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晒年度は、作文を新聞ほ投稿し、59作品が掲載さ親謀した 

昨年は、全学年が、新聞への作文投稿を行ないました。1年間で、「琉球新報」「沖縄タイムス」両社合わせて、59作品が掲 

載されました。もちろん、投稿したらすべてが掲載されたわけでは、ありませんが、ぞくぞくと新聞への掲載がなされ、子ども 

たちにとっても意義深いものになったと思います。下記の一覧が、昨年度の掲載一覧になります。 

氏　名 �学年 �題　名 �掲載月　日 �新　聞　社　名 � 

1 �比嘉正　斗 �6　年 �食育講演会 �5月　3日 �琉球　新　報 

2 �比嘉正　斗 �6　年 �食育講演会 �5月　8日 �沖　縄　タ　イ　ム　ス 

3 �田　原　陽　和 �6　年 �子ど　も会キ　ャ　ンプ �5月　21日 �琉球　新報 

4 �徳元和　幸 �6　年 �勉強にな　っ　た食育講演会 �5月　22日 �沖　縄　タ　イ　ム　ス 

5 �小　川　幸　知 �6　年 �情報モ　ラ　ル講演会 �5月　29日 �琉球　新　報 

6 �宮　里珠　梨 �6　年 �感動　した　父母の　メ　ッ　セ　ー　ジ �6月14日 �琉　球　新　報 

7 �小川　幸知 �6　年 �う　れ　しか　っ　た家庭訪問 �6月15日 �沖　縄　タ　イ　ム　ス 

8 �墨　田亜和 �6　年 �ぼ　く　も　私　も �6月　28日 �沖　縄　タ　イ　ム　ス 

9 �大域愛　咲 �4　年 �「命　ど　う　宝」の講演会　を聞　いて �7月　2日 �琉球　新　報 

10 �徳元和幸 �6　年 �ドリ　ー　ム大　会 �7月　5日 �琉球　新　報 

11 �宮城例　話 �6　年 �家庭　訪　問 �7月10日 �琉球　新　報 

12 �みやぎ　と　しき �2　年 �きれ　い　な月 �7月　22日 �琉球　新　報 

13 �大　し　ろ　と　よ　じ　ろ　う �2　年 �ね　こ　をた　すけたよ �8月　3日 �琉球　新　報 

14 �宮里珠梨 �6　年 �感動　した　父母の　メ　ッ　セ　ー　ジ �8月　7日 �沖　縄　タ　イ　ム　ス 

15 �ひがみ　ら �2　年 �ひか　り　のプレ　ゼ　ント �8月　8日 �琉球　新報 

16 �富　里託生 �6　年 �着衣泳 �8月19日 �琉球　新報 

17 �宮　城例　話 �6　年 �児童オリ　ン　ピ　ック �8月　31日 �琉球新報 

18 �大城吉　平 �2　年 �お手　つ　た　い �9月　2日 �沖　縄　タ　イ　ム　ス 

19 �みやぎと　しき �2　年 �じど　う　オリ　ン　ピ　ック　大会 �9月　4日 �琉球　新　報 

20 �城問陸 �6　年 �薬物乱用　防止教室 �9月　6日 �琉　球　新　報 

21 �しま　ふ　く　ろ　り　ん　さん �1年 �お　い　しい　き　ゅ　う　し　ょ　く �9月　7日 �沖縄　タ　イ　ム　ス 

22 �安慶名　碧 �5　年 �ものづく　り　体験教室を終えて �9月　20日 �琉球　新　報 

23 �仲村渠大　也 �6　年 �努力　を重ねて夢をかな　えた　い �10月15日 �沖　縄　タ　イ　ム　ス 

24 �ま　名　しろ　みゆ　う �2　年 �ちび　っ　子ずも　う �10月　22日 �琉球　新　報 

25 �ま　き　しる　か �2　年 �台風の赤ち　ゃ　ん �10月　23日 �琉球　新　報 

26 �こ　めす　ひ　な　り �1年 �スケボ　ー　う　ま　く　な　り　た　い �10月　27日 �沖　縄　タ　イ　ム　ス 

27 �大保響輝 �5　年 �惚力　する大切さ �10月　27日 �琉球　新　報 

28 �宮　城　り　ゆ　う　す　け �3　年 �こち　ゃ　ま　つ　り　の練習 �11月1日 �琉球　新　報 

29 �しま　ふ　く　ろ　　り　ん　さん �1年 �あ　かち　ゃ　ん �11月　5日 �琉　球　新　報 

30 �と　く　も　と　き　わ �3　年 �お母　さ　んのお手伝い �11月12日 �琉　球　新　報 

31 �しけただい　き �1年 �月　よ　う　日　の　こ　と �11月13日 �琉球　新　報 

32 �よ　こだ　ゆ　り　な �1年 �ハ　ロ　ウ　ィ　ー　ン �11月15日 �琉球　新報 

33 �城闘　将伍 �5　年 �本立て作　がんば　っ　た �11月18日 �沖　縄　タ　イ　ム　ス 

34 �小　林　も　も �2　年 �ド　レ　ス �11月　20日 �琉球　新報 

35 �こ　めす　ひ　な　り �1年 �く　ずもち　ア　イ　ス　をた　べた �12月　2日 �琉球　新　報 

36 �ま　き　しるか �2　年 �ス　マ　ホで弟の声聞　い　たよ �12月　8日 �沖　縄　タ　イ　ム　ス 

37 �と　う　ま　さ　く　ら �3　年 �い　つ　ま　で　も元気で　い　てね �12月15日 �琉球　新　報 

38 �て　るや　と　わ �2　年 �お父さ　んがかえ　っ　て　きた �12月　21日 �琉球新報 

39 �は　な　し　ろ　　え　い　た �1年 �ム　ー　チ　ー　づ　く　り �12月　25日 �琉球　新　報 

40 �や　ま　う　ち　れん　じ　ゆ �1年 �ほ　う　しの　ごむ �12月　25日 �沖　縄　タ　イ　ム　ス 

411 �新垣舞騎 �6　年 �持久走 �1月　8日 �琉　球　新　報 

42 �よ　こだ　ゆ　り　な �1年 �お　と　う　さ　ん　と　あ　る　い　た　よ �1月14日 �沖縄　タ　イ　ム　ス 

43 �な　か　ま　－　と �2　年 �ぎ　ょ　う　ざ作　り �1月15日 �琉球　新　報 

44 �しま　ふ　く　ろ　は　や　ら �1年 �jじき　ゅ　うそ　う大会 �1月　26日 �琉球　新報 

45 �金城心々 �2　年 �に　ら　い　と　う　れ　しい　た　ん生　日 �1月　30日 �沖　縄　タ　イ　ム　ス 

46 �や　ま　う　ち　れ　ん　じ　ゅ �1年 �つ　く　え　よ　せ �2月　5日 �琉球　新報 

47 �しまふく　ろ　り　んさん �1年 �こ　う　え　ん �2月　9日 �琉球　新報 

48 �大域一　叶 �6　年 �児童会役員　と　しての1年 �2月14日 �琉球　新　報 

49 �比嘉真奈 �6　年 �首里城で知る琉球のすごさ �2月　26日 �沖　縄　タ　イ　ム　ス 

50 �金城　に　ら　い �2　年 �ほけ　んち　ょ　う　会 �2月　26日 �琉球　新　報 

51 �た　ば　ら　ま　ひ　ろ �1年 �し　ゆ　う　字　大かい �2月　28日 �＿琉球　新　報 

52 �仲松鉄平 �3　年 �妹の誕生　日 �3月　4日 �琉球新報 

53 �比轟尚　斗 �3　年 �う　れ　しか　っ　た　こ　と �3月　8日 �琉球　新　報 

54 �と　う　ま‾かずは �1年 �は　っ　ぱさ　が　し �3月12日 �琉　球　新　報 

55 �た　は　ら　ま　ひ　ろ �1年 �ははの　こ　た　えがう　れ　しか　っ　た �3月12日 �沖　縄　タ　イ　ム　ス 

56 �おがわよ　しき �1年 �はがぐ　ら　ぐ　ら　した �3月　20日 �琉　球　新　報 

57 �仲　松将吾 �4　年 �野球 �3月　26日 �琉球　新　報 

58 �しま　ぶ　く　ろ　り　あ　ん �1年 �ばばもカ　レ　ー　ヤク　ルト　入　り �3月　26日 �沖縄　タ　イ　ム　ス 

59 �畠　田琉志 �4　年 �給食指導 �3月　30日 �琉　球　新報 


