
ことし（2023 年・令和 5 年）の夢・目標を一文字で 

第１5回 世界夢一文字コンテスト 
 

主  催 国東半島あいルネサンス連盟 

後  援 大分県/国東市/姫島村/豊後高田市//国東市議会/姫島村議会/大分県教育委員会/国東市教育委員会/姫島村

教育委員会/豊後高田市教育委員会/公益財団法人書道芸術院/全日本書写書道教育研究会/台北駐福岡經

濟文化辦事處/大分県日華親善協会/毎日新聞社/大分合同新聞社/J;COM 大分ケーブルテレコム 

特別協賛 大分航空ターミナル株式会社/平倉建設株式会社/通所リハビリテーションはなみずき/社会福祉法人安

岐の郷/医療法人心誠会福田医院/大分文教産業株式会社/花風道/株式会社河合組/大分県書写書道教育研

究協議会/NPO 法人大分県書写書道指導者連合会/国東地区退職校長会/六郷満山両子寺/萱島酒造/西本皆

文堂/日本航空株式会社大分支店/全日本空輸株式会社大分支店/竹永海商/望月キウイ園/国東時間株式会

社/糀屋本店/森産業株式会社/国東市観光協会/国東市商工会/株式会社イトダネーム/九州環境管理株式会

社/株式会社グリーンワールド/株式会社ジキシン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【表彰式】令和５年２月２５日(土)13:30～15:00(予定) 

武蔵中央公民館セントラルホール(大分県国東市武蔵町古市 1107-1） 

 

《次第》 ・アトラクション(手野神楽保存会) 

・主催者挨拶 

・来賓 祝辞 

・来賓 紹介 

・表彰 (※出席者) 「夢一文字賞（団体奨励賞）」      「推薦書作家賞」 

             「国東半島あいルネサンス連盟会長賞(最高賞)」 「特別賞」 

・講評 

・受賞者代表 感想発表 

【作品展示】 

３月２０日(月)～４月 ９日(日) / 大分空港２階出発ロビー（国東市安岐町下原） 

４月１１日(火)～５月１０日(木) / ホテルベイグランド国東 2 階（国東市国東町小原 4005） 



【審査感想】 

 

【審査員】 氏名（号） 立        場 

 辻元洋一(大雲) (公財)書道芸術院顧問・前理事長/全日本書道連盟常任理事・事務局長 

 柗嵜典孝(六郷) NPO法人大分県書連会長/前大分県美術協会書道部会会長 

 池田英徳(大方) NPO法人大分県書連理事/大分県書写書道教育研究協議会顧問 

 那賀修司(思斎) NPO法人大分県書連事務局長/大分県書写書道教育研究協議会顧問 

 那賀由香(成純) 元大分県書写書道教育研究協議会役員 

 望月恒子(考鳴） 元大分県書写書道教育研究協議会役員 

 帆足朋成 大分合同新聞 文化科学部長 

 野村尚生(尚道) 大分県書写書道教育研究協議会会長 

 堂脇真理子（白鷺） 大分県立臼杵支援学校教頭 

 中野伸哉 工房ラパロマ 代表/国東市企画広報アドバイザー 

 松岡勇樹 国東時間株式会社 代表取締役社長/国東半島あいルネサンス連盟理事 

 

 

【応募内容】 （令和４年１２月３１日〆切）    

 

〇出品数 (昨年比 1,026点増)   〇出品内訳   
 

日本 台湾 カンボジア 合計  小学生 中学生 高校生 大学生 一般 

3,166 2,496 19 5,681点  1,715 1,581 1,446 517 422 

 

〇出品都道府県数 (29都道府県と海外２国)     
 

中華民国(台湾） カンボジア王国      
 

北海道 岩手県 宮城県 福島県 茨城県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 

山梨県 富山県 岐阜県 静岡県 愛知県 奈良県 大阪府 岡山県 広島県 山口県 

徳島県 香川県 愛媛県 福岡県 大分県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県  

          

〇応募一文字ランキング № 1 2 3 4 5  

   一文字 楽 笑 健 飛 愛  

 

令和 5年、飛躍の年「卯歳」を迎えました。今年こそ、コロナ禍や悲惨な戦争等、世情の不安定さから脱し、

活気ある平和な一年を期待して、第 15回「世界夢一文字コンテスト」が開催されました。 

 全国各地から、更に台湾、そしてカンボジアからも多数のご応募をいただき、大変な盛り上がりとなりまし

た。審査を担当させていただき、例年にも増して充実、多彩な内容に感服させられました。 

 小学 1年生から中学・高校と学年が上がるにつれ選ぶ文字が多様となり、大学生・一般では将来への想いや

日常生活を省みた語句、家族や先祖への感謝の気持ちなど、様々でした。 

 一文字に託す想い、その想いを綴った言葉、どれも心打たれる一葉一葉でした。そんな中で賞を決める判断

は難しく心穏やかには行えませんでしたが、コンテストの意味や目的を考えながら担当させていただきました。 

 今回のご応募を一つの契機として、更に一歩前進する一年になることを願いつつ、審査感想とさせていただ

きます。 

公益財団法人 書道芸術院  

 顧問 辻 元 大 雲  



【受賞者一覧】

推薦 大分 杵築 一般 一般 安倍敬二 己
毎日の忙しさに負けぬようにしっかりと
自分と向き合った生活を営む1年にし
たい。

推薦 大分 大分 一般 一般 神志那詩子 逢
今までの出逢いを喜び，これからの出
逢いは楽しみに。たくさんの笑顔に逢
えますように。

推薦 東京 西東京 一般 一般 広瀬舟雲 兎
今年も元気よくピョンピョンとびはねた
い。

推薦 大分 国東 一般 一般 滝口さゆり 道
長い間続けてきた書道，華道，これか
らも長くこの道を進んでいこうと思いま
す。

推薦 山梨 甲府 一般 一般 杉本龍峰 燈

昨今，コロナ禍や戦争，そして気象の
大きな変化などによって世の中が疲弊
しています。そのような中ですが，明る
い世の中になり，すべての人々が幸せ
に暮らせることを願って，今年の一文
字を「燈（ともしび）」にしました。
世の中の人々が，燈によって，明るく照
らされ，幸福に満ち溢れた生活が送れ
る年になりますよう心から願っていま
す。

推薦 宮城 石巻 一般 一般 千葉紅雪 健
新しい年が健康で笑顔が輝く日々をお
くれるようにと願います。そして周りの皆
様の健康も祈ります。

国・県 市 （郡） 学校 国・県 市 （郡） 学校

大分 国東 国見中 沖縄 那覇 未来高

大分 佐伯 日本文理大学附属高 台湾 新北 純徳小

大分 日田 墨榮書道会 台湾 新北 莒光小

宮城 東松島 矢本第二中 台湾 屏東縣 崇華小

東京 西東京 武蔵野大 台湾 南投県 宏仁中

愛知 名古屋 名古屋大谷高 台湾 苗栗県 苗栗高

広島 三次 君田中 台湾 新北 致理科技大

香川 高松 英明高 台湾 新北 淡江大

第１５回世界夢一文字コンテスト

『夢一文字賞』（団体奨励賞）【順不同】
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推薦 東京 西東京 一般 一般 下津裕美 命
争いや災害等により，尊い命が奪われ
ることのない世の中になるように切に願
い祈ります。

推薦 茨城 つくば 一般 一般 吉岡和子 楽

今年も書道教室を楽しく進めましょう。
どんどん成長していく子供達といっしょ
に
さあ，楽しみながら前進!!

推薦 東京 足立区 一般 一般 𠮷澤美帆 瞳

筆を手に持ち，お稽古に励む生徒さん
の瞳には無限の可能性を感じます。そ
の可能性をもっと引き出せるよう今年も
頑張りたいです。同時に私の瞳にも沢
山の書の美を焼きつけて作品制作に
精神して参りたいと思います。

推薦 大分 大分 一般 一般 森田裕美 輝

私の周りには目標を持って頑張る人，
とにかく全力で好きな事に没頭してい
る方，キラキラした目をした沢山の子ど
も達，皆輝いています。私も輝きを人に
与えられるような人になりたいです。

推薦 大分 豊後高田 一般 一般 安本博幸 腰

十月末にぎっくり腰を患い，一週間寝
たきりの不自由な生活を送る羽目に
なった。
この間大好きな書道もあきらめざるを得
ないという苦痛を味わった。
新しい年は腰をいたわり好きな書道が
続けられるようにーと願って!!

推薦 群馬 高崎 一般 一般 横田欣彤 湾

二年ぶりに故郷の台湾に帰ることがで
きました。年老いた両親や兄弟にも会う
ことが出来，涙が出ました。コロナもあり
簡単に帰省できませんが，いつまでも
元気で長生きしてほしいと思い故郷台
湾の一文字を選びました。

推薦 宮崎 小林 一般 一般 衛藤慎二 道
苦しくても行ってみたい道が自分の道
だから迷わずに進みたい。自分にしか
味わえない景色を夢見て

推薦 宮城 塩釜 一般 一般 笨　睦子 彩

どんなに辛いんだろうと心痛める世界
情勢でした。
そのモノクロームの世界がいつか，又，
毎日の生活で少しでも彩色されますよ
うに「彩」を選びました。

推薦 福岡 福岡 一般 一般 眞﨑信栄 還
この卯年，還暦を迎えます。私にとって
新たなスタートの年! 踏み出す一歩を
和やかに楽しみたいと思います。

推薦 大分 大分 一般 一般 今村圭佑 覚

自己覚知
目標を達成するには，自分のことをま
ずはよく知ることが重要です。
知ったつもりになっていて昨年は目標
達成できず，ようやく自覚し，スタートラ
インに立ちました。
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推薦 大分 杵築 一般 一般 坂本ヨシコ 謝

右半身の自由を失い六年の歳月がた
ちました。年を重ねるごとに少しづつ弱
り，とくに残された左のふるえがひどく
なりました。孫娘の「過ぎた事はしょうが
ない。忘れて笑顔で生きよう。」の言葉
と，私が生きて行く為に力を貸して又優
しくはげまして下さっている多くの人々
に囲まれ私は幸せ者です。
有がとう。残された日々皆様に感謝し
ながら笑顔を忘れず，明るくおだやか
に過ごしたいと思っています。

推薦 大分 大分 一般 一般 牧　恵子 秋

私は日本の四季で「秋」が一番好きで
す。自然は色とりどりに色合いを変化さ
せ，実りも多い秋は，人生にたとえれば
今の私の年齢のような気がします。
これからも日日楽しみを見つけ充実し
た人生を送りたいと思い，この字にしま
した。

推薦 宮城 仙台 一般 一般 佐藤華炎 墨 墨と共にある一年に

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１ 鳥谷　海 百
テストで百てんをいっぱいとりたいから
です。そして，なわとび（まえとび）を百
回ぐらいとべるようになりたいからです。

国東半島あいル
ネサンス連盟会
長賞

大分 大分 松岡小 小２ 佐藤　健 甘

ぼくは，甘いものが大すきです。
とくにミカンやバナナなどのくだものが
大すきです。ことしもたくさんおなか
いっぱい食べたいです。

国東半島あいル
ネサンス連盟会
長賞

台湾 新北 莒光小 小３ 牧野　詩 青

私は青色が好きです。私の洋服はほと
んど「青色」です。私の将来の夢は部
屋中の物が全部「青色」にすることで
す。

国東半島あいル
ネサンス連盟会
長賞

大分 国東 国東小 小４ 小坪瑞季 雫

私は「雫（しずく）」という漢字にしまし
た。わけはどんなに無理なことを成しと
げようとしても，したたり落ちる雫のよう
に一粒一粒とコツコツ努力を積み重ね
ていれば，最後にはぜったいに成しと
げられると私は思っているからです。

国東半島あいル
ネサンス連盟会
長賞

岡山 岡山 吉備小 小５ 薬師寺康晟 空

ぼくは，ソフトボールをしています。今
年は，空高くホームランをいっぱい打ち
たいので「空」という字をハガキいっぱ
いに書きました。

国東半島あいル
ネサンス連盟会
長賞

大分 国東 安岐小 小６ 田尾姫菜乃 宝

私は，特にこの一年でずっと大切にし
ていきたい宝物のような思い出が何個
もできました。
なので，これから深く関わり合っていく
人たちがいっしょに過ごした思い出が
宝物とまではいかなくても，そんなふう
に思ってくれるようにがんばりたいで
す。
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国東半島あいル
ネサンス連盟会
長賞

大分 杵築 杵築中 中１ 木村菜波 瞬

今年は，中学生になり，小学校の頃より
人数も増え，色々な人に出会いまし
た。テストや勉強，部活で良い成績を
残すためにみなさんたくさん努力をし
ています。
私もみんなにおくれをとらないためにも
一瞬一瞬を大切にし，努力を積み重ね
ていきたいからです。

国東半島あいル
ネサンス連盟会
長賞

台湾 新北 竹林高校附属中 中２ 蘇庭誼 凡

取り残されたくない，目立ちたくもない，
普通なら大丈夫です。自己を維持す
る，世間に惑わされず，私は普通にな
りたいだけです。

国東半島あいル
ネサンス連盟会
長賞

大分 大分 大分大学附属中 中３ 石井花歩 花

「立てば芍薬座れば牡丹歩く姿は百合
の花」私の名前の由来です。様々な経
験を重ねて私らしい花を咲かせたいと
思います。

国東半島あいル
ネサンス連盟会
長賞

大分 大分 福徳学院高 高１ 甲斐渚彩 結

私は「結」を書きました。美容師は人を
綺麗にするだけでなく，誰かとデートす
る前や結婚式の前，子供を出産する前
など誰かと結ばれる際に立ちあえる美
容師になりたいです。

国東半島あいル
ネサンス連盟会
長賞

愛知 名古屋 名古屋大谷高 高２ 佐藤美空 翔
大学受験という人生の起点。
夢を叶えるため目標に向かってとびた
ちます。

国東半島あいル
ネサンス連盟会
長賞

台湾 新北 新店高中 高３ 林佩緹 精
人生　単純　平らな精神的な超越す。
人生の昇華です。

国東半島あいル
ネサンス連盟会
長賞

東京 西東京 武蔵野大 大 武内明実 陽

未来に大陽のような温かい光が注いで
いますようにと願いこの字にしました。
コロナは依然として猛威を奮っていま
す。
私自身は，就職活動で忙しいですが，
常に前向きでいたいと思っています。
すべての人々の未来が今よりも明るく
なりますようにと思いを込めました。

国東半島あいル
ネサンス連盟会
長賞

大分 日田 一般 一般 武石榮華 書

繋がりし書友ここに居ればこそ続く教室
伸びる書の道
書に出逢えた私の人生最高に楽しくて
…幸せ

大分県知事賞 宮城 遠田郡 一般 一般 相馬朱郷 盤
私は今年から，働き始めたので，基本
を大切にして仕事に励みたいと思い，
この字を選びました。

国東市長賞 熊本 熊本 熊本中央高 高２ 緒方詩乙 舞

私は，毎日謳歌しています。コロナ禍
で様々なことが制限されている中，修
学旅行や学校生活，書道パフォーマン
スなど不自由なく生活できています。こ
れからも思いのままにすごせる毎日に
するために「舞」という字をかきました。
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姫島村長賞 大分 大分 松岡小 小５ 安東祐貴 翔

なぜぼくがこの漢字を選んだかという
と，広島カープの堂林翔太選手のファ
ンだからです。近年は調子が上がらな
いので，この漢字を書いて少しでもせ
なかをおせたらなと願っています。
来年は若ごいのようにピチピチ翔びは
ねながらプレーしてもらいたいです。

豊後高田市長賞 台湾 新北 一般 一般 陳艶瑜 祈

今の世に生きるどの人もが此度びの疫
病に打ち勝ち，健康で平安無事，念願
成就の歳であるよう祈り，そして文化の
営みにたずさわる一教師として書道教
育が益々の重視，益々盛んに，そして
日本との両国の文化交流がより深まる
よう私の新年の祈りです。

国東市議会議長
賞

徳島 徳島 四国大学 大 石堂愛実 愛

私は昨年四月から大学生になり，徳島
で寮生活を送っています。実家にいた
頃とは違う生活の中，いつも心配してく
れる両親，祖父母，応援してくれる先
生方や後輩達，気にかけてくれる先輩
方，本当に多くの人に支えられ，助けら
れ，愛を感じました。今年はこの愛に恩
返しをする一年にします。

姫島村議会議長
賞

東京 足立区 駒込中 中３ 藤城涼香 縫

繭から糸を紡いで一本にし，そこから
縫って何かをつくるように，人も一人の
人間からたくさんのことが生み出されて
いて，周りの人とも助け合い支えられな
がら生きているということは，忘れては
いけない大切なことだと思います。

大分県教育長賞 茨城 牛久 東洋大牛久附属高 高３ 中山由香 瞬
あっという間に過ぎ去った高校生活
大学は一瞬一瞬を大切に過ごしたい。

国東市教育長賞 東京 武蔵野 田無特別支援学校 高１ 岩田有依花 花
”世界に届け私の花”
世界の平和を願い，心が穏やかになる
花を届けたいです。

姫島村教育長賞 台湾 台北 幼華中 中１ 林怡恩 顔

いつも私を大事に見守ってくれる母
は，今年五月から病気で長い時間病
院で治療されてるため，あまり会えなく
て心が寂しいです。お母さんが一日も
はやく元気になり昔のように健康な笑
顔に会いたいと祈ってます。

豊後高田市教育
長賞

台湾 台北 台北建安小 小６ 吳睿育 舞
ダンサーのようにスムースに人生の舞
台に立ちたい。

国東市観光協会
賞

鹿児島鹿児島 一般 一般 迫坪佳代 春

私は春の匂いが大好きです。出会いと
別れの季節でもありますが，満開の桜
の下でのお花見。花見で一杯。もう何
十年もご無沙汰ですが。
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国東市商工会賞 大分 大分 豊府高 高２ 淋　朋果 望

私は書道を始めて多くの師に出会い，
全員が私の恩人であり，憧れの存在と
なった。
全ての師の想いを胸に，書道教師とい
う夢を自らの手で現実に変えるという意
味でこの漢字にした。

台北駐福岡經濟
文化辨事處賞

大分 佐伯 日本文理大学附属高 高１ 鈴木杏梨 命

私は将来，助産師になりたいと思って
います。
中学生の頃に可愛い赤ちゃんを毎日
見たいという思いがきっかけでした。お
母さんの産後ケアやメンタルケアをして
お母さんに寄り添い，悲しい虐待など
を少しでも防ぎたいです。信頼される
立派な助産師になりたいという思いを
込めて「命」を書きました。

全日本書写書道
教育研究会会長
賞

台湾 新北 南勢小 小４ 詹岳勳 緩

私の新年の夢は「緩和」であり，コロナ
疫病が緩和され，マスクの禁令が解除
され，マスクをせずに授業に臨み，
人々の距離が近くなり，私達の生活が
快適で安全であることを願っています。

全日本書写書道
教育研究会会長
賞

東京 足立区 伊興中 中１ 𠮷澤梨央 時

時は進む一方で，二度と戻ってこない
からこそ後悔しないように，今を大切に
し思い出を噛み締めて生きていきたい
です。
そして，この時代を生きる人々が幸せ
な時を共有できますように。

全日本書写書道
教育研究会会長
賞

大分 大分 南大分中 中３ 唐澤美結 輝

大人になるにつれ，他人に流されること
が多くなり，自分を変えたいと思うように
なりました。
新年から”自分らしさ”を大切に光り輝
いた人生をこの先送っていきたいで
す。

（公財）書道芸術
院賞

大分 国東 安岐小 小４ 藤田結愛 看

今年おじいさんが入院して，その時に
看護師さんが色々な医療機器を使い
命を助けている姿が印象に残り，私も
将来看護師になりたいと思い看という
字にしました。おじいちゃん天国で見
守っててね。

（公財）書道芸術
院賞

台湾 新北 致理科技大 大 戴安榛 命

私は選んだ漢字は「命」です。大変な
世の中で，まわりの人がどんどん離れ
ていきます。
生きているだけで精一杯だけどこれか
らも命を大切にして生きていきたいと思
います。

（公財）書道芸術
院賞

大分 国東 国見中 中２ 上杉咲斗 恋

僕は今年恋をしました。恋をすると学校
に来るのが楽しくなったし，何事も前向
きにがんばれるようになりました。
だから，この字をえらびました。
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大分県書写書道
研究協議会会長
賞

台湾 新北 莒光小 小５ 鄭詠允 暖

私は「暖」を選びました。暖と書く理由
は自分が心が（暖）温かい人になりた
いって微力ながら社会にお役に立ちた
いと思っております。

大分県書写書道
研究協議会会長
賞

大分 国東 安岐中 中３ 鳥羽華純 貫

私は意志が弱く，特に受験を目前にし
た今でも一日の勉強量を決めてもスマ
ホなどの見すぎでできないことが多くあ
ります。だから受験やその後の高校生
活でも自分が決めたことはやりぬく，貫
ぬく力をつけたいと思いこの字にしまし
た。

大分県日華親善
協会賞

台湾 台北 台北市立大学 大 廖冠婷 新

新しい年，新しい始まり。
私自身も斬新な方向に向かって積極
的に邁進し，そして疫病がすっかり浄
化され，世の中が気象新しく栄える
2023年。私の願いを「新」の一字に託し
ました。

ＮＰＯ法人書写
書道指導者連合
会会長賞

宮城 東松島 矢本第二中 中２ 菅原愛来 観

私は，新しく見つけたものに対して悲
観的でなく楽観的に考えそこから得た
知識を自分の武器にできるくらい努力
ができる大人になりたいから。

ＮＰＯ法人書写
書道指導者連合
会会長賞

台湾 新北 一般 一般 渡辺裕朗 群

ここ数年，新型コロナウイルスなどたい
へんなことに見舞われました。しかし，
世界の人々が一つの群となり，協力し，
この困難に臨んできました。今後も皆
で一丸となり群となり，がんばっていき
ましょう。

大分航空ターミ
ナル株式会社社
長賞

香川 高松 木太北部小 小５ 鳥谷眞子 望

今年は小学校，最後の学年になりま
す。
望みは高く持ちながら何事にも前向き
に取り組んでいきたいと思います。

大分航空ターミ
ナル株式会社社
長賞

福岡 福岡 九州大 大 洲菜々子 挑

就職活動を通じて自分を見つめ直す
中で，これまでの人生でたくさんの挑戦
をし，自分の可能性を広げてきたことに
気づきました。社会人になっても周りの
人と助け合いながら，挑戦を重ねる人
生にしたい。自分自身を再認識し，納
得した形で社会人への第一歩を踏み
出したいという誓いを込めて「挑」を選
びました。

大分空港マー
シャルくん賞

カン
ボジ
ア

一二三日本語教室 小３ ミアスチャンダラー 空
ぼくはあおい空をみるとげんきになっ
て，たいへんでもがんばれます。

大分空港マー
シャルくん賞

大分 杵築 山香中 中１ 松原光咲 立

私がこの字を選んだ理由は，もうすぐ
二年生になり「先輩として立たなくては
いけない」と思ったからです。そして，
生徒会委員に立候補することもその一
つです。この漢字を来年の目標の一字
にして，頑張っていこうと思います。
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大分空港マー
シャルくん賞

台湾 新北 純徳小 小２ 杜幕宸 球

コロナによる規制が緩和されたので，
以前のように球技スポーツが次々と行
われ，WBCで大谷翔平の投球や台湾
と日本が決勝戦へ進むところを見たい
です。

大分空港マー
シャルくん賞

台湾 新北 南勢小 小４ 黃琦媗 責

みなさんに責任を持ってほしいからで
す。こうすることでみなさんの手間を省
けて，仕事上の問題も減らせるので，と
ても一石二鳥なことになるでしょう！そ
れに生活上の責任を全うことで，責めら
れることも多く減らせて，この世界ももっ
とよくなりますでしょう!

平倉賞 台湾 新北 淡江高 高３ 黃宥方 澎
私は家の猫「澎澎」が好きだから，「澎」
を選びました。

平倉賞 台湾 台北 和平高 高２ 陳彥伯 毅

達成可能で野心的な目標を決定する
ことが重要です。そのためには，情熱，
集中力，忍耐力，責任感が必要です。
そして何より，真の意味で成功し，頂点
を極めるためには，粘り強さが必要な
のです。

平倉賞 台湾 屏東縣 崇華小 小６ 李晨晞 無
コロナが無くなりますように。みんなが
健康でありますように。

イトダネーム賞 台湾 新北 竹林高校附属中 中２ 何愷倫 女

人生の中に私のお母さんが大事だと思
います
ですから「女」という文字が私にぜひ大
切だと思います

通所リハビリテー
ションはなみずき
理事長賞

宮城 塩釜 一般 一般 大友貴子 笑

去年は苦しくて泣いてばかりの毎日で
したが，今年は沢山笑う事が出来まし
た。これからも笑顔と感謝を忘れず過ご
していきたいと思います。

日本航空株式会
社大分支店長賞

台湾 台北 北投国民学校 小６ 林怡岑 善

私は現在小学校６年生で，来年卒業を
迎えます。私は「善」という文字が好き
で，これから何をするにも「善」の心を
持って，みんなに接していきたいと思っ
ているのでこの文字を選びました。

全日本空輸株式
会社大分支店長
賞

台湾 宜蘭県 羅東中 中３ 林采葳 精
「より洗練された書道のスキルを楽しみ
にしています」という願いを込めて，こ
の字にしました。

社会福祉法人安
岐の郷理事長賞

福島 南相馬 鹿島小 小３ 長澤乃々湊 旅

わたしは「旅」にしました。理由は，今は
しんがたコロナウイルスがはやってい
て，外国にいけないのでみ来は外国に
旅をしてみたいからです。
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六郷満山両子寺
賞

大分 大分 判田中 中１ 佐永芽佳 芯

私が「芯」を選んだわけは，私がまだ他
の人の意見に左右されがちだからで
す。
私は授業中，自分の意見を言うことが
できますが，それでも頭の中では「やっ
ぱりこっちかな？」「こっちの方が人数
多いし・・・」というように考えて迷ってし
まいます。これでは，まだ他の人に左
右されてしまっていると思います。だか
ら，もう迷わない，真っすぐな芯の通っ
た人になりたい！と思ってます。

六郷満山両子寺
賞

愛知 名古屋 名古屋大谷高 高２ 佐野　麗 楽
私は「楽しく生きる」と同時にそのため
に「楽をしないで生きていく」という思い
を込めてこの漢字を選びました。

六郷満山両子寺
賞

大分 杵築 豊洋小 小４ 本城空雅 進

つまずいたりいやなことがあっても前を
向いて進む。一歩一歩進んでいくよう
にこの一年前をむいて進むにがんばり
ました。これから，前を向いて進むを
ずっとがんばっていきます。つらくても，
なやんでも前に進んでいきます。

萱島酒造有限会
社賞

岐阜 岐阜 一般 一般 田中恭秀 昇
今年定年を迎えるが人生はまだまだ先
は長い。上昇志向で精進したいと思う
からです。

萱島酒造有限会
社賞

山口 山口 一般 一般 矢野範子 意

目標達成の為に，高い意識を持って，
誠意を尽くし，意欲的に取り組んで行
きたいと，三つの「意」を決しました。特
別な「意」を常に大切に持って日々を
過ごしていきたい!!

糀屋本店賞 台湾 新北 宏国德霖科技大 大 陳立平 絆

陸と海，人種と国を超えて，人と人の絆
がますます深まることを願っています。
という願いを込めて，この字にしまし
た。

糀屋本店賞 宮城 石巻 石巻高 高２ 髙森琉碧 生

生きたい，来年も，そして家族や友や
親しい人達に健康な日々を生きてほし
い。先日ペットが亡くなりかけた時命は
尊く当たり前にあるものではないと知っ
た。皆に生きてほしい。
加えて僕には生涯で叶えたい夢があ
る。「全ての生き物が幸せに生きられる
世界にする。」ことだ。そのための第一
歩を来年は歩みたい。色々な知識や
生の体験をたくさん増やしたい。この思
いを一字で思い出せる「生」という字に
した。

糀屋本店賞 台湾 新北 竹圍高 高１ 許育綺 遠

「はるか遠くへ」という言葉が好きだから
「遠」を選びました。
人生は長い道ですが，何事も心を込め
て取り組めば，遠くまで行った時に振り
返っても悔いはないはずだと思いま
す。
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糀屋本店賞 大分 国東 安岐中 中３ 諸冨紗菜 瞬

コロナ禍で今も世界で多くの人々がな
くなっています。今日まで元気だった
人が明日には会えなくなるかも知れま
せん。
私は今という一瞬一瞬を大切にし，支
えてくれるたくさんの人に感謝を忘れ
ずに生きていきたいと思い「瞬」にしま
した。

糀屋本店賞 香川 高松 木太北部小 小６ 河野真依 尊

小学校で自分も周りの人も認め合い尊
重することの大切さを学びました。
中学でも尊敬し合える仲間と出会い成
長したいです。

糀屋本店賞 台湾 新北 淡水國小 小５ 許捷銘 亮
台湾では，月を「月亮」といいます。
月のように明るく輝くことを願い「亮」の
一文字を選びました。

糀屋本店賞 台湾 新北 致理科技大 大 吳雨婷 咲
「努力した自分が花のように咲いてほし
い」という願いを込めて，この字にしまし
た。

糀屋本店賞 台湾 新北 竹圍高 高１ 顏子庭 勇

勇気だ！それはこれから先，どんな問
題に直面しても「勇気」を持って立ち向
かっていってほしいという願いを込めた
ものです。

糀屋本店賞 宮城 東松島 矢本第二中 中２ 佐藤まい 茎

私が茎という漢字を選んだ理由は，だ
れかを支える人になりたいと思ったから
です。
主役の花の良さを引きだせる，支えら
れる，そんな大人になりたいです。

糀屋本店賞 愛知 名古屋 御器所小 小２ 北澤直哉 光

僕は去年，しょうぎをはじめて今は上た
つしています。しょうぎが新しい道に光
を灯してくれたので，光の字にしまし
た。

糀屋本店賞 大分 速見郡 藤原小 小１ 尾方里帆 空

わたしは「空」です。こくごのじかんに「く
じらぐも」をよんで，わたしもくもにのっ
てみたいとおもいました。二年生になっ
てもたのしいこくごでたのしいおはなし
がでてくるといいな。

糀屋本店賞 大分 大分 一般 一般 衞藤美紀 努

結婚を機に退職し，今回25年ぶりに元
の業種の仕事に復帰。全ての事にパソ
コンが関係し時代は大きく移り変わって
いた。年を重ねても経験不足でわから
ない事や失敗が多い。
しかし，私は負けない。日々努力し，今
の仕事をスムーズにできるよう毎日を大
切に生きる。
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糀屋本店賞 台湾 新北 大安高工 高３ 王奕潔 神
一人は幸せでなければならず，もう一
人は神に耳を傾けなければなりませ
ん。

糀屋本店賞 宮城 石巻 石巻高 高２ 髙橋和歌乃 塁

私は野球が大好きです。2022年も野球
を通してたくさん感動したり喜んだりし
ました。いろいろな感情を与えてくれる
野球がもっと広まるように，野球に関す
る塁という字にしました。また，塁には
かさなりという意味があります。勉強や
部活や人間関係で迷走することが多い
けど，毎日精一杯生きる，日々のかさ
なり（つみかさね）を大切にして2023年
もがんばりたいです。

糀屋本店賞 宮城 石巻 石巻高 高１ 津久家実苑 行

私は，やると決めたことは，すぐに行動
したいと思いました。また，自分から積
極的に行動し，いろいろなことを経験
できる一年にしたいと思ったからです。

国東時間賞 台湾 新北 淡水中 中３ 何盈瑩 富

富士山が大好きです。四季折々に変
化する富士山はとても美しいです。
しかも豊富な知識を身につけたいと思
います。

国東時間賞 台湾 新北 中山大 大 蔣幼安 随

「随」は中国語でまず「随和」ー親しみ
やすいという意味があります。このよう
な人柄は私が人々と付き合う態度で
す。
同時に「随性」ーありのままのように生き
ていることは私の生活哲学の一つで
す。
そのほか「随」は「八境随俗」という中国
語のことわざに入ります。ある国にい
て，この国の文化や風土などに従うとい
う意味を指します。このような思想は新
しい環境に対面する私がいつも持つ信
念です。

国東時間賞 大分 国東 国東小 小６ 今冨羽琉 夢

私は「夢」と言う字にしました。なぜなら
将来の夢があるからです。私は夢に向
かってがんばれる人になり，おばあちゃ
んになっても夢をもてるようになりたい
です。

国東時間賞 大分 大分 豊府小 小５ 馬庭綺來 憧

私は今年最高学年になります。下級生
のお手本となって憧れてもらえるような
６年生になりたいので「憧」という字を選
びました。低学年のお世話をがんばり
たいです。
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国東時間賞 台湾 新北 南勢小 小４ 張子袁 和

2022年は激動の年です。Covid-19は
依然として世界中で猛威を振るい，ウク
ライナとロシアの戦争が勃発し，台湾海
峡危機が世界の緊張，エネルギー危
機，インフレを引き起こしました。今年も
無事に過ごすことができ感謝しかありま
せん。
2023年の世界平和に向けて台湾と日
本が友好的であるように，困難な状況
の時互いに支え合い，以て「平和」とす
ることが重要です。

国東時間賞 台湾 屏東縣 崇華小 小３ 楊駿宇 師
いつか日本語の教師のような人になり
たいです。

国東時間賞 台湾 苗栗県 苗栗高 高２ 林宣男 芸
私は「芸」を選びました。
芸術家になりたいからです。

国東時間賞 台湾 台北 石牌中 中３ 梁鈞翔 勝
私は中三で来年に試験を受けます。理
想的な学校に進学するので試験に勝
ちたいです。

国東時間賞 台湾 新北 致理科技大 大 謝佳怡 純
この漢字を選んだのは，子供のような
無邪気さと純粋な心を持ち続けたいか
らです。

国東時間賞 台湾 臺北 陽明高 高１ 顏若雅 志

「意志のあるところに道は開ける」という
言葉が好きだから。また，成績が上がり
ますようにという願いを込めて，「志」を
選びました。
これからもっと頑張りたいと思います。

国東時間賞 台湾 新北 淡水國小 小５ 黃盈甄 望

ウクライナとロシアの戦争が早く終わり
ますように。台湾と中国が戦争をしませ
んように。戦争がなくなり，みんなが安
心して穏やかに過ごせるようにという希
望をこめて「望」をえらびました。

国東時間賞 宮城 東松島 矢本第二中 中２ 板垣そらじろう 絵
このかんじをえらんだりゆうは，ぼくは絵
を見たりかくことも好きなので絵を選び
ました。

国東時間賞 台湾 新北 淡水商工 高１ 李畇萱 表
告白が成功して彼に私の心を受け入
れてもらいたいから

国東時間賞 台湾 新北 淡水中 中２ 學奕辰 浄
「一心浄土」という言葉が好きだから
「浄」にしました。
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国東時間賞 台湾 新北 林口康橋国際学校付属小 小６ 林品丞 標

書道が好きですから，今まで５年ぐらい
習っています。いま日本書道の２段を
取得します。
私の目標は来年３段に昇段することで
すから，今回の文字を「標」にしました。
これからも目標に向かって努力します。

(医)心誠会福田
医院院長賞

山口 山口 山口大学附属中 中１ 大庭陽太郎 悠
悠という字には，ゆったりと落ち着くとい
う意味がある。どんな時も，心を落ち着
かせ物事に取り組みたい。

大分文教産業株
式会社賞

大分 大分 大東中 中３ 鳥井田莉那 感

一つ目は，今年初めて文化発表会と
体育大会の両方が実施できて感動す
るものをつくれたからです。
二つ目は，悩み事があったときに相談
にのってくれた友だちや受験のために
いろいろしてくれている先生や親に感
謝したいからです。

花風道賞 東京 日野 日野第七小 小２ 住山れな 星
まだ一ども見たことがないので，いつか
たくさんのながれ星を見てみたいと
思ったから星という字を書きました。

西本皆文堂賞 台湾 新北 淡江大 大 陳怡安 持

私は「持」を選びました。夢に向かって
情熱と忍耐力を維持できることを願っ
ています。
そして機会を持つことができます。
目標に向かって努力します。

西本皆文堂賞 台湾 苗栗県 苗栗高 高２ 劉家均 鶯
私は「鶯」を選びました。
台湾は鶯の鳴き声のように生気がみち
あふれている。

森産業株式会社
社長賞

香川 高松 英明高 高２ 藤原彩佳 志
私は，自分の意志をしっかりともってな
にを言われても自分が決めた目標に向
かってがんばりたいと思ったからです。

森産業株式会社
社長賞

広島 三次 君田中 中２ 宮本ひなた 家
私は家族の絆の「家」しました。家族の
絆が強い絆になっていることをイメージ
しました。

森産業株式会社
社長賞

千葉 浦安 高洲北小 小４ 松尾花愛 繋

コロナで家族と会ったり友達と会ったり
できなくなった世の中なので「みんなは
つながっている」という意味で「繋」とい
う字を書きました。

株式会社河合組
会長賞

大分 国東 国東小 小３ 重末菜央 頑

この漢字をえらんだわけは，前寒げい
この練習をしてもうと中でやめようかなと
思ったら友だちが「頑張れー」と言って
くれるとさいごまで頑ばる事ができたか
らこんな言ばにすごい力があるんだな
と思ったからです。

13



株式会社河合組
会長賞

大分 大分 福徳学院高 高１ 後藤英音 描

私は将来，絵に関する仕事をしたいと
思っています。私は絵を描くことが好き
で感じたことや思ったこと，考えたことを
絵に描いています。まだ，未熟ですが
絵を上達させて，いつか誰かの心を動
かすような絵を描けるようになりたいと
思います。

株式会社河合組
会長賞

大分 佐伯 鶴谷中 中１ 村上莉央 会

私は中学生になって新しい出会いがた
くさんありました。二年生になったらもっ
とたくさんの出会いがあると思います。
その出会いを大切にしたいという思い
でこの字にしました。

九州環境管理株
式会社賞

東京 世田谷区 トキワ松学園高 高２ 今井美裕 勝
私は今年受験生で諦めようとする自分
の弱い心に勝って，第一志望の大学に
合格したいからです。

九州環境管理株
式会社賞

大分 国東 志成学園 中２ 厚田ひな乃 笑

私は，残りわずかな部活の日々を大切
にして，最後の試合の時，勝っても負
けても笑顔で終われるようにという思い
でこの字にしました。

グリーン賞 大分 中津 中津南高 高１ 古川夏帆 逢

私は高校生になってたくさんのすてき
な出逢いをしました。
これからも出逢いを大切にして，毎日
笑顔で過ごしていきたいです。

株式会社ジキシ
ン賞

愛知 名古屋 名古屋大谷高 高１ 百田乃永 検

来年度からコースが変わり，新しい検
定や，これまで受けた検定の上級を目
指し，合格できるようにがんばりたいで
す。

竹永海商賞 大分 国東 安岐中 中２ 櫻木蓮華 神

私は「神」という字にしました。
私の祖母は病気になって救急車で運
ばれました。けっこう死に近く半身不随
になってしまって祖母はいつでもすごく
笑顔で明るくて楽しくお出かけしたり，
お正月に一緒にすごすことができなく
なって，今はコロナの関係で会うことが
できずにすごく悲しいし，寂しい思いも
しています。そんな私の大好きな明るく
笑顔な祖母が亡くなったりしたらとって
もいやだからできるなら私が神様に
なって祖母の病気をなおしたいと心か
ら思ってまたたのしくお出かけしたいと
いう夢もあって「神」という字にしました。

国東地区退職校
長会長賞

台湾 新北 竹林高校附属中 中１ 陳荃頎 福
私が世界中の人々は平和で「幸福」に
生活できるように願っています。地球か
ら戦争がなくなったらいいと思います。
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望月キウイ園賞 大分 杵築 一般 一般 清末明子 寿

令和四年は義父と母の米寿でした。
令和五年，息子の大学卒業。
それから私の還暦（めでたくない気もし
ますが・・・）

望月キウイ園賞 福岡 那珂川 那珂川中 中２ 渡邉悠人 嘘

僕が今年の目標の漢字を一言で表し
た物は「嘘」です。理由は，今年は，友
だちや，家族，先生に「嘘」をついてし
まうことが多くて，友だちに「うそつくの
やめたほうが良いよ笑」と言われたりも
して先生や，家族にもそう言われたの
で僕は今年の目標を「嘘」を付かないこ
とにしたいと思い，今年の目標の漢字
を「嘘」にしました。

毎日新聞社賞 台湾 新北 新北高 高２ 林藍心辰 舞 家族が健康でありますように

毎日新聞社賞 台湾 南投県 宏仁中 中２ 楊于慧 飽

家庭教師を終えて家に帰るのはたいて
い８時か９時なので，宿題をして翌日の
試験の暗記をしなければならずシャ
ワーを浴びて寝なければならないの
で，もう１１時か１２時です。宿題が多い
ので朝早くまで書きます。十分な睡眠
が取れたら，十分な睡眠がとれることを
願っています。

毎日新聞社賞 台湾 苗栗県 苗栗高 高２ 徐薪儒 飛
私は「飛」を選びました。高みから景色
を眺めると違う心境の変化をきたす。

毎日新聞社賞 台湾 新北 鶯歌國中 中２ 呂沛恩 虫
私は生物学者になって，未発見の昆虫
を見つけて，小さな虫で大きな夢を実
現したいです。

毎日新聞社賞 台湾 新北 莒光小 小５ 羅紫綺 福
幸福は心温まる言葉だと思いますので
「福」という字を選びました。いつまでも
みんなが幸せでありますように。

大分合同新聞社
賞

台湾 新北 純徳小 小２ 周芷緁 孝
私として父母は一番大切な人だから今
から未来でも私は親孝行をします。

J；COM大分ケー
ブルテレコム賞

台湾 屏東縣 崇華小 小１ 秦朵 家
毎日家族と一緒に楽しく生活できます
ように
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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 速見郡 大神小 小１ 田川すず 車 金賞 福岡 福津 福間中 中１ 佐藤美織 渡

金賞 大分 宇佐 四日市南小 小１ 池田英梨子 花 金賞 岡山 岡山 吉備中 中１ 薬師寺萌絵 翔

金賞 大分 速見郡 川崎小 小２ 田吹日々人 理 金賞 大分 速見郡 日出中 中１ 二村玲央 両

金賞 大分 大分 南大分小 小２ 高橋なつ 料 金賞 宮城 東松島 矢本第二中 中１ 齋藤豊太 基

金賞 台湾 新北 純徳小 小２ 陳家驊 旅 金賞 台湾 台北 幼華中 中１ 張芝穎 融

金賞 台湾 新北 純徳小 小２ 陳恩昕 昕 金賞 台湾 新北 竹林高校附属中 中１ 李亞橙 愛

金賞 群馬 高崎 吉井小 小３ 横田隼希 決 金賞 広島 三次 君田中 中２ 川原琉夢 克

金賞 大分 大分 松岡小 小３ 山内敬太 森 金賞 大分 国東 安岐中 中２ 宇都宮ひまり 晴

金賞 千葉 浦安 高洲北小 小３ 小室葵未加 然 金賞 大分 速見郡 日出中 中２ 岩波菜緒 受

金賞 台湾 新北 莒光小 小３ 魏語桐 舞 金賞 大分 国東 志成学園 中２ 水元絢音 光

金賞 台湾 新北 瓜山小 小３ 劉罐罐 如 金賞 大分 速見郡 日出中 中２ 堀　泰佳 戦

金賞 台湾 新北 南勢小 小４ 廖映亭 命 金賞 台湾 新北 竹林高校附属中 中２ 張凱宸 謙

金賞 台湾 新北 純徳小 小４ 濱野瑞 暖 金賞 大分 国東 志成学園 中２ 佐藤真穂 声

金賞 台湾 新北 莒光小 小４ 賴楷晴 畫 金賞 大分 国東 志成学園 中２ 中谷優心 楽

金賞 大分 国東 国東小 小４ 瀬田朱希 希 金賞 宮城 東松島 矢本第二中 中２ 阿部太臥 笑

金賞 東京 足立区 東伊興小 小４ 神田芽依 葉 金賞 大分 竹田 久住中 中２ 渡邉双彦 神

金賞 大分 大分 南大分小 小４ 石井咲名 書 金賞 台湾 台北 景興國中 中２ 余恩睿 量

金賞 愛知 豊橋 旭小 小４ 河合紗弥 優 金賞 台湾 新北 淡江中 中２ 蕭邦佑 縁

金賞 大分 国東 志成学園 小４ 厚田翠夏 助 金賞 台湾 新北 鶯歌國中 中２ 簡言真 變

金賞 広島 三次 八幡小 小５ 有重　満 許 金賞 台湾 台北 石牌中 中２ 鄭雅炘 時

金賞 東京 日野 豊田小 小５ 横関由佳 由 金賞 台湾 台北 瑠公國中 中３ 侯明儀 幹

金賞 大分 東国東郡 姫島小 小５ 西村悠那 涙 金賞 台湾 台北 瑠公國中 中３ 王睿宏 瘋

金賞 大分 日田 桂林小 小５ 中村心優 咲 金賞 台湾 台北 瑠公國中 中３ 李悠均 康

金賞 台湾 新北 莒光小 小５ 黃妍曦 旅 金賞 大分 国東 国東中 中３ 一丸ちゆき 愛

金賞 台湾 新北 莒光小 小５ 林㳖璇 医 金賞 大分 国東 志成学園 中３ 小玉梨恋 羽

金賞 台湾 屏東縣 崇華小 小５ 曾仲營 形 金賞 大分 国東 安岐中 中３ 芝原美桜 咲

金賞 台湾 新北 莒光小 小５ 鄒沂霏 侠 金賞 大分 国東 国東中 中３ 澤田千絋 言

金賞 台湾 台北 建安小 小６ 陳春柏 孝 金賞 大分 国東 国東中 中３ 財前怜英子 壁

金賞 台湾 新北 瓜山小 小６ 周彧爰 永 金賞 大分 国東 安岐中 中３ 小田星夏 友

金賞 台湾 新北 莒光小 小６ 童渼甯 風 金賞 大分 速見郡 日出中 中３ 間部実結 明

金賞 東京 武蔵野 境南小 小６ 松坂香凛 澄 金賞 台湾 台中 慈明高 高１ 蔡佳憫 孝

金賞 福島 南相馬 鹿島小 小６ 北元恒志 馬 金賞 台湾 苗栗県 苗栗高 高１ 傅宣霖 福

金賞 大分 日田 日隈小 小６ 二五田志織 志 金賞 熊本 熊本 熊本中央高 高１ 堀本真琴 動

金賞 大分 大分 判田小 小６ 後藤美紅 光 金賞 宮城 石巻 石巻高 高１ 髙橋　幌 燦

金賞 大分 国東 安岐小 小６ 河野結愛 愛 金賞 香川 高松 英明高 高１ 寺嶋優花 育

金賞 大分 国東 志成学園 中１ 今富りこ 飛 金賞 大分 佐伯 日本文理大学附属高 高１ 野間光莉 嬉

金賞 宮城 東松島 矢本第一中 中１ 井上凛音 楽 金賞 大分 大分 福徳学院高 高１ 吉田清香 麗

金賞 大分 大分 大東中 中１ 鳥井田結那 志 金賞 大分 大分 福徳学院高 高１ 冨田　真 業
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金賞 台湾 臺北 陽明高 高１ 庾若琪 真 金賞 台湾 台北 銘傳大 大 陳元縁 縁

金賞 台湾 新北 新北高 高１ 劉秉澄 教 金賞 台湾 新北 致理科技大 大 張育雯 登

金賞 台湾 新北 竹林高 高１ 鮑其麟 勝 金賞 台湾 新北 致理科技大 大 湯詠 愉

金賞 大分 中津 中津南高 高１ 上田真生 想 金賞 台湾 新北 宏国德霖科技大 大 鄭貞芳 安

金賞 台湾 新北 新北高 高２ 張書綺 善 金賞 台湾 新北 淡江大 大 朱郁姍 惜

金賞 台湾 苗栗県 苗栗高 高２ 余育靜 彩 金賞 福岡 田川 福岡県立大学 大 湯浅華帆 美

金賞 台湾 新北 新北高 高２ 劉怡彤 運 金賞 東京 西東京 武蔵野大 大 荒井優月 誇

金賞 台湾 台北 東山高 高２ 張皓程 良 金賞 東京 西東京 武蔵野大 大 田村真由佳 慧

金賞 台湾 苗栗県 苗栗高 高２ 范雅鈞 望 金賞 東京 西東京 武蔵野大 大 杵淵くるみ 郷

金賞 台湾 苗栗県 苗栗高 高２ 吳函靜 芸 金賞 宮城 遠田郡 東北福祉大学 大 浅野珠生 逢

金賞 香川 高松 英明高 高２ 綾　杏樹 探 金賞 東京 西東京 武蔵野大 大 柴山実桜 綺

金賞 愛知 名古屋 名古屋大谷高 高２ 山田徠心 強 金賞 宮城 岩沼 一般 一般 阿部雅悠 追

金賞 山口 山口 野田学園高 高２ 夏目晃裕 彩 金賞 宮城 岩沼 一般 一般 鈴木麻衣子 體

金賞 香川 高松 英明高 高２ 修理　心 夢 金賞 台湾 新北 一般 一般 李昀澤 烜

金賞 香川 高松 英明高 高２ 猪塚紗蘭 蘭 金賞 台湾 新北 一般 一般 呂哲維 静

金賞 大分 大分 大分支援学校 高２ 椎原健瑠 健 金賞 宮城 遠田郡 一般 一般 中塩朱華 生

金賞 愛知 名古屋 名古屋大谷高 高２ 横山水音 水 金賞 大分 杵築 一般 一般 岡嶋恵里加 髙

金賞 熊本 熊本 熊本中央高 高２ 河野結亜 燃 金賞 大分 大分 一般 一般 那賀美代 一

金賞 大分 日田 日田高 高２ 財津美月 愛 金賞 大分 速見郡 一般 一般 安田史恵 挑

金賞 香川 高松 英明高 高３ 清水　彩 新 金賞 大分 日田 一般 一般 大東裕一 心

金賞 大分 別府 別府翔青高 高３ 藤本　明 飛 金賞 大分 大分 一般 一般 岡田知也 慈

金賞 香川 高松 英明高 高３ 西原　藍 藍 金賞 大分 国東 一般 一般 森﨑好子 寧

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 速見郡 川崎小 小１ 衛藤たくみ 縄 銀賞 台湾 新北 純徳小 小４ 江亦涵 克

銀賞 大分 大分 明治小 小１ 髙司十絆 本 銀賞 台湾 新北 莒光小 小４ 林煒珊 思

銀賞 大分 速見郡 川崎小 小２ 児玉萌愛美 愛 銀賞 台湾 新北 莒光小 小４ 湯勝淇 喰

銀賞 大分 速見郡 藤原小 小２ 岩波楓奈 力 銀賞 大分 大分 豊府小 小５ 植木柊斗 書

銀賞 台湾 新北 純徳小 小２ 張心瑀 餘 銀賞 大分 大分 西の台小 小５ 加隈梨乃 望

銀賞 台湾 新北 莒光小 小２ 蔡林玨 和 銀賞 大分 速見郡 川崎小 小５ 景山結叶 新

銀賞 台湾 嘉義縣 雙溪小 小３ 侯炳丞 學 銀賞 大分 大分 津留小 小５ 佐藤宥之介 色

銀賞 台湾 屏東縣 崇華小 小３ 戴振宇 妹 銀賞 台湾 新北 淡水國小 小５ 謝季妍 學

銀賞 香川 高松 木太北部小 小３ 河野壯太 元 銀賞 台湾 新北 莒光小 小５ 徐意絜 舞

銀賞 大分 日田 光岡小 小３ 谷口彩羽 写 銀賞 台湾 嘉義縣 双渓小 小５ 陳琪允 峰

銀賞 大分 国東 安岐小 小３ 宮田詢大 走 銀賞 台湾 新北 淡水國小 小５ 服巻佑真 富

銀賞 大分 国東 国東小 小４ 日吉屋咲桜 咲 銀賞 台湾 屏東縣 崇華小 小６ 羅葦琪 探

銀賞 香川 高松 多肥小 小４ 東原遥花 長 銀賞 台湾 新北 丹鳳小 小６ 林芳葵 飛

銀賞 大分 大分 別保小 小４ 工藤綾乃 笑 銀賞 台湾 新北 純徳小 小６ 翁千涵 息

銀賞 茨城 つくば みどりの小 小４ 海老原百花 話 銀賞 台湾 新北 莒光小 小６ 劉家豪 誠

銀賞 台湾 新北 淡水國小 小４ 林程程 權 銀賞 大分 杵築 豊洋小 小６ 本城瑛蓮 彩
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銀賞 大分 竹田 豊岡小 小６ 森凛太郎 努 銀賞 香川 高松 英明高 高１ 八木愛菜 暖

銀賞 大分 大分 別保小 小６ 鈴木麻那 努 銀賞 カンボジア 一二三日本語教室 高１ ニエンナビー 春

銀賞 大分 国東 富来小 小６ 福永千晴 夢 銀賞 大分 佐伯 日本文理大学附属高 高１ 岡田姫夏 素

銀賞 台湾 台北 幼華中 中１ 李沛芯 寧 銀賞 大分 杵築 杵築高 高１ 岩田和海 続

銀賞 台湾 南投県 宏仁中 中１ 鄭詠心 樂 銀賞 台湾 台北 幼華高 高１ 楊淇喻 今

銀賞 大分 東国東郡 姫島中 中１ 挑 銀賞 台湾 苗栗県 苗栗高 高１ 周宇桐 桜

銀賞 宮城 東松島 矢本第二中 中１ 長坂良夢 希 銀賞 台湾 新北 竹圍高 高１ 張宇勝 恋

銀賞 大分 日田 東渓中 中１ 髙瀨汐琳 優 銀賞 台湾 台北 北一女子高 高１ 林俐文 麗

銀賞 東京 足立区 第十四中 中１ 奥山希空 冒 銀賞 台湾 新北 醒吾高 高１ 張宇辰 家

銀賞 大分 国東 安岐中 中１ 森田織江 進 銀賞 台湾 台北 復興實驗高級中 高２ 李浩熏 啓

銀賞 大分 国東 安岐中 中１ 林　隼斗 収 銀賞 台湾 新北 淡水商高 高２ 李怡樺 心

銀賞 大分 国東 志成学園 中１ 平塚悠夢 新 銀賞 宮城 石巻 石巻高 高２ 鈴木聡弥郁 道

銀賞 大分 日田 北部中 中２ 響 銀賞 香川 高松 英明高 高２ 野田和花奈 守

銀賞 宮城 東松島 矢本第二中 中２ 千田未羽 彩 銀賞 愛知 名古屋 名古屋大谷高 高２ 竹内彩花 強

銀賞 宮城 東松島 矢本第二中 中２ 木村　蓮 楽 銀賞 愛知 名古屋 名古屋大谷高 高２ 神野翔栄 一

銀賞 大分 国東 安岐中 中２ 堀　優月 努 銀賞 宮城 仙台 仙台西高 高２ 三井つぐみ 羽

銀賞 宮城 東松島 矢本第二中 中２ 今野凪紗 今 銀賞 宮城 仙台 仙台西高 高２ 住吉結菜 宙

銀賞 大分 杵築 山香中 中２ 岩尾咲良 志 銀賞 愛知 名古屋 名古屋大谷高 高２ 若松　楓 望

銀賞 大分 杵築 山香中 中２ 河野心美 基 銀賞 愛知 名古屋 名古屋大谷高 高２ 岩谷心平 健

銀賞 台湾 南投県 宏仁中 中２ 王禹婷 夢 銀賞 台湾 新北 醒吾高 高２ 高歆倫 楽

銀賞 台湾 新北 淡水中 中２ 林君霏 手 銀賞 台湾 苗栗県 苗栗高 高２ 謝佩渝 涙

銀賞 台湾 新北 竹林高付属中 中２ 巫泓葦 彩 銀賞 大分 大分 大分高 高２ 大塚美歩 越

銀賞 台湾 新北 淡水中 中２ 林墨澤 命 銀賞 大分 中津 中津南高耶馬溪 高２ 吉良美羽 花

銀賞 大分 国東 国東中 中２ 松林璃子 逢 銀賞 香川 高松 英明高 高２ 奈良有朱桃 我

銀賞 大分 国東 志成学園 中２ 清水悠里 演 銀賞 台湾 新北 致理科技大 高３ 盧婕瑜 和

銀賞 大分 国東 国東中 中２ 藤本心音 笑 銀賞 香川 高松 英明高 高３ 鈴木　光 蝶

銀賞 大分 国東 安岐中 中３ 秋𠮷優衣香 信 銀賞 沖縄 那覇 未来高 高３ 普久原未怜 喜

銀賞 大分 速見郡 日出中 中３ 江藤葵衣 選 銀賞 台湾 新北 致理科技大 大 范氏垂玲 成

銀賞 宮城 東松島 矢本第二中 中３ 木村あかり 鋼 銀賞 台湾 新北 宏國徳霖科技大 大 王建為 強

銀賞 広島 三次 君田中 中３ 石田椎奈 生 銀賞 台湾 新北 致理科技大 大 洪嘉均 絆

銀賞 東京 日野 日野第二中 中３ 福田　慈 埖 銀賞 台湾 新北 宏國徳霖科技大 大 鄭力瑋 和

銀賞 大分 国東 安岐中 中３ 財前月菜 陽 銀賞 台湾 新北 淡江大 大 吳漾琪 仁

銀賞 大分 国東 志成学園 中３ 野田若菜 可 銀賞 東京 西東京 武蔵野大 大 長谷川史歩 縁

銀賞 台湾 台北 瑠公國中 中３ 顔子璇 安 銀賞 東京 西東京 武蔵野大 大 松崎晴香 強

銀賞 台湾 台北 瑠公國中 中３ 林以潔 祥 銀賞 東京 西東京 武蔵野大 大 西岡良祐 数

銀賞 台湾 南投県 宏仁中 中３ 張婕妤 願 銀賞 東京 日野 実践女子大 大 山本珠未 繋

銀賞 熊本 熊本 熊本中央高 高１ 山本心美梨 想 銀賞 北海道 札幌 北翔大 大 中原飛鳥 飛

銀賞 カンボジア 一二三日本語教室 高１ カエウソヘーン 空 銀賞 東京 西東京 武蔵野大 大 田中萌夏 倖

銀賞 山口 山口 山口高 高１ 久保真凜 琉 銀賞 台湾 新北 一般 一般 林怡君 飛
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銀賞 台湾 新北 一般 一般 許銘祥 穏 銀賞 鹿児島 鹿児島 一般 一般 植村靖子 悠

銀賞 茨城 成田 一般 一般 圓城寺千代 健 銀賞 千葉 浦安 一般 一般 末吉千加 穏

銀賞 宮城 名取 一般 一般 金田都里 健 銀賞 沖縄 宮古島 一般 一般 久貝美和 躍

銀賞 熊本 宇城 一般 一般 古城仁秀 飛 銀賞 宮城 遠田郡 一般 一般 井筒青翔 健

銀賞 宮城 石巻 一般 一般 小竹未紗 尊 銀賞 大分 日田 一般 一般 須藤波子 健

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 東京 日野 平山小 小１ 大野　然 然 銅賞 台湾 台北 士東小 小６ 沈品萱 兔

銅賞 台湾 新北 文林小 小１ 陳群 字 銅賞 台湾 嘉義縣 雙溪小 小６ 候又壬 𠮷

銅賞 台湾 新北 純徳小 小２ 江若榛 白 銅賞 台湾 新北 竹林高付属中 中１ 洪士軒 神

銅賞 台湾 屏東縣 崇華小 小２ 邱又宥 時 銅賞 台湾 宜蘭県 羅東中 中１ 賴可兒 眠

銅賞 大分 国東 旭日小 小２ 大谷蒼空 飼 銅賞 広島 三次 君田中 中１ 松原一葉 成

銅賞 大分 大分 松岡小 小２ 藤原心春 食 銅賞 宮城 東松島 矢本第二中 中１ 菅原ゆず 舞

銅賞 台湾 新北 淡水國小 小３ 曾江元 百 銅賞 茨城 つくば 谷田部中 中１ 寺坂綾祐 正

銅賞 台湾 新北 純徳小 小３ 李昕 福 銅賞 大分 国東 国東中 中１ 平川陽斗 気

銅賞 台湾 台北 士東小 小３ 張祐齊 慧 銅賞 北海道 岩見沢 光陵中 中１ 菊地瑠依 頑

銅賞 宮城 岩沼 岩沼南小 小３ 髙畑結衣 夏 銅賞 大分 国東 安岐中 中１ 伊東里彩名 夢

銅賞 大分 竹田 白丹小 小３ 本郷雄志 実 銅賞 大分 国東 安岐中 中１ 松丸芽愛 頼

銅賞 台湾 新北 瓜山小 小４ 葉禮物 始 銅賞 大分 国東 安岐中 中２ 髙井健心 破

銅賞 台湾 新北 南勢小 小４ 吳佳達 安 銅賞 大分 国東 志成学園 中２ 豊村　葵 闘

銅賞 台湾 台北 関渡國小 小４ 林楷閎 福 銅賞 大分 国東 志成学園 中２ 清原咲希 貫

銅賞 台湾 新北 林口康橋国際学校付属小 小４ 許鈞珈 食 銅賞 大分 国東 志成学園 中２ 光本晴香 幸

銅賞 大分 大分 南大分小 小４ 秦　朱里 踊 銅賞 大分 国東 志成学園 中２ 末綱夢叶 美

銅賞 福島 南相馬 鹿島小 小４ 前田陽菜乃 綺 銅賞 台湾 新北 竹林高付属中 中２ 張可忻 心

銅賞 大分 東国東郡 姫島小 小４ 長尾　豊 友 銅賞 台湾 新北 竹林高付属中 中２ 董浩澐 愛

銅賞 宮城 遠田郡 涌谷第一小 小４ 牛渡元輝 命 銅賞 台湾 新北 竹林高付属中 中２ 黃冠蓁 猫

銅賞 大分 国東 富来小 小５ 小柳歩実 笑 銅賞 福岡 那珂川 那珂川中 中２ 吉田敬三郎 守

銅賞 大分 大分 別保小 小５ 釘宮晴大 夢 銅賞 台湾 新北 淡江中 中２ 劉心喬 永

銅賞 大分 竹田 南部小 小５ 昆　心宥 県 銅賞 大分 大分 城東中 中２ 佐藤渚沙 幸

銅賞 大分 速見郡 藤原小 小５ 吉岡美咲 作 銅賞 宮城 東松島 矢本第二中 中２ 遠藤綾夏 綾

銅賞 台湾 新北 莒光小 小５ 石佾珍 責 銅賞 宮城 東松島 矢本第二中 中２ 深堀　唯 変

銅賞 台湾 新北 淡水國小 小５ 葉佑承 時 銅賞 大分 国東 国東中 中２ 栗田紗奈 手

銅賞 台湾 屏東縣 崇華小 小５ 陳昱劭 欲 銅賞 大分 国東 志成学園 中３ 厚田桃花 越

銅賞 台湾 台北 興德國小 小５ 余恩喆 飾 銅賞 大分 国東 安岐中 中３ 今村美月 壱

銅賞 大分 東国東郡 姫島小 小６ 須賀琥太朗 灯 銅賞 宮城 東松島 矢本第二中 中３ 佐藤かえで 考

銅賞 大分 宇佐 四日市北小 小６ 五所さくら 優 銅賞 大分 国東 国東中 中３ 渡邉結萌 楽

銅賞 大分 速見郡 大神小 小６ 藤原琴乃 楽 銅賞 宮城 東松島 矢本第二中 中３ 佐々木澪 人

銅賞 熊本 宇城 当尾小 小６ 中島彩央李 李 銅賞 大分 国東 安岐中 中３ 阿部百華 敬

銅賞 台湾 屏東縣 崇華小 小６ 呂宇璿 爺 銅賞 広島 三次 君田中 中３ 茶木来実 鳥

銅賞 台湾 新北 二重小 小６ 朱保萓 惜 銅賞 台湾 台北 瑠公國中 中３ 黃婷 旦
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銅賞 台湾 台北 瑠公國中 中３ 楊訓堯 路 銅賞 台湾 台中 慈明高 高２ 廖仕斌 空

銅賞 台湾 新北 竹林高校附属中 中３ 曾嘉君 前 銅賞 台湾 苗栗県 苗栗高 高２ 羅新陸 楽

銅賞 台湾 台北 東山高 高１ 廖子淇 夜 銅賞 台湾 台中 慈明高 高３ 黃信傑 雪

銅賞 台湾 苗栗県 苗栗高 高１ 巫冠霆 芸 銅賞 台湾 彰化県 達德商業高 高３ 鄭宗瑋 孝

銅賞 台湾 苗栗県 苗栗高 高１ 康瑜庭 康 銅賞 沖縄 那覇 未来高 高３ 友利明日香 美

銅賞 台湾 臺北 陽明高 高１ 吳天心 康 銅賞 台湾 新北 淡江大 大 周義翔 絵

銅賞 台湾 新北 醒吾高 高１ 蔡佳晏 幸 銅賞 カンボジア 一二三日本語教室 大 ヘーンシウイン 家

銅賞 大分 中津 中津南高 高１ 平田清人 彩 銅賞 台湾 新北 宏国德霖科技大 大 郭育華 成

銅賞 香川 高松 英明高 高１ 六車直緒 星 銅賞 台湾 新北 致理科技大 大 張雅柔 考

銅賞 宮城 石巻 石巻高 高１ 軽部恵未 健 銅賞 台湾 新北 致理科技大 大 張翠芸 竹

銅賞 大分 別府 別府翔青高 高１ 松岡眞羽音 頂 銅賞 東京 西東京 武蔵野大 大 磯貝唯吹 技

銅賞 大分 大分 岩田高 高１ 堀明彩美 舞 銅賞 東京 西東京 武蔵野大 大 于　美慧 涼

銅賞 大分 大分 大分支援学校 高１ 堀　桃乃 桃 銅賞 東京 西東京 武蔵野大 大 玉井夕南 動

銅賞 大分 佐伯 日本文理大学附属高 高１ 東　美友 葉 銅賞 千葉 成田 玉川大 大 久保田珠鶴 花

銅賞 愛知 名古屋 名古屋大谷高 高２ 佐藤貴仁 成 銅賞 宮城 仙台 宮城調理専門学校 大 梅澤瑠華 造

銅賞 大分 別府 別府翔青高 高２ 福永彩乃 遇 銅賞 京都 京都 京都橘大 大 長尾美咲 進

銅賞 香川 高松 英明高 高２ 小山侑那 海 銅賞 宮城 石巻 一般 一般 阿部一鈴 土

銅賞 愛知 名古屋 名古屋大谷高 高２ 水谷友香 学 銅賞 鹿児島 鹿児島 一般 一般 宮元美奈子 平

銅賞 香川 高松 英明高 高２ 濱崎麗真 牛 銅賞 台湾 南投県 一般 一般 莫雅真

銅賞 香川 高松 英明高 高２ 藤川　碧 信 銅賞 台湾 台北 一般 一般 林司庠 芯

銅賞 香川 高松 英明高 高２ 久保田彩心 彩 銅賞 カンボジア 一般 一般 マイヤット 星

銅賞 カンボジア 一二三日本語教室 高２ パウソッキアン 水 銅賞 宮城 遠田郡 一般 一般 浅野洋子 挑

銅賞 沖縄 那覇 未来高 高２ 宮里龍哉 花 銅賞 大分 杵築 一般 一般 岡嶋大樹 楽

銅賞 大分 別府 南石垣支援学校 高２ 眞鍋拓矢 細 銅賞 大分 大分 一般 一般 今村鈴代 喜

銅賞 台湾 新北 新北高 高２ 周雨萱 凪 銅賞 大分 宇佐 一般 一般 落合美紀子 孫

銅賞 台湾 台北 金甌女子高 高２ 劉睿雅 道 銅賞 大分 竹田 一般 一般 佐藤笑美 慈

銅賞 台湾 新北 淡江高 高２ 黃昕妮 素 銅賞 大分 大分 一般 一般 大津悦子 気

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 東京 足立区 東伊興小 小１ 楊錦阳 教 入選 鹿児島 鹿児島 中山小 小３ 関紗奈 実

入選 茨城 つくば 谷田小 小１ 𠮷沼円香 字 入選 大分 速見郡 大神小 小３ 原田梓桜 優

入選 大分 国東 志成学園 小１ 田なべれお 礼 入選 大分 速見郡 藤原小 小３ 小崎恭寛 虫

入選 大分 速見郡 大神小 小２ 田村色澄 歌 入選 大分 大分 大分大学附属小 小３ 野尻千勢 本

入選 東京 日野 豊田小 小２ 高橋莉理愛 理 入選 茨城 つくば 谷田部南小 小３ 寺坂滉祐 勉

入選 大分 大分 豊府小 小２ 坂口翔望 歌 入選 台湾 屏東縣 崇華小 小３ 李易軒 女

入選 大分 大分 大在西小 小２ 薬師寺桃子 九 入選 台湾 宜蘭縣 公正小 小３ 江忞青 遙

入選 台湾 新北 純徳小 小２ 張書瑋 書 入選 台湾 新北 純徳小 小３ 林昱彤 動

入選 台湾 新北 純徳小 小２ 張英群 樹 入選 台湾 新北 純徳小 小３ 羅又恩 恩

入選 台湾 新北 純徳小 小２ 林欣彤 互 入選 大分 国東 志成学園 小４ 葛城　奏 踊

入選 台湾 新北 純徳小 小２ 李芊樂 日 入選 大分 速見郡 藤原小 小４ 西原史乃 楽
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入選 福島 南相馬 鹿島小 小４ 北元悠成 牛 入選 台湾 南投県 宏仁中 中１ 王楷甯 進

入選 東京 足立区 東伊興小 小４ 栃本爽良 親 入選 台湾 南投県 宏仁中 中１ 辜士毅 健

入選 宮城 牡鹿郡 女川小 小４ 菅原萌珂 命 入選 大分 国東 国見中 中１ 蔵本祐斗 輝

入選 埼玉 朝霞 朝霞第六小 小４ 金子美玖 優 入選 大分 国東 安岐中 中１ 小原日向 登

入選 東京 足立区 東伊興小 小４ 楊錦玥 願 入選 宮城 東松島 矢本第二中 中１ 渥美結月 糸

入選 台湾 屏東縣 崇華小 小４ 黃柏源 源 入選 台湾 新北 竹林高校附属中 中１ 宋紫綺 統

入選 台湾 台北 新興小 小４ 黃鼎鈞 清 入選 大分 国東 国東中 中１ 清原　杏 直

入選 台湾 新北 淡水國小 小４ 張睿宸 知 入選 宮城 東松島 矢本第二中 中１ 奥田桃花 恩

入選 台湾 新北 純徳小 小４ 吳晨瑀 平 入選 広島 三次 君田中 中１ 川原琉芽 輝

入選 台湾 新北 瓜山小 小４ 陳安 福 入選 宮城 東松島 矢本第二中 中１ 坂本栞樹 憧

入選 福岡 福岡 老司小 小５ 森島しき 色 入選 大分 国東 安岐中 中１ 工藤優花 平

入選 福岡 福岡 老司小 小５ 古賀豊士 魚 入選 宮城 岩沼 岩沼中 中１ 佐治亜衣子 戦

入選 大分 大分 松岡小 小５ 秦　和叶 伝 入選 静岡 焼津 大村中 中２ 竹田芽久 輪

入選 宮城 牡鹿郡 女川小 小５ 小松桃々 遂 入選 宮城 東松島 矢本第二中 中２ 工藤光音 気

入選 大分 別府 山の手小 小５ 矢頭知佳 地 入選 福岡 那珂川 那珂川中 中２ 髙橋采芭 芸

入選 大分 国東 旭日小 小５ 志丸　丈 塁 入選 大分 竹田 竹田南部中 中２ 堀恵麗奈 努

入選 福岡 福岡 老司小 小５ 西野晴喜 助 入選 福岡 那珂川 那珂川中 中２ 村川星南 星

入選 台湾 新北 淡水國小 小５ 陳韋彤 愛 入選 大分 杵築 山香中 中２ 橋本愛梨 和

入選 台湾 屏東縣 崇華小 小５ 秦睿 景 入選 福岡 那珂川 那珂川中 中２ 前田明凜 貫

入選 台湾 屏東縣 崇華小 小５ 黃羿臻 語 入選 台湾 新北 海山中 中２ 何曜宇 永

入選 台湾 南投県 宏仁中 小５ 劉承諭 龍 入選 台湾 南投県 宏仁中 中２ 郭譯縵 康

入選 台湾 新北 純徳小 小５ 陳羿琦 光 入選 台湾 南投県 宏仁中 中２ 蔡紹文 心

入選 台湾 新北 淡水國小 小５ 李潔昀 雲 入選 台湾 南投県 宏仁中 中２ 許茜亦 易

入選 台湾 新北 文林小 小５ 陳辰 英 入選 福岡 那珂川 那珂川中 中２ 成合柚香 描

入選 台湾 台北 建安小 小６ 胡采嵐 舒 入選 北海道 岩見沢 光陵中 中２ 藤本くるみ 芯

入選 台湾 新北 莒光小 小６ 張淮柔 歌 入選 大分 速見郡 大神中 中２ 佐藤沙和 挑

入選 台湾 新北 純徳小 小６ 李唯寛 兔 入選 大分 日田 東有田中 中２ 財津ゆりか 挑

入選 台湾 新北 莒光小 小６ 梁聿宜 春 入選 大分 東国東郡 姫島中 中２ 西村美羽 瞬

入選 台湾 新北 金龍國小 小６ 劉定羽 網 入選 大分 杵築 杵築中 中２ 秦　菜月 勉

入選 台湾 新北 純徳小 小６ 高宇力 高 入選 大分 日田 東有田中 中２ 財津佳音 飛

入選 大分 国東 富来小 小６ 中本光咲 笑 入選 大分 東国東郡 姫島中 中２ 明石凰登 覚

入選 東京 武蔵野 大野田小 小６ 渡邊惠俊 信 入選 宮城 東松島 矢本第二中 中２ 相澤理愛 自

入選 大分 杵築 八坂小 小６ 松矢悠斗 歩 入選 熊本 阿蘇郡 産山学園 中２ 埜口颯花 穏

入選 東京 足立区 東伊興小 小６ 塩野心菜 瞬 入選 大分 東国東郡 姫島中 中２ 北村悠良 夢

入選 大分 杵築 豊洋小 小６ 大村椛帆 想 入選 福岡 那珂川 那珂川中 中２ 松本胡桃 笑

入選 宮城 遠田郡 涌谷第一小 小６ 池田あかり 楽 入選 宮城 東松島 矢本第二中 中２ 佐々木奈桜 彗

入選 台湾 新北 竹林高校附属中 中１ 鄭伊婷 想 入選 台湾 新北 竹林高校附属中 中３ 吳芯萓 勤

入選 台湾 新北 淡水中 中１ 吳秉錩 康 入選 台湾 新北 竹林高校附属中 中３ 王允睿 惜

入選 台湾 新北 淡水中 中１ 張子霖 和 入選 台湾 新北 竹林高校附属中 中３ 林君翰 進
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入選 台湾 新北 竹林高校附属中 中３ 劉正儀 誠 入選 台湾 台北 金甌女子高 高２ 王怡真 梅

入選 台湾 台北 瑠公國中 中３ 吳佩穎 平 入選 台湾 新北 淡水商工 高２ 林雋佑 形

入選 大分 東国東郡 姫島中 中３ 谷　杏華 志 入選 台湾 苗栗県 苗栗高 高２ 黃宇賢 鳥

入選 大分 国東 志成学園 中３ 松原　樹 新 入選 台湾 新北 淡江高 高２ 黃育緯 健

入選 宮城 東松島 矢本第二中 中３ 岩槻遼大 成 入選 香川 高松 英明高 高２ 近藤菜摘 支

入選 大分 国東 国見中 中３ 古森彩夏 渦 入選 香川 高松 英明高 高２ 保井佑斗 幸

入選 大分 国東 国東中 中３ 萱島悠太 光 入選 愛知 名古屋 名古屋大谷高 高２ 土佐純綺 求

入選 大分 国東 国東中 中３ 末廣帆莉 笑 入選 香川 高松 英明高 高２ 川井翔生 望

入選 大分 国東 国東中 中３ 泉田優駿 何 入選 香川 高松 英明高 高２ 佐々木七海 海

入選 大分 国東 国見中 中３ 武井そら 春 入選 香川 高松 英明高 高２ 山浦来美 謝

入選 大分 国東 安岐中 中３ 永松知樹 月 入選 香川 高松 英明高 高２ 水澤こころ 広

入選 宮城 東松島 矢本第二中 中３ 大友美侑 信 入選 香川 高松 英明高 高２ 三好凜星 星

入選 大分 国東 安岐中 中３ 永井美玖 踊 入選 香川 高松 英明高 高２ 池田寛捺 助

入選 大分 国東 志成学園 中３ 秦　楓來 決 入選 香川 高松 英明高 高２ 大島茉生 役

入選 台湾 台北 東山高 高１ 吳韋瑩 穫 入選 香川 高松 英明高 高２ 美馬蒼司 勝

入選 台湾 台北 東山高 高１ 林建丞 美 入選 香川 高松 英明高 高２ 南里優斗 世

入選 台湾 新北 竹圍高 高１ 林姿庭 合 入選 香川 高松 英明高 高２ 川﨑陽菜 支

入選 台湾 新北 竹圍高 高１ 高慧恩 自 入選 香川 高松 英明高 高２ 尾中亮太 命

入選 台湾 新北 醒吾高 高１ 王采愉 幸 入選 香川 高松 英明高 高２ 小野大和 層

入選 台湾 新北 醒吾高 高１ 江衍哲 友 入選 香川 高松 英明高 高２ 田上真愛 笑

入選 台湾 苗栗県 苗栗高 高１ 黃子芸 康 入選 台湾 桃園 中大壢中 高３ 李晴弈 飛

入選 台湾 台北 百齡高 高１ 林愷言 静 入選 香川 高松 英明高 高３ 今治大翔 躍

入選 大分 佐伯 日本文理大学附属高 高１ 柴原里桜 奏 入選 香川 高松 英明高 高３ 門野紅葉 鮹

入選 大分 中津 中津南高耶馬溪 高１ 中村　成 舞 入選 香川 高松 英明高 高３ 神谷達弥 漆

入選 大分 佐伯 日本文理大学附属高 高１ 矢野夏海 技 入選 香川 高松 英明高 高３ 仲田萌々花 楽

入選 大分 佐伯 日本文理大学附属高 高１ 志村真緒 勝 入選 台湾 新北 致理科技大 大 劉姸汝 鯨

入選 大分 佐伯 日本文理大学附属高 高１ 五十川瑠香 表 入選 台湾 新北 淡江大 大 吳昭寛 為

入選 大分 別府 別府翔青高 高１ 手島颯太 帆 入選 台湾 新北 致理科技大 大 唐家雯 雛

入選 大分 別府 別府翔青高 高１ 水元叶望 耀 入選 台湾 新北 致理科技大 大 唐靖淳 歌

入選 宮城 石巻 石巻高 高１ 蒔苗美乃 実 入選 台湾 新北 淡江大 大 徐心韋 美

入選 香川 高松 英明高 高１ 三宅杏奈 他 入選 台湾 台中 中台科技大 大 法林 食

入選 大分 中津 中津南高 高１ 荒巻千都沙 鳩 入選 台湾 新北 宏國徳霖科技大 大 許芊樺 食

入選 大分 中津 中津南高 高１ 石田未来 絆 入選 台湾 新北 淡江大 大 張家瑛 縁

入選 大分 佐伯 日本文理大学附属高 高１ 菅原きらり 厳 入選 東京 西東京 武蔵野大 大 松浦若菜 陽

入選 台湾 台中 慈明高 高２ 林昌諺 戦 入選 東京 西東京 武蔵野大 大 庄古なつ 蠟

入選 台湾 台北 金甌女子高 高２ 黃令瑜 懸 入選 東京 西東京 武蔵野大 大 大橋美空 挑

入選 台湾 台北 金甌女子高 高２ 黃子寧 日 入選 東京 西東京 武蔵野大 大 羅　新婕 夜

入選 台湾 台中 慈明高 高２ 謝青樺 風 入選 東京 日野 日本大 大 𠮷川園子 街

入選 台湾 彰化県 達德商業高 高２ 葉艶云 心 入選 東京 西東京 武蔵野大 大 根岸　亘 成
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入選 大分 別府 別府溝部学園 大 平本みなみ 始 入選 東京 大田区 一般 一般 二之方かおり 夢

入選 京都 京都 同志社大 大 嶋津花音 軸 入選 宮城 岩沼 一般 一般 齋藤由佳 雪

入選 東京 西東京 武蔵野大 大 糸日谷莉子 溢 入選 福岡 福津 一般 一般 柳田きくよ 翼

入選 東京 西東京 武蔵野大 大 三好さくら 長 入選 宮城 石巻 一般 一般 伊澤香雨 和

入選 台湾 台北 一般 一般 薛秀美 寂 入選 山口 下関 一般 一般 乗兼佑司

入選 台湾 台北 一般 一般 陳錦山 慈 入選 鹿児島 鹿児島 一般 一般 堀之内真理 念

入選 台湾 台北 一般 一般 陳嘉興 麗 入選 大分 日田 一般 一般 内田佳憲 起

入選 台湾 新北 一般 一般 沈里音 平 入選 大分 日田 一般 一般 松本壽子 優

入選 カンボジア 一般 一般 クーンソチア 頂 入選 大分 別府 一般 一般 篠田博美 穏

入選 大分 杵築 一般 一般 三房麻理 続 入選 大分 中津 一般 一般 照山佳歩 授

入選 大分 杵築 一般 一般 松本明子 翔 入選 大分 日田 一般 一般 酒井典子 笑
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第 14回世界夢一文字コンテスト受賞者感想(一部・抜粋) 

 ※学年は令和４年１月当時 

「国東半島あいルネサンス連盟会長賞」 

香川県高松市 多肥小学校 3年 東原遥花 

今年も一生懸命練習をしました。学校でもっと勇気を持って行動したら自信も持てるよう

になるから、自分から行動できるようにがんばってください、という先生からの話がありま

した。わたしは、はずかしがり屋だけど、もうすぐ 4年生になるので、勇気を持って行動し

たいと思っていたから、今年の一文字「勇」がすぐに決まりました。これからも、たくさん

練習してもっと上手になりたいです。 

 

香川県高松市 木太北部小学校 4年 鳥谷眞子 

 今年、選んだ字は「気」という字です。選んだ理由は人の気持ちを考えられる人になりた

いと思ったからです。チクチク言葉は言わないように気をつけたり、思いやりの心を持てる

ようになりたいと思います。また、元気な子でいたいという意味も込められているので、け

がをしたり風邪をひいたりしないように毎日の生活に気を配りながら過ごしたいと思いま

す。 

 

東京都足立区 古千谷小学校 6年 山田花暖 

 私は誰かの「支」えになる事を目標として小学校生活を送ってきました。でも最近、自分

を支える一番の見方は自分だと気づきました。中学生になればもっと悩みも増えるでしょう

し、自分より相手を優先してしまいがちになると思います。ですが、自分だけでも自分の

「支」えでいたいです。素敵な賞、ありがとうございました。 

 

東京都西東京市 武蔵野大学 冨沢加奈 

 私は書道を始めて一年ほどになります。今回素晴らしい賞をいただくことができた嬉しさ

と自分が受賞したことの驚きで胸が一杯です。私は「煌」という文字を選びました。私自身

も「煌」という文字が似合う人間になれるようこれからも一日一日を大切に、何事も努力し

続けていきたいと思います。 

 

「糀屋本店賞」 

大分県大分市 一般 武藤安江 

この度初めて参加しました。キスケ糀パワーを使って、さっそく料理しました。カレーは

美味しく出来、糀生活が楽しみです。今年の目標に励むことができます。 

 

「J;COM 大分ケーブルテレコム賞」 

大分県東国東郡 姫島中学校 1年 小島紗英 

私はこういう賞(特別賞)を頂いたことがなかったのでとても嬉しかったです。私は小学校

の時からテニスをしていますが、試合相手が強い時、諦めてしまうので、頑張りたいと思い

「頑」にしました。試合が再開したら「諦めない」ように頑張りたいです。 
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第15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】

秋篠京子 大分市 佐々木ユミ 大分市 野﨑弘子 大分市

有次昭二 国東市 佐藤悦子 大分市 信原尚枝 国東市

池田英徳 宇佐市 佐藤絵里子 大分市 野村尚生 大分市

伊東泰子 大分市 佐藤しのぶ 由布市 日高久江 大分市

糸永敏明 国東市 佐藤美和子 大分市 福田英子 国東市

稲月智子 大分市 佐藤有香 大分市 福田昻明 国東市

猪原美風 大分市 篠田博美 別府市 福永律子 国東市

今井洋輔 大分市 鈴木和子 国東市 藤村洋子 豊後大野市

江藤直子 大分市 園田よし子 大分市 藤本加代子 国東市

岡　典子 大分市 泰濤書道館 国東市 藤原洋美 国東市

岡田禮子 大分市 高砂京子 国東市 ホテルベイグランド国東 国東市

片山郁恵 大分市 滝口さゆり 国東市 牧　宝尚 大分市

加藤正和 国東市 武多洋子 国東市 増岡ふみよ 国東市

可楽クィーンズヘナ教室・大下 大分市 田城久寿美 国東市 松嵜典孝 豊後高田市

河合博子 大分市 田辺節士 杵築市 松藤泰子 国東市

川野千秋 大分市 辻元大雲 千葉県 武藤昭文 豊後大野市

岸本千鶴子 国東市 堤　留美 国東市 望月恒子 臼杵市

木部幸恵子 中津市 得丸秀幾 大分市 矢野誠治 国東市

神志那詩子 大分市 巴田幸生 国東市 山村陽子 大分市

古城美和 国東市 永岡智恵子 大分市 吉野修介 大分市

後藤キヨ子 大分市 那賀修司 大分市 ラパロマ(中野伸哉) 国東市

後藤知子 大分市 中村　泉 杵築市 蓮華寺 国東市

(株)佐伯コミュニケーションズ 大分市 那賀由香 大分市 WORKS 杵築市

温かいご支援ありがとうございます

国東半島あいルネサンス連盟
　　　　　　　　　　　　　　
　　【事 務 局】　　　〒873-0412

　　　　　大分県国東市武蔵町古市489-1
　　　　　　　　　　　　　　℡・fax　0978-68-1528

https://www.kunisakiairune.com/(くにさきあいルネ検索➡世界夢一文字コンテスト)
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