

大分 国東 志成学園 小６ 安見千哩 築

ぼくは「築」という一文字を書きました。その理由は
ぼくは修学旅行に行き、そこで平和の学習をし
て、ぼくは平和を築いていくのは自分達だと考え
たからです。いつか必ず世界恒久平和を実現さ
せたいです。

国東半島
あいルネサン

ス
連盟会長賞

山口 岩国 高水中 中１ 小林はな 絆

私が選んだのは「絆」という字です。私は小学校か
らはなれた中学校へ行ったので新しい友達作りが
たいへんでした。そしてとても心配でした。でも、
今は中学校の人たちと助け合ったり、楽しく過ごし
たりできています。そこには「絆」があったから助け
合ったり、楽しく過ごせたと思います。来年入って
くる新一年生とも「絆」を深め仲良くしたいです。

国東半島
あいルネサン

ス
連盟会長賞

台湾 新北 自強中 中２ 陳　芊卉 飛
2020に日常生活で不便な事がたくさんありました。
2021に拘束がないよう、自由自在の生活を過ごし
たいので「飛」を選びました。

国東半島
あいルネサン

ス
連盟会長賞

台湾 新北 康橋高付属中 中３ 張　皓程 康

新型コロナウイルスの感染が広がり世界の感染者
と死者が多くなりました。父は医師で感染対策をし
ながら仕事に励んでいます。医療現場で働く方々
と世界中の人々が健康でありますようと願い、今年
の一文字に「康」を選びました。

国東半島
あいルネサン

ス
連盟会長賞

香川 高松 英明高 高１ 横井捺加 美
私は私自身のことがあまり好きではありません。だ
から来年は心も体も美しくかわいくなって自分のこ
とを好きになれたらいいなと思い「美」にしました。

国東半島
あいルネサン

ス
連盟会長賞

宮城 石巻 石巻高 高２ 阿部史佳 果

「果断」「果敢」という言葉があるように「果」の文字
は思い切って最後の決まりをつけるという意味をも
ちます。私は今年受験生になります。やるからに
は何事も結果を残し、一年間を通して成長できた
と確信できるような実りのある一年ににしたいと
思っています。その過程にあるのは多くの決断で
す。自分がどうしたいのか、どうしたら目標を達成
できるのか、迷わず決断していきたいという思いか
ら、この文字を選びました。

国東半島
あいルネサンス

連盟会長賞
大分 大分 大分支援学校 高３ 三原理鼓 温 心が温かくなるような字だからです。

国東半島
あいルネサン

ス
連盟会長賞

東京 渋谷区 青山学院大学 大 岐津　花 坐

「坐」という字は土の上に人と人が坐り対話してい
る姿を表しています。一人は感情のままに流され
てしまう自我、もう一人はそれを冷静に見つめる本
来の自己です。コロナ禍の厳しい時に二十歳を迎
え、焦らず慌てず諦めず、しっかり腰を据えて坐
り、自らのあるべき姿を見つめなおしていく年であ
りたいと願い、この字を選びました。



賞名 県 市
（郡） 学校 学年 氏　　名 字 文面

国東半島
あいルネサン

ス
連盟会長賞

大分 大分  一般 今村圭佑 電

辞書を引くと「雲と地上との間に起こる強い瞬間的
な光」とある電が、いまや人と人が直接会わずとも
映像として電子端末上でコミュニケーションが取れ
るまでに発達した。だが私たちのコミュニケーショ
ン能力は低下している印象にある。ZOOMでの会
議では、その場の雰囲気がわからず冗談や世間
話が難しい。普段以上に相手に興味を持って話
すよう心がけ、今年は電子上のコミュニケーション
もスパークさせたい。

大分県知事賞 熊本 熊本 熊本中央高 高２ 石堂愛実 華

今年は高校三年生になり、大学受験があります。
私には書道専門の大学に進学するという夢があり
書道部での活動は特に頑張ってきました。これま
でに培った実力を発揮し、華々しい成績を収めて
進路実現に向けて大きな一歩を踏み出したいとい
う思いを込めて書きました。

国東市長賞 大分 国東 志成学園 中３ 神田莉子 続

私は何かを挑戦しようとしても、いつも続けることが
できません。でも続けてみないと何も得られないと
思います。来年はさまざまなことにチャレンジする
だけではなく「継続」を目標に頑張っていきたいか
らです。

姫島村長賞 台湾 台北 台北市立大学 大 廖　冠婷 祥
新しい一年に、周りのみんなの健康・安全・幸せを
祈ると同時に、社会の平和も祈ります。そこで私は
「祥」という字を選びました。

豊後高田市長賞 大分 速見郡 日出中 中２ 鈴木杏梨 集

今年私は受験生となります。勉強も今以上に頑張
らないといけません。しかし私は集中力がとてもと
いってよいほどないのです。だから、集中力を高
めたいので集という漢字にしました。

国東市議会
議長賞

青森 むつ 大湊小 小６ 鈴木莉愛 雪

今年は雪が多くてスキーや雪あそびができます。
なのでさむさに負けず友達といっしょに小学校生
活最後の楽しい思い出をいっぱいつくりたいと
思ったからです。

姫島村議会
議長賞

大分 国東 安岐中 中１ 諸冨紗菜 輝

私はこの世の中に輝く未来が来てほしいと思って
います。今。とても厳しい状況にある世界は暗や
みの中にいます。私は少しでも人の悲しみや不安
が減り、喜びにあふれた未来にしたいと思ったか
らです。

大分県
教育長賞

大分 速見郡 大学生 大 坂西真由 貫
二〇二〇年は自分に弱い一年でした。今年は自
分のやると決めたことは最後まで貫き通す意志を
持とうと思いこの一文字にしました。

国東市
教育長賞

大分 国東 安岐小 小５ 中谷心奏 界

今年はコロナウイルスで多くの人が感染したり亡く
なったりしています。よくニュースで全世界限界と
いう言葉を耳にします。私の頭の中に強く残って
いるので”界”にしました。

姫島村
教育長賞

香川 高松 英明高 高１ 今岡　潤 鰻
僕は今まで食べた食べ物の中で一番鰻が好きで
す。なので、鰻を食べ放題でお腹いっぱい食べる
ことが夢です。



賞名 県 市
（郡） 学校 学年 氏　　名 字 文面

豊後高田市
教育長賞

大分 別府 別府翔青高 高３ 前原美輝 豊

私が「豊」の文字にした理由は「豊か」にしたいと
思ったからです。私は将来パティシエになりたいた
め、お菓子を作る際に技術や知識の他に想像力
も必要と考えたから想像力を豊かにしたいと思い
「豊」にしました。

大分県
畜産公社賞

香川 高松 木太北部小 小４ 河野真依 夢
昨年、私は習字で目指していた賞に入賞できませ
んでした。今年は必ず入賞できるようにがんばりた
い気持ちをこめて「夢」という字を選びました。

大分県
畜産公社賞

茨城 つくば  一般 𠮷𠮷沼美里 磨
自分の為に使える限られた時間の中で書道・料
理・テニスのスキルアップを目指します。

大分県
畜産公社賞

大分 杵築 宗近中 中２ 本田瑞季 繋

私は吹奏楽部に所属しています。以前は仲も良
く、楽しい部だったのですが、最近部員がまとまら
なくなったので、もう一度みんなを繋ぎたいと思
い、この字を選びました。

国東市
観光協会賞

愛知 名古屋  一般 濱本喜久代 尊

苦しい抗ガン剤治療中の父、献身的に支える母、
私の年老いた両親は田舎暮、病院迄三時間を要
する。咽頭部切除で声を失った父。筆談で「仕事
はどうだね、辛くはないかね」と私を気遣う。もっと
そばに居て力添えをしたいのに、ごめんね…。

国東市
商工会賞

台湾 新北 莒光國小 小６ 吳　星霆 闊
コロナが一刻も早く終息でき、家を出て大通りを闊
歩でき、遊べるように祈っていますから、「闊」を選
びました。

台北駐福岡
經濟文化辨事處賞 大分 速見郡 藤原小 小３ 吉岡美咲 花

私は花が好きです。きれいな花が咲いていると、
いい気持ちになります。今年もいっぱい花が咲くと
いいなと思います。

全日本書写書道
教育研究会会長賞 千葉 浦安 高洲北小 小２ 末吉希羽 夢

去年から今年に続いてコロナがはやっていること
や、災害もたく山あるのでもっと平和になって世界
中の人がわらって楽しめるようになることが私の
「夢」です。

全日本書写書道
教育研究会会長賞 台湾 台北 華江高 高２ 萬　冠輝 定

私は「定」という漢字を選びました。高校三年生と
なり、一番重要なのは心を安定させ、ちゃんと人
生の方向を決めることだと思います。今はその
「定」の字を目標にして新たな一年をさらに良い年
にしたいと思います。

全日本書写書道
教育研究会会長賞 大分 大分 判田中 中１ 下村彩乃 夢

最近イラストレーターになるという夢ができました。
絵を描くことが得意という、自分の長所を生かせる
からです。この夢の実現に向けて頑張ろうと思い、
この字にしました。

（ 公財）
書道芸術院賞

台湾 新北 莒光國小 小３ 石　佾珍 書
書道コンクールで優勝したいから「書」を選びまし
た。今から全力で練習を頑張ろうと思います。

（ 公財）
書道芸術院賞

熊本 熊本 熊本中央高 高２ 白坂　蘭 縁
私は今、高校二年生で、これからたくさんの人と出
会うと思います。その一つ一つの運命的な出会い
の縁を大切にしていきたいと思ったからです。



賞名 県 市
（郡） 学校 学年 氏　　名 字 文面

（ 公財）
書道芸術院賞

宮城 石巻 大学生 大 渡邊瑛音 健

何をするにも健康であることが一番重要だと思い
ます。これから先、自分も家族も、そして世界中の
人々も健康でいられることを願い「健」という字を選
びました。

大分県書写書道
研究協議会会長賞 大分 杵築 八坂小 小５ 遠江　杏 協

今年は最高学年になります。クラスのみんなと協
力して、下級生からみとめられてお手本になれる
ように、がんばりたいです。そのためには、自分の
ことはかんぺきにした上で、周りを見ながらおたが
いに注意し合い、がんばりたいと思ったからです。

大分県書写書道
研究協議会会長賞 大分 速見郡 藤原小 小６ 岩波菜緒 経

私が「経」という字にした理由は小学校に入学して
からずっと学んできたこと、身につけてきたことを
中学校に入学してからも生かしていきたいと思っ
たからです。部活が始まったりするので新しい経
験を生み出していきたいです。

大分県日華
親善協会賞

台湾 台北 石牌小 小５ 林　怡恩 恩

人生の道に助けてくれた人に感謝して忘れずに、
幸せな事を大切にして、何もかも幸せになるとは
限らない。それは親から私の名前をつける期待で
ある。

Ｎ Ｐ Ｏ法人
書写書道指導者
連合会会長賞

香川 高松 英明高 高１ 赤松佑夏 描
私は絵を描くのが好きで、将来イラストレーターに
なりたいと思っているので、絵を「描く」そして夢を
「描く」という意味を込めてこの一文字にしました。

Ｎ Ｐ Ｏ法人
書写書道指導者
連合会会長賞

広島 三次 布野中 中３ 川口陽美 五

「五」という漢字にした理由は二つあります。一つ
目はクラス五人全員で受験に合格したいからで
す。二つ目は「五」は糸まきの形で片手で扱った
ので五本の指を表したといいます。このことから高
校が別々だけれど、それぞれが活躍してほしいと
思い、この漢字にしました。

大分航空ターミ ナ
ル

株式会社社長賞
大分 大分 豊府小 小４ 岡　百花 空

私は空という字にしました。理由は天気がいい日
に私は空をみます。とても気持ちがいいからで
す。雨の日は天気は悪いけどそんな時も空をみれ
ば元気になるからです。

大分航空ターミ ナ
ル

株式会社社長賞
大分 国東 安岐中 中１ 永井美玖 瞬

私は一瞬一瞬の時間を大切にしたいです。中学
生になり部活や勉強が大変になったので、少しの
自由時間や友達と過ごす時間の一瞬を楽しく大
切に生活したいと思うからです。

大分空港
マーシャルく ん

賞
大分 国東 志成学園 小６ 藤原叶汰 瞬

僕が「瞬」という字にした理由は、７年生になって
勉強が大事になってくるので、一瞬一瞬を大切に
したいからです。

大分空港
マーシャルく ん

賞
兵庫 神戸市 神戸学院大学 大 藤居咲帆 繋

日々、身を削る思いで命を繋いで下さっている医
療従事者の皆さんに感謝し、数々の犠牲者を出し
てしまう過ちを二度と繰り返さないように、私はこの
経験を未来に繋いでいくと誓うと決めたから。

大分空港
マーシャルく ん

賞
台湾 新北 丹鳳小 小６ 蔡　汶璇 

私はあらゆる面で最も明るいスターになるため、非
常に輝く人生を創造できることを願っています。
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大分空港
マーシャルく ん

賞
大分 大分 城東中 中２ 土師彩乃 笑

笑うことは健康にも良いといいます。感染症が流
行している今、必死に働いてくれている方々のた
めに、元気でいることが自分のできることだと思い
ました。そのような方のためにも、いつも笑顔で周
りを明るくできるような人になりたいです。

平倉賞 大分 速見郡 日出中 中１ 井上紗菜 努

私がこの字にした理由は、これまで努力すると
いっても口だけで努力をしてこなかったからです。
でも今年は努力をしないといけないのです。テスト
や勉強などでまちがっても努力をしてこようとして
いませんでした。それはきっと努力のたりない自分
を認めるのがいやだったからだと思います。その
私をかえるために、この字で決意を表して、口だ
けでなく行動にうつしたいと思います。

平倉賞 熊本 熊本 熊本中央高 高２ 山下こころ 結

「努力は実を結ぶ」という言葉があります。この言
葉には「結果が出る」や「目標を達成する」という意
味があり、これからこの言葉を大切にしていこうと
思い書きました。

平倉賞 台湾 桃園 八徳中 中１ 蕭　裴安 堅

「堅」と書きました。なぜなら好奇心溢れる私にとっ
ては、新しいものを探しているとき、失敗や挫折な
んかが時にありますが、自分自身ずっと頑張って
やり続けるようにと願っていますから、この字を選
びました。

イト ダネーム賞 香川 高松 多肥小 小２ 東原遥花 花
自分の名前が上手に書けるようになって、きれい
な花をさかせたいから。

通所リ ハビリ テー
ショ ン

はなみずき理事長賞
大分 別府 別府大学 大 鹿嶋ひかり 学

私は三月に大学を卒業し、四月から大学院での
生活がスタートします。今年は将来の目標に向
かってたくさん学び、充実した一年にしていきたい
という思いから「学」という字を選びました。

日本航空株式会社
大分支店長賞

神奈川 横浜 駒林小 小３ 熊田璧宮 勇
心の中で思っているだけでなく行動する勇気を出
したいと思います。

全日本空輸株式会社
大分支店長賞 宮城 東松島 矢本第二中 中２ 林　萌叶 保

私がこの字にした理由は、将来保育士になり、たく
さんの子供達を笑顔にすることが目標なので保育
士の保をとってこの漢字にしました。

社会福祉法人
安岐の郷理事長賞 千葉 浦安 高洲北小 小１ 小室葵未加 心

私の小学校ではいじめがあるので、いじめをして
いたら私が止めてみんながなかよくできる小学校
にしたいからです。

六郷満山
両子寺賞

大分 国東 安岐小 小４ 金本美都 美
理由は私の名前の美都の字で美で好きな字だか
らです。それに、習字でもっとキレイに美しい文字
が書きたいのでこれにしました。

六郷満山
両子寺賞

宮城 遠田郡 古川黎明高 高２ 浅野珠生 復

二〇二〇年今年はいろいろなことがありました。新
型コロナウイルスが世界中に流行し、私たちは苦
難を強いられました。この苦しさをバネに大きく跳
躍していきたい、そのような意を込めて復活の
「復」を書きました。

六郷満山
両子寺賞

大分 速見郡 川崎小 小２ 二宮　脩 字 文字を書くことが好きだからです。
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萱島酒造
有限会社賞

山口 柳井  一般 松村英雪 笑

日々、育児と家事に追われています。毎日が睡眠
不足、自分の時間が取れないことのストレス、腰
痛。いろいろなことが重なりふと鏡を見るとひどい
顔でした。ずっと笑顔でいるのは無理ですが、笑
という字を思いながら過ごせば心が明るくなる気が
するのです。

萱島酒造
有限会社賞

大分 大分  一般 三代和代 風
風に乗って軽やかに日々を楽しみながら過ごした
い

国東時間賞 台湾 南投県 一般 蘇　芷茜 春
春は新しい始まりの季節です。私が春告草のよう
にたくましくなりたいですから、この漢字を選びまし
た。

国東時間賞 台湾 新北 純徳小 小５ 陳　震宇 亂
今年は、新冠肺炎、米国大統領選挙など、非常に
厄介な年です。来年は非常に安全であると思いま
す。

国東時間賞 大分 宇佐 安心院高 高１ 石井亨弥 月
中学校のときから片思いしていた人の名前に「月」
が入っているから。その好きな人に自分の想いが
届くように書きました。

国東時間賞 広島 三次 君田中 中１ 茶木来実 触

私は今まで、さまざまなものに触れてきました。物
だけでなく人の心や言葉にも触れて、多くの人と
仲良くすることができてきました。これからも心や言
葉に触れ、成長していきたいと思いこの字にしまし
た。

国東時間賞 大分 国東 安岐小 小５ 森田織江 愛

令和二年はコロナでやりたいことがやれず、みん
なの気持ちがどこか暗い一年でした。早くやりたい
ことが思いきりできる生活にもどれ「愛」にあふれた
平和な時代がおとずれますように。

国東時間賞 宮城 石巻 石巻高 高２ 堀口菜々美 進

昨年は新型コロナウイルスの影響で社会が混乱
し、自分もそれに影響されて物事に集中できず何
かを成し遂げることができなかったと感じたので、
このような社会の中でもしっかりと自分というものを
持って努力し、自分自身を進化させたいと思い、
この字を選びました。

国東時間賞 大分 大分 大分支援学校 高３ 岩本瑛斗 逢

僕はもうすぐ大分支援学校高等部を卒業します。
社会に出て色んな所で色んな人と逢う事が多くな
ると思うので、その期待と楽しみがあったからで
す。

国東時間賞 大分 杵築 あさくら看護学校 大 岩波麗奈 救

私は今年看護学生になりました。新型コロナウイ
ルスの流行の今日では、看護師は感染者の治療
において重要な役割を担っています。医師のよう
に直接命を救うことはできませんが、苦痛の緩和と
いった援助の方法により、心の支えとして関与し、
命を救う過程に関われます。看護師として誇りをも
ち働けるように、今後も険しい医療の道を前向き
に進み続けます。

国東時間賞 大分 大分 大在中 中２ 宿利　晴 笑
生きていくうえで「笑う」こと「笑顔」でいることは周り
にとっても、自分にとっても大事な事だと思うから
です。
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国東時間賞 宮城 石巻 湊小 小６ 佐藤　琴 挑

去年はなかなか色々なことに挑戦してみたりする
ことができませんでした。なので、今年は勉強をあ
きらめずに取り組んだり、六年生としてお手本にな
るなど、たくさんのことに挑戦したいと思ったからで
す。

国東時間賞 東京 文京区 第八中 中２ 伊藤美璃 新
去年はやりたいことや挑戦したいことが全く出来な
かったので、今年は新たな一歩をふみ出したいと
思いこの字を選びました。

国東時間賞 台湾 新北 淡江大 大 丸山海舟 平
世界中の誰もが尊重される世の中になりますよう
に。

国東時間賞 台湾 新北 莒光國小 小６ 陳　俞妡 惜

もうすぐ小学校を卒業するので、これからの時間を
大切にしようと思っています。それと同時に皆も今
を生きて時を惜しんでほしいから「惜」を選びまし
た。

国東時間賞 宮城 東松島 矢本第二中 中１ 伊藤春陽 努

私はあきらめず最後までやりとげる、努力して力を
つけることを目標にしています。だから、たくさん練
習し、もっと上手になれるようにがんばろうと思い
「努」という字を選びました。

国東時間賞 宮城 石巻 石巻高 高２ 畠山はな 誠

「誠」とは言葉や行いにつくりごとがないない。真
実の心。という意味で使われている漢字です。誠
を含む言葉には「誠実」「誠意」などまっすぐな印
象をうけます。私は今年の目標としてこの誠の漢
字のもと、まっすぐに偽りがない生き方をしたいと
いう意味をこめてこの漢字を選びました。この漢字
のもと恥じない行いができるよう精進したいと思い
ます。

国東時間賞 大分 国東  一般 坂本ヨシコ 前

車椅子生活になり四年がすぎました。右半身の自
由を失い左だけの生活になりました。家族が私の
ふさぎ込んでいるのを心配し村の中ほどにある三
アール程の畑にチューリップを植えてくれました。
去年の春色とりどりのきれいな花の咲いた所へ車
椅子を押して行ってくれた所道行く人が二、三人
と歩をとめて花をめで乍らたのしい時をすごしまし
た。今畑のあちこちから緑の芽が出始めました。娘
が「お母さん前を向いていたら楽しいことが一ぱい
あるから自分でさがし乍ら生きようネ」と云ってくれ
ます。今私はふるえる左手でしあわせさがしに頑
張っています。

国東時間賞 台湾 南投県 宏仁中 中２ 蘇　品鈞 康

来年は皆が健康で元気に過ごせますように、ウイ
ルスに勝利できますように、また皆がガンジーの様
な無私の献身を行い、世界が温かさに満たされま
すように。

国東時間賞 大分 国東 安岐中 中１ 前田侑里 挑

私はこれからいろんなことに挑戦したいと思いま
す。今まで失敗することがはずかしくていろんなこ
とに挑戦することが出来なかったけど、これからは
失敗を恐れずに何事にも挑戦したいと思ったから
です。

国東時間賞 宮城 岩沼 岩沼南小 小４ 佐藤愛華 華
私の名前にも華があるのでいいなと思って華にし
ました。
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国東時間賞 宮城 東松島 矢本第二中 中２ 髙橋優奈 陽

太陽のように暖かみのある明るい人になりたいの
で、この漢字にしました。私は将来、周りの人に自
分から手を差しのべ、太陽の光のように包んであ
げられるような人になりたいです。

国東時間賞 和歌山 田辺 東京農業大学 大 田所亮祐 然

家族、先生、友人から様々な助言をしていただく
ことがあってもブレない軸を持った「ありのままの
私」でいたい。そして自「然」と調和した心身ともに
豊かで幸せに生き抜きたいから。

国東時間賞 大分 杵築 豊洋小 小３ 河床柊羽 炎
この文字をえらんだ理由は炎のように何でももえて
がんばりたいからです。そのために何にたいしても
めんどうくさがらず一生けん命がんばります。

国東時間賞 大分 大分 大分支援学校 高２ 加藤怜奈 絆

絆の字にした理由は、今このコロナの中で色々と
大変な思いをしている今だからこそ周りの人と協
力したり、助け合う時なのでこの絆の字にしまし
た。

国東時間賞 台湾 新北 莒光國小 小６ 陳　荷晴 科
私がこの字を選んだ理由は、科学コンテストの大
会で優勝したいからです。今から練習を頑張ろうと
思います。

国東時間賞 広島 三次 君田中 中１ 石田椎奈 好

私の好きなグループが「好きなものは自信を持っ
て好きって言える。」と言っていたのを聞いて好き
ということの大切さを知ったからです。また、色々な
好きがあるけど、自分らしく互いに尊重し合える言
葉だと思うからです。

国東時間賞 宮城 石巻 湊小 小５ 黒川愛来 声

私の将来の夢は声優です。私はあまり自分の声は
好きではないのですが、私の声でアニメを見た人
が笑顔になったり、私が担当したキャラクターやア
ニメで多くの人たちを楽しませたいし、私の声に自
信を持ちたいです。

国東時間賞 台湾 新北 莒光國小 小３ 羅　紫綺 筆
将来書道の先生になりたいので「筆」という文字を
選びました。これからも目標に向かって頑張りま
す。

国東時間賞 大分 大分 判田小 小４ 灘波そよ香 声
今、マスクをはずして話せないのでマスクをはずし
て話したり大声を出したりしたいです。早くコロナ
よ、おさまれ。

国東時間賞 大分 速見郡 川崎小 小３ 景山結叶 一

一にした理由は、せいせきやかけっこ、なんでも
トップになりたいからです。せいせきは、つうちひょ
うで◎が４こしかとれなかったので一番になりたい
からです。

国東時間賞 大分 大分  一般 牧　恵子 續

私は二才より七十年間日本舞踊をしています。今
まで出会った多くの人のおかげで今の自分がある
と思っています。これからも気力体力の続く限り自
然体の舞をして行きたいと思いこの字にしました。

医療法人
心誠会院長賞

台湾 南投県 宏仁中 中１ 羅　辰翔 勝
新たな年にあって、一人ひとりがコロナを乗り越
え、心の暗さ、臆病、恐れを克服し、自分の夢に
突き進むことが出来ますように。

大分文教産業
株式会社賞

台湾 新北 莒光國小 小３ 鄭　詠允 和
「平和」と言う言葉が好きで「和」を決して書きま
す。世界が平和になるように。
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花風道賞 大分 竹田 久住中 中３ 渡邉みのり 続
今年は受験生なので小一から続けてきた書写教
室を続けるかどうか悩んでいましたが、熟考の末ま
だ続けることにしました。

西本皆文堂賞 大分 国東 志成学園 中１ 小玉梨恋 磨
私は、自分自身をもっと磨きたいです。とくに、めり
はりをつけたいです。行動するときはすばやく行
動するなどめりはりをつけます。

西本皆文堂賞 大分 杵築 山香小 小６ 岩尾咲良 戦

私は四月から中学生になり、様々な事に挑戦して
いかなければならないなと思いました。なので、こ
れまでやってこなかったことに挑戦し、いままでの
自分と戦いたいと思い「戦」にしました。

森産業
株式会社社長賞

大分 速見郡 川崎小 小３ 梶原羽菜 平
平和ですごしたいから。みんながえがおでいてほ
しいから。

森産業
株式会社社長賞

香川 高松 英明高 高１ 多田真生 氣

政治、経済などCOVID-１９の影響で常に氣を使
い国際関係でも氣を使い自分の将来の夢である
起業に関しても氣を使い自分の将来のもう一つの
夢である政治家という職業にも氣を使う人生にし
たいと思ったからこの旧字体の氣を選びました。あ
と他人には氣を使い過ぎず氣にはしない人生にし
たいと思ったからです。

森産業
株式会社社長賞

台湾 新北 致理科技大学 大 李　晟緯 変

世界中がコロナにおそわれ大変な状況になった
今こそ、変わらないといけないのです。故、元に戻
るではなく、この峠を乗り越えるための進歩という
いう変わりが必要と思いこの字を選びました。

株式会社
河合組会長賞

台湾 台北 百齢高付属中 中２ 吳　芷涵 夢
夢想という言葉が好きだから「夢」を選びました。こ
れからもっと頑張りたいと思います。

株式会社
河合組会長賞

長崎 佐世保 佐世保工業高 高１ 井手優晟 凡

二〇二〇年はいろいろな意味で特別な年だっ
た。平凡な日常が送れるのはあたり前ではないと
いう事に気づかされた。２０２１年は平凡な日々を
送れますようにと思ったからです。

株式会社
河合組会長賞

宮城 東松島 矢本第二中 中２ 大槻勇芽 米

僕には今、小麦アレルギーがありパンが食べれな
いときに米粉パンを見つけパンを食べれるように
なりました。なので米に助けられたように僕もだれ
かを助けたいと思ったのでこの漢字にしました。

竹永海商賞 大分 中津 中津南耶馬渓高 高１ 平野聖羅 支
私の弟が生まれつき足にしょうがいがあり、それで
弟を支えてあげたいと思いこの漢字にしました。

国東地区
退職校長会長賞

大分 速見郡 大神小 小４ 藤原琴乃 勉
私は、今年の学力テストで良い結果を出したいで
す。だからこの漢字を選んで書きました。

望月農園賞 大分 国東 志成学園 小４ 宮迫空澄 空 私は空が好きなのでかきました。



賞名 県 市
（郡） 学校 学年 氏　　名 字 文面

望月農園賞 香川 高松 英明高 高２ 池田　隼 虹

虹は七色なければ完成しません。自分もたくさん
の夢があります。テストで百点取ることや将来の夢
のこと。小さい夢から大きい夢があります。虹のよう
に自分も自分のこれからを完成できるようになりた
いです。

大分県
国東産椎茸賞

台湾 新北 致理科技大学 大 劉　羽蟬 茶

お茶の味は、苦くて渋みがあっても、最後には香り
が広がってきてその旨味を感じられます。その旨
味から、苦は楽の種という気持ちを込めて「茶」を
かきました。

糀屋本店賞 大分 宇佐  一般 森　恵 躍

昨年は父の入院、看病、死去と心が落ちつく時が
無く過ごしました。父は生前「唯心所現」という言
葉を良く口にしていました。「人間は心の中に思う
ことが現象として現れる」という意味です。その言
葉を胸にじっくり物事に取り組み自分自身を「飛
躍」させたいと思います。

糀屋本店賞 宮城 石巻 湊小 小３ 遠藤寛太 明
みんなの教室が明るいと、心も明るくなるからで
す。

糀屋本店賞 東京 足立区 駒込中 中１ 藤城涼香 緑

私はこの世界にもっとたくさんの緑が増えて欲しい
と思います。なので地球に住む人々が自然を大
切にし、未来を自然の緑でいっぱいにしたいで
す。

糀屋本店賞 台湾 台北 金甌女子高 高２ 于　子妍 思

あと一年で十八歳になります。幼い頃に父を亡く
した私は、父のことをいつも考えてしまいます。こ
のはがきも父がくれた筆でかきました。父への思い
が届きますように。

糀屋本店賞 兵庫 神戸  一般 橋本吉博 飛

心筋梗塞三回、胃がん、慢性骨髄性白血病で生
きているのが奇跡といわれたがんサバイバー。今
年傘寿。利き腕でない左手で右脳墨書を書き続
けて四十年余。今年は集大成をめざして飛び立
ちたい。

糀屋本店賞 大分 大分 大分支援学校 高２ 三浦愛子 陽
私が「陽」にした理由はコロナでしずんでいる空気
に太陽のように力強く光がさして、明るくなるとい
いなと考えたからです。

糀屋本店賞 大分 大分 別保小 小４ 鈴木麻那 花
きれいに咲いている花はいい香りで心がほっとす
るし、けん命に咲いている花を見ると、私もがんば
ろうと思えるからです。

糀屋本店賞 台湾 南投県 普台小 小６ 陳　禹竺 静
私はいつも明るいです。「今年ももっと静かで、焦
らないで冷静に行動できますように」という願いを
こめて、この漢字を選びました。

糀屋本店賞 茨城 つくば 谷田部南小 小２ 大塚未流 未
すきな絵を書いたり歌をうたったりして、未来にむ
けて強く羽ばたきたいです。

糀屋本店賞 宮城 東松島 矢本第二中 中２ 三浦優希 漁 将来の夢が漁師だから、この一文字にしました。



賞名 県 市
（郡） 学校 学年 氏　　名 字 文面

毎日新聞社賞 大分 佐伯 佐伯豊南高 高３ 柴田真優 驚
前の年では思いもよらなかった事がたくさんおき
て、とても驚いた年だった。2021年は、他の人が驚
くぐらい成長したいです。

毎日新聞社賞 大分 臼杵 下南小 小２ 毛利大樹 明
きょ年は楽しいニュースが少なかったけど、今年は
明るい一年になってほしいからです。

毎日新聞社賞 台湾 新北 純徳小 小５ 張　芝穎 安

2020年を振り返って多くのことが起こりました。世
界を荒廃させる新しいクラウン肺炎など。もともと平
和な世界に変化への2021年と願っています。誰も
がルールに従うこともできますし、安全でいることも
できます。

毎日新聞社賞 台湾 新北 正徳中 中２ 游　璞真 水 水泳が好きだから「水」を選びました。

毎日新聞社賞 大分 佐伯 佐伯東小 小３ 沢田詩栞 命

ニュースで新型コロナウイルスで亡くなってしまう
人がたくさんいることを知りました。手あらいとうが
いをしっかりして自分の命と人の命を守ろうと思
い、「命」という字を書きました。

大分合同
新聞社賞

台湾 台北 百齢高付属中 中１ 曹　令羲 楽
「知足常楽」という言葉が好きだから「楽」にしまし
た。前を向いて進みたいです。

大分合同
新聞社賞

香川 高松 英明高 高１ 海原花音 学

英語は世界の共通語になっていることもあり、将
来的に必ず必要になると思うからです。仕事をす
るにしても英語はいつか絶対必要になる時が来る
と思うからです。韓国語はただ私が韓国が好きだ
からです。誰かが話している言葉をスラスラと理解
することができたらもっと楽しくなると思うからで
す。ペラペラに喋れなくても聞き取るくらいは今より
もっとできるようになりたいです。いつか英語も韓
国語もペラペラになれたら嬉しいです。

ＯＢＳ
大分放送賞

長崎 佐世保 佐世保工業高 高１ 吉原皓大 大

私、もっともっと大きな存在になりたいからです。私
にできることはまだあんまりなく未熟者ですが、こ
れからいろんなことを吸収して大きくなろうと思いま
す。

Ｔ ＯＳ
テレビ大分賞

台湾 新北 純徳小 小４ 陳　均哲 平 みんなが安全であることを願っています。

ＯＡ Ｂ
大分朝日放送賞

台湾 新北 純徳小 小１ 莊　櫰陞 力
自分自身の力を集めて、他の人を助けられるよう
になります。

J； COM大分
ケーブルテレコ

ム賞
台湾 台北 金甌女子高 高２ 賴　星妤 空

空を見上げると気持ちが落ち着くのです。地上よ
りはるかに自由で、ただただ広く大きく美しい青色
の空が好きですから、この漢字を選びました。



賞名 県 市(郡) 学校 学年 氏　　名 字 賞名 県 市(郡) 学校 学年 氏　　名 字

金賞 大分 竹田 白丹小 小１ 本郷雄志　 空 金賞 台湾 新北 莒光國小 小６ 林　詩容 願

金賞 大分 速見郡 川崎小 小１ 幸長梨央 正 金賞 台湾 新北 莒光國小 小６ 潘　語彤 舞

金賞 大分 杵築 八坂小 小１ 安倍　愼 正 金賞 台湾 新北 莒光國小 小６ 鄭 淳允　 和

金賞 香川 高松 多肥小 小２ 小比賀俐心 俐 金賞 台湾 南投県 普台小 小６ 潘　芃樺 苗

金賞 愛知 豊川 小坂井西小 小２ 平松美乃 星 金賞 宮城 東松島 矢本第二中 中１ 板橋　周 愛

金賞 台湾 新北 新市國小 小２ 葉　光洛 風 金賞 福島 双葉郡 葛尾中 中１ 伊藤愛佳 輝

金賞 台湾 新北 大豊國小 小２ 高　偉熙 筆 金賞 宮城 東松島 矢本第二中 中１ 高橋寧々 希

金賞 台湾 新北 純徳小 小２ 洪　翊鈞 平 金賞 宮城 東松島 矢本第二中 中１ 川元悠太 真

金賞 岐阜 各務原 那加第二小 小３ 佐藤さくら 志 金賞 大分 国東 安岐中 中１ 河野将大 努

金賞 大分 大分 松岡小 小３ 宮﨑羽叶 守 金賞 大分 国東 安岐中 中１ 小田星夏 瞬

金賞 宮城 石巻 湊小 小３ 馬場叶昊 生 金賞 大分 国東 志成学園 中１ 厚田桃花 夢

金賞 大分 大分 判田小 小３ 安部竣貴 走 金賞 広島 三次 布野中 中１ 檜高健伸 意

金賞 大分 速見郡 日出小 小３ 田原陽苺 進 金賞 宮城 石巻 石巻中 中１ 日下彩音 新

金賞 大分 国東 安岐中央小 小３ 工藤絵梨夏 元 金賞 山口 大島郡 久賀中 中１ 西村和湖 努

金賞 沖縄 名護 安和小 小３ 塩川真央 心 金賞 大分 大分 城東中 中１ 中村晴奈 勉

金賞 大分 国東 安岐小 小３ 橋口璃乃 花 金賞 大分 国東 国東中 中１ 上田優花 成

金賞 大分 速見郡 日出小 小３ 福田心結 友 金賞 台湾 南投県 宏仁中 中１ 黄　乃于 信

金賞 大分 速見郡 藤原小 小３ 野上涼花 犬 金賞 台湾 新北 正徳中 中１ 施　欣妤 樂

金賞 大分 杵築 八坂小 小４ 亀井璃月 終 金賞 大分 速見郡 大神中 中２ 大平心菜 積

金賞 宮城 遠田郡 涌谷第一小 小４ 砂越茉佳奈 字 金賞 北海道 岩見沢 光陵中 中２ 柏﨑紅里 輝

金賞 宮城 石巻 湊小 小４ 白川惺南 桜 金賞 大分 東国東郡 姫島中 中２ 西村悠生 年

金賞 青森 石巻 和渕小 小４ 本木仁椛 変 金賞 大分 速見郡 大神中 中２ 田川ひな 継

金賞 台湾 新北 莒光國小 小４ 湯　勝年 平 金賞 大分 国東 志成学園 中２ 秦　凪海 頑

金賞 台湾 新北 純徳小 小４ 高　宇力 高 金賞 宮城 東松島 矢本第二中 中２ 阿部礼奈 挑

金賞 台湾 新北 莒光國小 小４ 童　渼甯 好 金賞 東京 文京区 第六中 中２ 内田まりあ 勢

金賞 台湾 新北 莒光國小 小４ 陳　瑾諭 美 金賞 台湾 新北 正徳中 中２ 許　心姵 畫

金賞 台湾 新北 二重小 小４ 陳　奕翔 翔 金賞 台湾 新北 正徳中 中２ 林　采恩 破

金賞 台湾 新北 中山小 小４ 張　文馨 師 金賞 台湾 新北 福和中 中２ 謝　鼎勳 蒸

金賞 大分 杵築 豊洋小 小５ 木村菜波 葉 金賞 台湾 新北 福和中 中２ 何　宇恩 康

金賞 大分 竹田 白丹小 小５ 渡邉あぐり 音 金賞 台湾 南投県 宏仁中 中２ 蔡　旻恩 食

金賞 宮城 亘理郡 逢隈小 小５ 宮田セイラ 幸 金賞 台湾 台中 日南中 中２ 鄭　鈺臻 戲

金賞 福岡 福津 福間南小 小５ 佐藤美織 夢 金賞 宮城 亘理郡 逢隈中 中３ 関本康之介 瞬

金賞 大分 佐伯 佐伯東小 小５ 村上莉央 勝 金賞 宮城 遠田郡 涌谷中 中３ 鈴木采紗 努

金賞 台湾 新北 純徳小 小５ 鄭　衣涵　 祥 金賞 大分 別府 中部中 中３ 阿南佐和 切

金賞 台湾 南投県 普台小 小５ 陳　巧羽 海 金賞 大分 大分 福徳学院高 高１ 安宅凛世 雨

金賞 台湾 新北 林口康橋国際
学校付属小 小５ 許　阡毅 康 金賞 大分 大分 福徳学院高 高１ 徳永和彰 今

金賞 大分 速見郡 大神小 小６ 河野佑南 絆 金賞 大分 別府 別府翔青高 高１ 荒金咲樹 時

金賞 宮城 亘理郡 逢隈小 小６ 岩間心菜 花 金賞 大分 宇佐 安心院高 高１ 吉田悠人 克

金賞 大分 別府 境川小 小６ 阿南紀穂 考 金賞 大分 佐伯 日本文理大学附属高 高１ 魚住ほのか 活

金賞 広島 三次 和田小 小６ 福田泰子 輝 金賞 大分 大分 福徳学院高 高１ 藤山璃梨 美

金賞 大分 速見郡 大神小 小６ 松本真侑 友 金賞 大分 宇佐 安心院高 高１ 佐藤波音 星

金賞 大分 速見郡 大神小 小６ 德丸心美 生 金賞 大分 宇佐 安心院高 高１ 野口颯太 密



賞名 県 市(郡) 学校 学年 氏　　名 字 賞名 県 市(郡) 学校 学年 氏　　名 字

金賞 台湾 屏東 大同高 高１ 巴　羿智 命 金賞 大分 大分 大学生 大 豊田真由 越

金賞 台湾 屏東 大同高 高１ 曾　玉萱 平 金賞 大阪 大阪 帝塚山大学 大 毛利実蘭 寿

金賞 宮城 石巻 石巻高 高２ 川村真矢 快 金賞 北海道 札幌 北海道科学大 大 田森雄大 跳

金賞 香川 高松 英明高 高２ 山地理子 結 金賞 台湾 新北 淡江大 大 林　家甫 希

金賞 青森 むつ 大湊高 高２ 田村千絵 心 金賞 台湾 新北 致理科技大学 大 周　思妤 楽

金賞 大分 竹田 竹田高 高２ 𠮷𠮷野ゆめ瑠 彩 金賞 台湾 新北 致理科技大学 大 陳　柏君 君

金賞 千葉 成田 成田高 高２ 久保田珠鶴 奏 金賞 台湾 新北 致理科技大学 大 高　麗安 創

金賞 香川 高松 英明高 高２ 小林ほなみ 笑 金賞 台湾 新北 致理科技大学 大 謝　奇宏 苦

金賞 熊本 熊本 熊本中央高 高２ 原田貴久子 感 金賞 台湾 新北 一般 闕　百華 輪

金賞 熊本 熊本 熊本中央高 高２ 眞﨑裕女 天 金賞 大分 竹田  一般 伊藤千代子 城

金賞 長崎 佐世保 佐世保工業高 高２ 𠮷𠮷川美琴 与 金賞 大分 宇佐  一般 西園まゆみ 華

金賞 北海道 札幌 札幌旭丘高 高２ 中原飛鳥 飛 金賞 宮城 遠田郡  一般 庄司とし子 佇

金賞 台湾 台北 金甌女子高 高２ 林　宜可 夜 金賞 山口 大島郡  一般 藤井千代 髪

金賞 台湾 台北 金甌女子高 高２ 王　海華 忠 金賞 大分 豊後高田  一般 瀬戸マリ子 瑞

金賞 台湾 台北 金甌女子高 高２ 陳　音里 里 金賞 大分 大分  一般 大下　薫 波

金賞 大分 佐伯 佐伯豊南高 高３ 三浦綾乃 我 金賞 熊本 宇城  一般 古城仁秀 生

金賞 大分 佐伯 佐伯豊南高 高３ 河野鳴海 楽 金賞 台湾 新北  一般 沈　里音 謝

金賞 宮城 仙台 尚絅学院大学 大 信夫莉奈 越 金賞 台湾 新北  一般 楊　苑岑 清

賞名 県 市(郡) 学校 学年 氏　　名 字 賞名 県 市(郡) 学校 学年 氏　　名 字

銀賞 大分 大分 森岡小 小１ 山﨑琴音 日 銀賞 東京 足立区 東伊興小 小４ 塩野心菜 助

銀賞 大分 杵築 八坂小 小１ 上野翔和 元 銀賞 宮城 亘理郡 逢隈小 小４ 三浦紘奈 勇

銀賞 広島 三次 和田小 小１ 音光結月 泳 銀賞 台湾 新北 莒光國小 小４ 張　淮柔 強

銀賞 大分 速見郡 川崎小 小１ 徳田彩希 宝 銀賞 台湾 南投県 普台小 小４ 蔡　宥琳 元

銀賞 大分 竹田 久住小 小２ 工藤花音 力 銀賞 台湾 新北 純徳小 小４ 洪　煜宸 良

銀賞 大分 杵築 豊洋小 小２ 本城空雅 正 銀賞 大分 大分 舞鶴小 小５ 佐藤資起 嵐

銀賞 大分 速見郡 川崎小 小２ 矢守隼士 早 銀賞 山口 大島郡 久賀小 小５ 吉村陽輝 挑

銀賞 宮城 岩沼 岩沼南小 小２ 渡邉こころ 冬 銀賞 大分 速見郡 藤原小 小５ 吉岡柚美 笑

銀賞 台湾 新北 純徳小 小２ 江　亦涵 平 銀賞 大分 速見郡 藤原小 小５ 梅木仁菜 続

銀賞 台湾 新北 純徳小 小２ 吳　宥欣 琴 銀賞 東京 足立区 古千谷小 小５ 𠮷𠮷澤梨央 越

銀賞 大分 別府 明星小 小３ 藤田悠里 止 銀賞 大分 大分 判田小 小５ 下村真里菜 真

銀賞 大分 速見郡 川崎小 小３ 井口音和 麟 銀賞 宮城 石巻 湊小 小５ 日下瑠香 頼

銀賞 大分 大分 判田小 小３ 川野怜愛 進 銀賞 台湾 南投県 普台小 小５ 李　慧妍 楽

銀賞 大分 速見郡 日出小 小３ 帯刀凛佳 旅 銀賞 台湾 南投県 普台小 小５ 尤　胤翔 翔

銀賞 大分 大分 判田小 小３ 大串明衣 明 銀賞 大分 大分 判田小 小６ 小川星奈 初

銀賞 大分 大分 豊府小 小３ 小野茉衣花 冬 銀賞 大分 大分 豊府小 小６ 嶋津咲季 挑

銀賞 大分 杵築 豊洋小 小３ 小澤　奨 生 銀賞 大分 別府 上人小 小６ 廣畑さくら 進

銀賞 台湾 新北 莒光國小 小３ 鄒 沂霏 煖 銀賞 宮城 石巻 湊小 小６ 木村麻央 羽

銀賞 台湾 新北 莒光國小 小３ 郭　滕珍 滕 銀賞 大分 国東 志成学園 小６ 清原咲希 救

銀賞 山口 廿日市 佐方小 小４ 林　佳太 笑 銀賞 大分 東国東郡 姫島小 小６ 西村美羽 限

銀賞 大分 速見郡 川崎小 小４ 藤原麻鈴 丑 銀賞 大分 速見郡 大神小 小６ 上杉南実 深

銀賞 大分 国東 志成学園 小４ 安見彩里 踊 銀賞 台湾 新北 純徳小 小６ 周　芝安 美

銀賞 大分 大分 大在西小 小４ 木野本有夕羽 希 銀賞 台湾 新北 純徳小 小６ 林　逸柔 守



賞名 県 市(郡) 学校 学年 氏　　名 字 賞名 県 市(郡) 学校 学年 氏　　名 字

銀賞 台湾 新北 純徳小 小６ 劉　心喬 永 銀賞 熊本 熊本 熊本中央高 高１ 竹内　愛 感

銀賞 大分 東国東郡 姫島中 中１ 武石美海 希 銀賞 大分 佐伯 日本文理大学附属高 高１ 工藤友花 芽

銀賞 宮城 東松島 矢本第二中 中１ 上地柊真 時 銀賞 大分 別府 別府翔青高 高１ 鈴木都亜 耐

銀賞 大分 国東 国東中 中１ 一丸ちゆき 助 銀賞 大分 大分 福徳学院高 高１ 髙屋莉歩 奏

銀賞 大分 国東 国東中 中１ 末廣帆莉 希 銀賞 大分 別府 別府翔青高 高１ 辻田　隼 夢

銀賞 大分 国東 国東中 中１ 鹿野大誠 勉 銀賞 宮城 石巻 石巻高 高２ 佐々木星夏 一

銀賞 大分 大分 大分大学付属中 中１ 石井花歩 努 銀賞 大分 別府 別府翔青高 高２ 野上　陽 勝

銀賞 大分 国東 安岐中 中１ 清原綾香 救 銀賞 香川 高松 英明高 高２ 西中風美花 動

銀賞 大分 国東 志成学園 中１ 佐藤佑樹 諦 銀賞 香川 高松 英明高 高２ 西田結香 結

銀賞 宮城 東松島 矢本第二中 中１ 三浦絆那 楽 銀賞 香川 高松 英明高 高２ 鹿庭光咲 咲

銀賞 宮城 東松島 矢本第二中 中１ 中村優唯 叶 銀賞 香川 高松 英明高 高２ 平佐萌恵 道

銀賞 大分 国東 国東中 中１ 黒木向日葵 幸 銀賞 大分 別府 別府鶴見丘高 高２ 間部陽菜 邁

銀賞 大分 大分 南大分中 中１ 山本侑奈 部 銀賞 長崎 佐世保 佐世保工業高 高２ 岩木美桜 輝

銀賞 大分 国東 安岐中 中１ 財前月菜 明 銀賞 大分 別府 明豊高 高２ 伊藤優希 勘

銀賞 台湾 桃園 八徳中 中１ 陳　伶 鏡 銀賞 台湾 台北 金甌女子高 高２ 余　信慧 平

銀賞 台湾 台北 弘道中 中１ 金　鳳璽 鳳 銀賞 台湾 台北 金甌女子高 高２ 張　承翎 智

銀賞 大分 杵築 杵築中 中２ 岩田和海 頼 銀賞 台湾 台北 金甌女子高 高２ 王　沛涵 笑

銀賞 大分 竹田 久住中 中２ 藤井祐輔 合 銀賞 台湾 新北 永平高 高３ 沈　育安 上

銀賞 大分 大分 大在中 中２ 御手洗来未 勝 銀賞 台湾 新北 致理科技大学 大 羅　筠 生

銀賞 宮城 亘理郡 逢隈中 中２ 箱石嬉多 貫 銀賞 台湾 新北 宏國徳霖科技大学 大 林　芳伃 慈

銀賞 大分 国東 志成学園 中２ 吉武凉央 薬 銀賞 台湾 新北 致理科技大学 大 陳　志琳 思

銀賞 宮城 東松島 矢本第二中 中２ 岡本光莉 煌 銀賞 台湾 新北 致理科技大学 大 黃　揚智 命

銀賞 大分 杵築 宗近中 中２ 井村ののか 達 銀賞 台湾 新北 致理科技大学 大 董　建忠 和

銀賞 台湾 台中 日南中 中２ 郭　賀妮 夢 銀賞 台湾 新北 宏國徳霖科技大学 大 徐　姿廷 習

銀賞 台湾 新北 福和中 中２ 陳　孝鈞 幸 銀賞 台湾 新北 宏國徳霖科技大学 大 鄭　丁瑋 飛

銀賞 台湾 新北 福和中 中２ 朱　芷芸 學 銀賞 台湾 新北 致理科技大学 大 黃　雨涵 時

銀賞 台湾 桃園 八徳中 中２ 王　宇恩 謝 銀賞 台湾 新北 致理科技大学 大 吳　富雄 絆

銀賞 台湾 新北 自強中 中２ 黃　書華 長 銀賞 台湾 新北 致理科技大学 大 王　家煒 唄

銀賞 大分 大分 判田中 中３ 蘓野太樹 頑 銀賞 台湾 新北  一般 吳　宣真 徳

銀賞 宮城 石巻 河南東中 中３ 本木菜々 強 銀賞 大分 豊後高田  一般 安本博幸 筆

銀賞 台湾 新北 正徳中 中３ 葉　睿庠 道 銀賞 大分 杵築  一般 松藤知美 菫

銀賞 大分 別府 別府翔青高 高１ 三成理仁 笑 銀賞 大分 国東  一般 溝部清實 寿

銀賞 大分 別府 別府翔青高 高１ 中道晴斗 正 銀賞 大分 国東  一般 森﨑好子 樂

銀賞 宮城 石巻 石巻高 高１ 遠藤　雫 実 銀賞 千葉 浦安  一般 末吉千加 凪

銀賞 大分 別府 別府翔青高 高１ 江藤未来 志 銀賞 大分 杵築  一般 小田せつ子 眺

銀賞 大分 別府 別府翔青高 高１ 上田彩馨 続 銀賞 山口 大島郡  一般 竹内　愛 美

銀賞 香川 高松 英明高 高１ 清水　彩 伸 銀賞 台湾 新北  一般 陳　艶瑜 舞

賞名 県 市(郡) 学校 学年 氏　　名 字 賞名 県 市(郡) 学校 学年 氏　　名 字

銅賞 大分 速見郡 日出小 小１ 秋吉結菜 勉 銅賞 大分 大分 南大分小 小２ 唐澤良輔 象

銅賞 広島 三次 和田小 小１ 伊豆真奈美 元 銅賞 大分 国東 志成学園 小２ 田邊玄揮 飛

銅賞 台湾 新北 純徳小 小１ 劉　軒菀 琴 銅賞 大分 速見郡 川崎小 小２ 小山田妃那 魚

銅賞 大分 国東 安岐中央小 小２ 柳瀬梨々菜 秋 銅賞 大分 速見郡 藤原小 小２ 西原史乃 赤



賞名 県 市(郡) 学校 学年 氏　　名 字 賞名 県 市(郡) 学校 学年 氏　　名 字

銅賞 宮城 石巻 湊小 小３ 志摩俊祐 金 銅賞 北海道 岩見沢 光陵中 中１ 藤井桜冴 美

銅賞 宮城 石巻 湊小 小３ 髙橋茉那 茉 銅賞 大分 国東 安岐中 中１ 芝原美桜 笑

銅賞 大分 国東 安岐小 小３ 藤田沙希 希 銅賞 大分 国東 国東中 中１ 沢田千紘 笑

銅賞 大分 東国東郡 姫島小 小３ 西村悠那 元 銅賞 宮城 東松島 矢本第二中 中１ 佐藤珠李 考

銅賞 大分 大分 長浜小 小３ 木村晟也 進 銅賞 宮城 東松島 矢本第二中 中１ 髙橋由夏 勉

銅賞 大分 国東 安岐中央小 小３ 高橋愛葉 直 銅賞 宮城 東松島 矢本第二中 中１ 阿部莉菜 懸

銅賞 大分 杵築 豊洋小 小３ 秦　沙月 真 銅賞 宮城 東松島 矢本第二中 中１ 佐藤かえで 挑

銅賞 大分 大分 南大分小 小３ 中谷　楓 命 銅賞 台湾 新北 正徳中 中１ 莊　喬茵 成

銅賞 東京 世田谷区 駒繋小 小３ 大室　香 夏 銅賞 大分 国東 国東中 中１ 財前怜英子 先

銅賞 大分 大分 南大分小 小３ 園　深月 花 銅賞 大分 佐伯 鶴谷中 中１ 村上茉央 優

銅賞 大分 大分 小佐井小 小４ 菅本梨央 星 銅賞 大分 速見郡 大神中 中２ 工藤美怜 楽

銅賞 大分 大分 判田小 小４ 安部颯真 学 銅賞 宮城 東松島 矢本第二中 中２ 渋谷ほのか 想

銅賞 大分 速見郡 豊府小 小４ 竹ノ内里好 笑 銅賞 大分 国東 志成学園 中２ 廣田龍星 釣

銅賞 大分 東国東郡 姫島小 小４ 西村優羽 協 銅賞 広島 三次 君田中 中２ 樋原　空 敬

銅賞 大分 杵築 豊洋小 小４ 本城瑛蓮 猫 銅賞 大分 東国東郡 姫島中 中２ 島崎未有 円

銅賞 広島 三次 和田小 小４ 和田心絆 明 銅賞 大分 大分 南大分中 中２ 安藤小桜 闘

銅賞 台湾 南投県 普台小 小４ 李　達興 専 銅賞 青森 むつ 田名部中 中２ 安倍朱音 勝

銅賞 台湾 新北 純徳小 小４ 陳　柚如 和 銅賞 台湾 新北 福和中 中２ 楊　千葳 益

銅賞 台湾 新北 中山小 小４ 林　瑩妤 律 銅賞 台湾 新北 正徳中 中２ 張　仲鈞 旭

銅賞 台湾 新北 純徳小 小４ 邱　翊涵 順 銅賞 台湾 台中 日南中 中２ 李　欣芸 惜

銅賞 大分 速見郡 川崎小 小５ 井口結愛 責 銅賞 台湾 新北 福和中 中２ 廖　曼雅 勇

銅賞 大分 国東 安岐中央小 小５ 宮田詩葉 夢 銅賞 台湾 新北 福和中 中２ 王　松平 防

銅賞 大分 杵築 豊洋小 小５ 西原真子 基 銅賞 台湾 新北 福和中 中２ 吳　若甄 望

銅賞 台湾 南投県 普台小 小５ 吳　孟璁 勤 銅賞 大分 国東 志成学園 中３ 平塚咲駈仁 思

銅賞 台湾 新北 莒光國小 小５ 蔡　霈歆 教 銅賞 大分 大分 南大分中 中３ 淋　朋果 我

銅賞 台湾 新北 莒光國小 小５ 林　鈺靜 和 銅賞 台湾 台中 日南中 中３ 林　柏辰 雁

銅賞 台湾 南投県 普台小 小５ 余　榛 産 銅賞 大分 別府 別府翔青高 高１ 工藤大磨 災

銅賞 宮城 石巻 蛇田小 小５ 後藤杏太朗 動 銅賞 宮城 石巻 石巻高 高１ 水野実来 咲

銅賞 大分 速見郡 川崎小 小６ 射場香久也 虹 銅賞 大分 佐伯 日本文理大学附属高 高１ 松尾彩加 志

銅賞 大分 大分 津留小 小６ 佐藤渚沙 幸 銅賞 大分 佐伯 日本文理大学附属高 高１ 小野美咲 穴

銅賞 大分 国東 志成学園 小６ 吉武凉未 挑 銅賞 香川 高松 英明高 高１ 船井　萌 忠

銅賞 大分 速見郡 藤原小 小６ 石本瑞季 部 銅賞 大分 別府 別府翔青高 高１ 佐藤美来 高

銅賞 宮城 石巻 湊小 小６ 松川心海 文 銅賞 香川 高松 英明高 高１ 上甲結子 咲

銅賞 山口 大島郡 久賀小 小６ 吉村夢羽 感 銅賞 大分 別府 別府翔青高 高１ 堤　蒼太朗 志

銅賞 大分 国東 安岐中央小 小６ 三重野　結 幸 銅賞 大分 佐伯 日本文理大学附属高 高１ 田嶋琴莉 誇

銅賞 大分 杵築 豊洋小 小６ 秦　菜月 磨 銅賞 台湾 新北 格至高 高１ 謝　宗諺 突

銅賞 台湾 新北 莒光國小 小６ 陳　怡安 新 銅賞 香川 高松 英明高 高２ 石橋奈子 輝

銅賞 台湾 新北 純徳小 小６ 魏　子芸 忍 銅賞 香川 高松 英明高 高２ 福井ゆい 福

銅賞 大分 国東 国東中 中１ 安部椛恋 明 銅賞 大分 別府 別府翔青高 高２ 甲斐萌夏 夢

銅賞 大分 国東 国東中 中１ 田中向日葵 教 銅賞 大分 中津 中津南耶馬渓高 高２ 藤多大輝 武

銅賞 大分 国東 国東中 中１ 松本悠依 楽 銅賞 長崎 佐世保 佐世保工業高 高２ 辻　堪太 備

銅賞 大分 東国東郡 姫島中 中１ 谷　杏華 響 銅賞 大分 佐伯 佐伯豊南高 高２ 小川礼流 変



賞名 県 市(郡) 学校 学年 氏　　名 字 賞名 県 市(郡) 学校 学年 氏　　名 字

銅賞 岐阜 海津 海津明誠高 高２ 若山かのん 寛 銅賞 台湾 新北 淡江大 大 楊　茜蘭 好

銅賞 岐阜 海津 海津明誠高 高２ 田中佑奈 愛 銅賞 台湾 屏東縣 屏東科技大学 大 黃　惠渝 初

銅賞 大分 中津 中津南耶馬渓高 高２ 歸坂哲太 笑 銅賞 台湾 新北 致理科技大学 大 朱　幃霆 楽

銅賞 大分 大分 芸術緑丘高 高２ 八尋梨穂 灯 銅賞 台湾 新北 致理科技大学 大 方　品惟 病

銅賞 台湾 台北 金甌女子高 高２ 楊　于欣 望 銅賞 台湾 新北 致理科技大学 大 顏　慈伶 翼

銅賞 台湾 台北 金甌女子高 高２ 何　季霖 絵 銅賞 大分 大分  一般 浜野裕子 挑

銅賞 台湾 台北 金甌女子高 高２ 洪　子涵 生 銅賞 青森 むつ  一般 長澤紅苑 楽

銅賞 青森 むつ 大湊高 高３ 成田朝香 個 銅賞 香川 高松  一般 木村恵子 穏

銅賞 大分 佐伯 佐伯豊南高 高３ 大石水杜 気 銅賞 千葉 成田  一般 根本梨沙 励

銅賞 台湾 新北 致理科技大学 大 林　倢伃 善 銅賞 宮城 岩沼  一般 太田啓之 穂

銅賞 台湾 新北 致理科技大学 大 黃　郁庭 夢 銅賞 大分 杵築  一般 矢野実千代 旅

銅賞 台湾 新北 致理科技大学 大 許　雅晴 海 銅賞 大分 大分  一般 宮﨑美香 繋

銅賞 台湾 新北 宏國徳霖科技大学 大 藍　子淩 京 銅賞 北海道 中川郡  一般 入宇田尚樹 寛

銅賞 台湾 新北 宏國徳霖科技大学 大 許　芊樺 楽 銅賞 台湾 新北  一般 曾　雅茲 滅

賞名 県 市(郡) 学校 学年 氏　　名 字 賞名 県 市(郡) 学校 学年 氏　　名 字

入選 大分 速見郡 川崎小 小１ 川上心平 走 入選 大分 速見郡 大神小 小３ 深田美月 心

入選 兵庫 姫路 城北小 小１ 金治怜実 元 入選 台湾 新北 莒光國小 小３ 徐　意絜 平

入選 台湾 新北 純徳小 小１ 許　芯語 玩 入選 台湾 新北 莒光國小 小３ 黃　湘晴 安

入選 台湾 新北 純徳小 小１ 蔡　睿恩 福 入選 宮城 石巻 湊小 小４ 村井　凛 芸

入選 東京 足立区 東伊興小 小２ 濱中佑空 見 入選 東京 足立区 東伊興小 小４ 𠮷𠮷川乃愛 実

入選 広島 三次 和田小 小２ 森友和美 花 入選 山口 大島郡 久賀小 小４ 郡山莉瑚 書

入選 東京 足立区 東伊興小 小２ 脇島未羽 星 入選 大分 杵築 豊洋小 小４ 布木蒔乃 語

入選 東京 足立区 東伊興小 小２ 坂本陽莉 弟 入選 大分 東国東郡 姫島小 小４ 西村　唄 算

入選 東京 足立区 伊興小 小２ 和野杏子 夢 入選 広島 三次 和田小 小４ 石井柚羽 共

入選 宮城 岩沼 岩沼南小 小２ 阿部煌平 楽 入選 台湾 新北 莒光國小 小４ 龔　干瑩 滿

入選 台湾 新北 純徳小 小２ 林　盈萱 学 入選 台湾 新北 大豊國小 小４ 高　葦茹 終

入選 台湾 新北 純徳小 小２ 洪　睿陽 記 入選 台湾 南投県 普台小 小４ 戴　妙蓉 金

入選 台湾 新北 純徳小 小２ 林　禹彤 安 入選 台湾 新北 中山小 小４ 朱　品樺 書

入選 大分 大分 豊府小 小３ 馬庭綺來 助 入選 台湾 新北 純徳小 小４ 雷　詠文 停

入選 大分 国東 志成学園 小３ 末武澪奈 長 入選 台湾 南投県 普台小 小４ 李　玥 交

入選 大分 速見郡 藤原小 小３ 二村倫央 鳥 入選 台湾 新北 中山小 小４ 楊　永樂 樂

入選 千葉 成田 中台小 小３ 打越楓奈 回 入選 台湾 新北 中山小 小４ 黃　梓喬 築

入選 大分 大分 別保小 小３ 釘宮晴大 勝 入選 台湾 南投県 普台小 小４ 陳　湛硯 早

入選 沖縄 名護 安和小 小３ 西　星利菜 星 入選 台湾 新北 莒光國小 小４ 張　馨云 畫

入選 沖縄 名護 安和小 小３ 島袋あめり 涙 入選 宮城 石巻 釜小 小５ 工藤愛莉 愛

入選 大分 速見郡 小佐井小 小３ 吉賀りずは 聞 入選 青森 むつ 第三田名部小 小５ 佐々木凛香 自

入選 大分 速見郡 藤原小 小３ 尾方優月 書 入選 大分 大分 南大分小 小５ 大石真央 学

入選 大分 大分 松岡小 小３ 安東祐貴 幸 入選 大分 速見郡 大神小 小５ 間部和史 志

入選 大分 国東 安岐小 小３ 酒井菜月 元 入選 宮城 遠田郡 涌谷第一小 小５ 砂越真波路 楽

入選 大分 速見郡 川崎小 小３ 枝村乃彩 明 入選 宮城 石巻 湊小 小５ 水野　駿 絵

入選 大分 杵築 八坂小 小３ 遠江一平 平 入選 宮城 亘理郡 逢隈小 小５ 佐藤心咲 頑

入選 埼玉 朝霞 朝霞第十小学校 小３ 弘山真菜 姉 入選 茨城 つくば 谷田部南小 小５ 寺坂綾祐 粘



賞名 県 市(郡) 学校 学年 氏　　名 字 賞名 県 市(郡) 学校 学年 氏　　名 字

入選 台湾 新北 純徳小 小５ 王　姸鈞 鏡 入選 宮城 東松島 矢本第二中 中１ 清水佑太 雷

入選 台湾 新北 純徳小 小５ 薛　匀瑄 福 入選 台湾 新北 正徳中 中１ 林　菩沁 福

入選 台湾 新北 純徳小 小５ 黃　囍 福 入選 台湾 新北 正徳中 中１ 王　芷翎 福

入選 台湾 新北 純徳小 小５ 熊　俞婷　 元 入選 台湾 台北 弘道中 中１ 賴　玉蕾 舞

入選 台湾 新北 純徳小 小５ 王　畇童 越 入選 台湾 台北 弘道中 中１ 黃　李匀 文

入選 台湾 新北 純徳小 小５ 陳　蜜蜜 福 入選 宮城 東松島 矢本第二中 中２ 清水優羽奈 笑

入選 大分 国東 志成学園 小６ 末武祐海 新 入選 宮城 東松島 矢本第二中 中２ 土門瑞稀 努

入選 広島 三次 和田小 小６ 加藤美心 覚 入選 北海道 岩見沢 光陵中 中２ 冨山愛未 安

入選 大分 大分 豊府小 小６ 河村采奈 初 入選 宮城 遠田郡 涌谷中 中２ 黒澤朱音 夢

入選 大分 国東 安岐中央小 小６ 秋吉駿吾 駿 入選 広島 三次 布野中 中２ 丸川日奈向 勇

入選 大分 速見郡 藤原小 小６ 三浦悠花 絵 入選 広島 三次 布野中 中２ 東　愛華 進

入選 東京　 世田谷区 世田谷小 小６ 永友理子 優 入選 宮城 東松島 矢本第二中 中２ 菅原理央 伊

入選 大分 杵築 大田小 小６ 河野心美 改 入選 大分 大分 大在中 中２ 相良優芽 表

入選 大分 国東 志成学園 小６ 豊村　葵 漢 入選 山口 柳井 柳井中 中２ 秋田唯莉 尊

入選 大分 国東 志成学園 小６ 宮本杏樹 頑 入選 広島 三次 君田中 中２ 曽根裕愛 充

入選 大分 大分 判田小 小６ 堤　康太 強 入選 大分 国東 志成学園 中２ 都留菜々花 平

入選 大分 大分 判田小 小６ 鈴木乃斗 速 入選 大分 佐伯 鶴谷中 中２ 沢田奏太 夢

入選 大分 国東 安岐小 小６ 小田蓮華 蓮 入選 台湾 新北 自強中 中２ 黃　鈺芸 精

入選 台湾 新北 純徳小 小６ 張　顥殷 康 入選 台湾 新北 正徳中 中２ 柯　恩慈 喜

入選 台湾 南投県 普台小 小６ 許　家宜 勉 入選 台湾 桃園 八徳中 中２ 陳　宥蓉 縁

入選 台湾 南投県 普台小 小６ 江　禮如 感 入選 台湾 高雄 文府学園 中２ 梁　睿琦 希

入選 台湾 南投県 普台小 小６ 程　天琦 田 入選 台湾 高雄 文府学園 中２ 何　孟瑾 和

入選 台湾 新北 純徳小 小６ 林　季虹 静 入選 台湾 南投県 宏仁中 中２ 呂　振嘉 奮

入選 大分 国東 国東中 中１ 西村裟耶 希 入選 台湾 新北 福和中 中２ 蔡　沛凱 好

入選 宮城 東松島 矢本第二中 中１ 木村あかり 鋼 入選 台湾 南投県 宏仁中 中２ 江　佳芯 恆

入選 北海道 岩見沢 光陵中 中１ 須田智花 援 入選 台湾 新北 福和中 中２ 藍　芷婕 進

入選 青森 むつ 田名部中 中１ 平沢琴葉 成 入選 大分 速見郡 大神中 中３ 辰已千里 練

入選 大分 速見郡 日出中 中１ 廣瀬成琉 挑 入選 青森 むつ 大平中 中３ 川端愛実 明

入選 大分 国東 国東中 中１ 松井新汰 気 入選 広島 三次 君田中 中３ 杉本　蓮 突

入選 宮城 東松島 矢本第二中 中１ 佐藤陸叶 努 入選 大分 大分 城東中 中３ 新名　楓 幸

入選 宮城 東松島 矢本第二中 中１ 磯田紗那 挑 入選 台湾 南投県 宏仁中 中３ 陳　羽程 助

入選 宮城 東松島 矢本第二中 中１ 一宮香南 成 入選 大分 佐伯 日本文理大学附属高 高１ 平井朱音 越

入選 宮城 東松島 矢本第二中 中１ 尾﨑心葉 挑 入選 大分 佐伯 日本文理大学附属高 高１ 佐々木　葵 喝

入選 宮城 東松島 矢本第二中 中１ 車塚虹奈 進 入選 大分 別府 別府翔青高 高１ 神鳥鈴乃 頑

入選 宮城 東松島 矢本第二中 中１ 日野栞 憧 入選 大分 別府 別府翔青高 高１ 岳藤未來 強

入選 宮城 東松島 矢本第二中 中１ 氏家好基 器 入選 大分 別府 別府翔青高 高１ 白石葵里 充

入選 宮城 東松島 矢本第二中 中１ 八髙謙汰 頑 入選 大分 大分 福徳学院高 高１ 野口愛菜 覇

入選 宮城 東松島 矢本第二中 中１ 大橋萌々 向 入選 大分 佐伯 日本文理大学附属高 高１ 大川楓子 裸

入選 宮城 東松島 矢本第二中 中１ 大森心愛 歩 入選 大分 佐伯 日本文理大学附属高 高１ 島袋琉唯 結

入選 宮城 東松島 矢本第二中 中１ 西村眞緒 支 入選 大分 佐伯 日本文理大学附属高 高１ 川上友愛 新

入選 宮城 東松島 矢本第二中 中１ 小野美優 礼 入選 大分 佐伯 日本文理大学附属高 高１ 山下大輝 気

入選 宮城 東松島 矢本第二中 中１ 瀬戸はるか 助 入選 大分 佐伯 日本文理大学附属高 高１ 末平海雄 大



賞名 県 市(郡) 学校 学年 氏　　名 字 賞名 県 市(郡) 学校 学年 氏　　名 字

入選 熊本 熊本 熊本中央高 高１ 宇藤恋花 飛 入選 台湾 新北 宏國徳霖科技大学 大 謝　杰霖 謝

入選 熊本 熊本 熊本中央高 高１ 上田玲華 翔 入選 台湾 新北 致理科技大学 大 曾　雅綸 糖

入選 宮城 石巻 石巻高 高１ 千葉百夏 心 入選 台湾 新北 致理科技大学 大 陳　思涵 守

入選 宮城 石巻 石巻高 高１ 大和優月 画 入選 台湾 新北 宏國徳霖科技大学 大 鄭　語欣 孝

入選 長野 佐久 野沢北高 高１ 清水和奏 律 入選 台湾 屏東縣 屏東科技大学 大 林　昕儀 真

入選 台湾 屏東 大同高 高１ 曾　怡華 好 入選 台湾 新北 致理科技大学 大 朱　妮儀 越

入選 大分 佐伯 佐伯豊南高 高２ 大鶴みなみ 破 入選 台湾 新北 致理科技大学 大 沈　家萱 日

入選 香川 高松 英明高 高２ 赤松彩花 彪 入選 台湾 新北 宏國徳霖科技大学 大 蕭　芳欣 先

入選 香川 高松 英明高 高２ 溝淵美香 実 入選 台湾 新北 致理科技大学 大 黃　語晴 晴

入選 香川 高松 英明高 高２ 西丸乃藍 信 入選 台湾 新北 致理科技大学 大 楊　玉玲 信

入選 香川 高松 英明高 高２ 兒玉蒼空 廻 入選 台湾 新北 宏國徳霖科技大学 大 許　靖凱 頑

入選 香川 高松 英明高 高２ 藤田琉里 恩 入選 台湾 新北 宏國徳霖科技大学 大 林　律笙 恆

入選 長崎 佐世保 佐世保工業高 高２ 上村妃向 全 入選 台湾 新北 宏國徳霖科技大学 大 劉　芯丞 師

入選 長崎 佐世保 佐世保工業高 高２ 長江夢叶 挑 入選 台湾 新北 宏國徳霖科技大学 大 陳　靜柔 舒

入選 長崎 佐世保 佐世保工業高 高２ 福田竜介 強 入選 台湾 新北 宏國徳霖科技大学 大 廖　于慧 夢

入選 沖縄 那覇 未来高 高２ 宮城孝也 決 入選 台湾 新北 宏國徳霖科技大学 大 廖　晏聆 心

入選 長崎 佐世保 佐世保工業高 高２ 土肥貴翠 進 入選 台湾 新北 致理科技大学 大 俞　亜汮 萌

入選 香川 高松 英明高 高２ 市原　光 煌 入選 千葉 成田  一般 須賀澤一起 夢

入選 大分 佐伯 佐伯豊南高 高２ 三嶋胡桃 勉 入選 山口 大島郡  一般 吉井祥雪 気

入選 香川 高松 英明高 高２ 梅木萌由 密 入選 大分 速見郡  一般 佐藤蒼月 逢

入選 台湾 台北 金甌女子高 高２ 方　君幼 星 入選 宮城 石巻  一般 鍵　紫苑 収

入選 台湾 台北 金甌女子高 高２ 戴　可婷 心 入選 千葉 成田  一般 木内由恵 花

入選 台湾 台北 金甌女子高 高２ 游　佳菱 今 入選 大分 大分  一般 周防美代子 生

入選 台湾 台北 金甌女子高 高２ 陳　羽宣 根 入選 宮城 石巻  一般 遠藤華香 挑

入選 台湾 台北 金甌女子高 高２ 林　詩亭 夢 入選 大分 大分  一般 川野千秋 華

入選 台湾 台北 金甌女子高 高２ 游　雅淳 服 入選 大分 宇佐  一般 永野恭子 輪

入選 台湾 台北 金甌女子高 高２ 陳　俞安 安 入選 大分 国東  一般 久保田笑子 幸

入選 台湾 台北 金甌女子高 高２ 楊　蕙華 炎 入選 宮城 石巻  一般 後藤智子 前

入選 大分 別府 別府翔青高 高３ 手嶋　茜 描 入選 大分 国東  一般 加藤正和 幸

入選 大分 別府 別府翔青高 高３ 大塚愛理 覚 入選 神奈川 横浜  一般 笹岡由紀子 明

入選 台湾 新北 宏國徳霖科技大学 大 謝　嘉淳 淳 入選 台湾 南投県  一般 游　淑惠 勉



第 12 回世界夢一文字コンテスト特別賞受賞者感想(一部・抜粋) 
 ※学年は旧学年 

「国東半島あいルネサンス連盟会長賞」 
 
大分県大分市立判田小学校 3 年 塚本 杏 
私が「走」の字をえらんだ理由は、りく上を習っているので書きました。りく上は自分よ

り上の学年ばかりでタイムを取るときはいつも後ろの方でした。だからじゅん位は関係なく

もっとタイムをちぢめたいと思いました。この字のむずかしかった所は、はらいのところで

す。だんだん細くする所がむずかしかったです。練習しているときは、はらいが紙から出て

しまい何回も練習しました。何回まちがっても先生はずっと教えてくれました。だから賞を

取れたと思います。これからも先生が教えてくれたことをいかしてもっとがんばりたいと思

います。賞をありがとうございました。筆を持ったおにのおきものがとてもかわいくてつく

えにかざっています。これを見るたびにますますがんばろうと思います。 
 
 
大分県大分市立城東中学校 1 年 土師 彩乃 
 自分で書きたい文字を選び思いをいろいろな人に伝えることができる「夢一文字コンテス

ト」を毎年楽しみにしています。今年は「救」という文字を選びました。何の罪もない動物

たちの命が奪われている事を知り、とても悲しく思っているからです。動物たちも私たち人

間と同じ大切な存在です。一匹でも多くの動物たちが幸せに暮らせるように動物を大切にし

ていきたいと思います。 
 
 
大分県別府市立中部中学校 2 年 阿南 佐和 
 「特別賞を受賞した」そう聞いたときはとてもビックリしましたが、それ以上にとてもう

れしかったです。「今年はどんな人が入賞してるのだろう。」「早く表彰式に行きたいな。」そ

う思っていました。しかし新型コロナウイルスの影響で表彰式は中止になり、それを聞いた

ときはすごく悲しかったです。表彰式という場はすごく大切な場。会場の空気やステージに

立った時の達成感はその場でしか体験できない今後の成長に必要になるものと思います。来

年は受賞者全員が安心して、そこでしかできない体験を一人でも多くしてもらいたいです。 
 
 
大分県立大分舞鶴高等学校 1 年 小名川 佳乃 
 書道の授業でこのコンクールを知り、初めて出品させていただきました。「克」という字を

書くことに決めメリハリをつけて頑張りたいという思いから、強弱を意識して書きました。

新年への決意を胸に真剣に向き合ってつくり上げた作品だったので、素晴らしい賞をいただ

け嬉しく思います。幼稚園のときから始めたものの中学生の時に勉強や部活動との両立が難

しく辞めてしまった書道。しかし高校での授業をきっかけに書道による心の安らぎを再確認

することができました。これからは今年の目標「克」を達成しつつ、私欲に勝って生まれた

余裕のある時間を書道にあてようと思います。 



青森県立大湊高等学校 3 年 田村 詩乃 
この度は「国東半島あいルネサンス連盟会長賞」という素晴らしい賞を受賞し嬉しく思い

ます。私は「望」という字に新しい環境での生活への期待や、夢の実現への希望を込めまし

た。今、コロナが世界的に問題となっていて、たくさんの人が感染しています。今私にでき

ることは、予防をしたり外出を控える事なのでしっかり守りたいと思います。これからコロ

ナという存在が無くなりこれ以上犠牲者が増えないことを願い、この字を一つの目標として

頑張りたいと思います。 
 

東京都武蔵野大学 大学院  福原 真子 
賞品として頂いた可愛らしい陶器の鬼の顔を見て、コロナ禍のなかにいても、ふと笑みが

こぼれるような温かい気持ちになりました。今回「湧」の文字を書きました。これは温泉地

である大分に因んだ漢字でありましたが、内側から豊かに湧き出るような素敵な人になりた

いという願いもあります。そして今のような大変な世の中であっても賞品の「筆鬼」のよう

に周囲にいる人が温かい気持ちを湧き出すような人になりたいと思います。 
 
 
 
「毎日新聞社賞」 
山口県大島郡久賀小学校 4 年 吉村 陽輝 
 ぼくは、運動会のときにみんなと協力して優勝したいから「協」という字にしました。去

年の運動会では負けてくやしかったので協力して勝ちたいです。これからも文字をていねい

に書きたいと思います。 
 
 
 
「国東市商工会賞をいただいて」 
群馬県  横田 欣彤 
毎年、夢一文字コンテストをすごく楽しみにしています。今年特に「台湾」からの応募者

が多くとても嬉しい事です。日本と台湾の架け橋になりたいので、これからもずっと世界夢

一文字コンテストに参加していきたいと思います。頑張ります。 
 
 
 
「株式会社河合組賞」 
宮崎県  衛藤 慎二 
第７回夢一文字コンテストで初の特別賞を受賞した文字が、当時亡くなった父が名付けた

私の名前「慎」でした。そして今回２回目の特別賞を「感」で受賞することができたことは

大きな驚きで感謝しています。新型コロナウイルスの感染が深刻な今だからこそ「幸せ」や

「ときめき」を感染させたい。そしてこの「幸せ」「ときめき」を感じられる人が増え未来が

明るく光り輝くことを心より願っております。今回の受賞は私の「幸せ」「ときめき」につな

がり、とても感謝しています。 



第13回展にご協賛(寄付)いただいた方々をご紹介いたします【50音順敬称略】

WORKS(松藤隆行） (杵築市) 後藤知子 (大分市) 林　春雪 (山口県)

安部澄枝 (大分市) 佐々木ユミ (大分市) 日髙久江 (大分市)

有宗恵子 (別府市) 佐藤悦子 (大分市) 福田昻明 (国東市)

池田英徳 (宇佐市) 佐藤絵里子 (大分市) 藤沢和歌子 (大分市)

伊藤千代子 (竹田市) 佐藤美和子 (大分市) 藤村　愛 (豊後大野市)

伊東泰子 (大分市) 篠田博美 (別府市) 藤村洋子 (豊後大野市)

糸永敏明 (国東市) 下藤千寿子 (竹田市) 藤本加代子 (国東市)

稲月智子 (大分市) 小苑書道教室(滝口さゆり) (国東市) 牧　恵子 (大分市)

猪原美風 (大分市) 助安明美 (大分市) 町田澄子 (大分市)

今井洋輔 (大分市) 泰濤書道館 (国東市) 松風 (国東市)

江藤直子 (大分市) 田北征生 (竹田市) 松嵜典孝 (豊後高田市)

大塚まゆみ (大分市) 田辺節士 (杵築市) 松藤知美 (杵築市)

岡　典子 (大分市) 辻元大雲 (東京都) 水澤祐美 (大分市)

片山郁恵 (大分市) 得丸秀幾 (大分市) 望月恒子 (臼杵市)

可楽クィーンズヘナ教室・大下 (大分市) 永岡智恵子 (大分市) 屋田朝陽 (別府市)

川野千秋 (大分市) 那賀修司 (大分市) 山村陽子 (大分市)

木部幸恵子 (中津市) 中村　泉 (杵築市) 吉野修介 (大分市)

神志那詩子 (大分市) 那賀由香 (大分市) 吉野睦子 (竹田市)

古城美和 (国東市) 西田書道教室（吉田智恵） (国東市) ラパロマ(中野伸哉) (国東市)

後藤キヨ子 (大分市) 野﨑弘子 (大分市) わたとら寝具（宮脇智恵子） (国東市)

温かいご支援ありがとうございます

顧     問 牧　泰正

会     長 三河明史

副 会 長 畑野　章

理     事 岩光　侃 瀧口公明 田中清照 國廣精一

委　　 員 藤本加代子 葦苅重利 堂守唯文 安倍敬二

鈴木和子 滝口さゆり 佐野秀巳 臼井淳二

瀧口　琴 松藤泰子 松本光代 吉田智恵

原田れい子 田城久寿美 大下　薫 大下恭代

溜水知美 清末京子 稻月智子 吉野修介

神志那詩子 佐藤悦子 岸本千鶴子 福田英子

福田昻明 足羽鈴予

事 務 局 牧　美穂 恒川比呂志 時枝由美 深藏祥子

国東半島あいルネサンス連盟
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