第39回
海外子女文芸作品コンクール
特選入賞者／優秀 ･ 佳作入選者一覧

最終審査会の様子

● 特選
◆作文の部◆
﹁バーレーンのお店のくふう﹂

田中

バハレーン日本人学校
小三

旭音

友理奈

ベアマン

デュッセルドルフ補習授業校

﹁ぼくのシンボル探し﹂

小四
﹁忘れない気持ち﹂

鈴木

ドネリー

彬

桃

康太

優希

ニューヨーク育英学園サタデースクール
小四
﹁あの時見た少年﹂
ボン補習授業校
小六

竹内

金澤

﹁ミュージック・イン・ザ・パーク﹂

中一

ワシントン補習授業校

◆詩の部◆

小四

﹁ぼくはプラハを走るトラム﹂
プラハ日本人学校

﹁オレとアイツ﹂

櫂

亮介

山本

福井

小五

ホノルル補習授業校

オーランド補習授業校

﹁僕は生きる﹂

中一

﹁つくし﹂

金井

●

裕太郎

慶大

幹哉

野崎

瀬奈

丹

佐藤

中三

中一

ポートランド補習授業校

﹁二つの旗﹂

アクラ補習授業校

◆短歌の部◆

小六

バンクーバー補習授業校

アムステルダム日本人学校

中一

岡崎

栄琳

有紗

晄

中二

須貝

冨岡

中三

中一

インディアナ補習授業校

ロンドン補習授業校

オタワ補習授業校

◆俳句の部◆

小三

小四

清家

福岡

エレン

心実

南波

未華

コルブ

ベルリン中央学園補習授業校

ロンドン日本人学校

ジャカルタ日本人学校

小五

知希

粟野

美緒

片岡

小六

ホーチミン日本人学校

中一

コロンバス︵ＯＨ︶補習授業校
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● 優秀・佳作
※日本人学校、補習授業校、私立在外教育施
設等、個人応募（国名）の順で、それぞれ
五十音順になっています。
※地域名のみが表示されているのは日本人学
校、「補」は補習授業校、その他の表記は私
立在外教育施設等、「在住」は現地校やイン
ターナショナルスクールおよび個人応募。

◆作文の部◆
★優秀
シドニー＝幅愛菜︑チェンナイ

補＝浦本知華︑ヨークシャーハンバー

▼小１

パナマ＝上地海仁︑イーストテ

サイド補＝村上瑠菜
▼小２
ネシー補＝ハウスリー梨愛︑キャンベ

リー＝藏地奏美︑ヤンゴン＝礒部一郎︑

ル＝橋本瑞希

川晴渡・中田実優︑チェンナイ補＝田

ンシスコ補＝折笠柚衣︑シカゴ補＝恒

ダービー補＝伊野賢治︑デュッセルド

大滝伊悟︑シンガポール補＝中川樹美︑

補＝佐竹直美︑サンフランシスコ補＝

ランド補＝中條絢一︑クリーブランド

ンタベリー補＝中島歌音︑クイーンズ

補＝大熊航平

姫歩︑ダービー補＝北村杏夏︑ティル

ンベラ補＝田中悠貴︑ケルン補＝野中

ニコラス︑ムンバイ＝下村奈緒︑キャ

ニュー・デリー＝越智飛瑛・藤井康平

ニヤーディ︑サン・ホセ＝藤澤満希︑

アブダビ＝アルマンスールアル

原孝一朗︑ボン補＝中村美月︑南アフ

ルフ補＝岡田安和︑ベルリン補 小
=島
知子︑ミュンヘン補＝チャケレオン︑

●

リカ在住＝野田ゆず香

ニューヨーク育英学園アフタースクー

ストテネシー補＝近藤結一︑デュッセ

▼小５

山＝出木谷香帆︑キャンベラ補＝茂木

ル＝窪田奏音︑ニューヨーク育英学園

ルドルフ補＝コバルスキー都︑トロン

イーストテネシー補＝園部日茉梨︑カ

康起︑ケルン補＝シュトゥッケンシュ

サタデースクール＝東山祥乃和︑ニュ

バルセロナ＝荒木遥︑プラハ＝

ース香蓮︑ガーナ在住＝上杉香乃︑シ

中島未唯菜︑香港＝佐々木創亮︑イー

▼小６

ブルグ補＝青井杏樹︑バトルクリーク

ミット桃テア︑サンフランシスコ補＝

ーヨーク育英学園サンデースクール＝

ニュー・デリー＝塚野雄木︑釜

木下櫂︑デュッセルドルフ補＝ホフマ

▼小５

ンルカス悠貴・宮原由希ソフィー

ト補＝岩本夢万︑西大和学園補＝ブル
ジッダ＝宮﨑結麻︑ニュー・デ
リー＝大籠孝太︑バハレーン＝平塚清

＝渋谷俊樹︑デュッセルドルフ＝松岡

▼小３

李泰成

イスラマバード＝池田茶惠︑バ

香︑ムンバイ＝山本昊︑カンタベリー

優希乃︑バハレーン＝城間南美︑西大

ンコク＝藤井彩︑シャーロット補＝林

▼小６

優里奈︑トロント補＝成松真理奈︑ホ

補＝原田龍羽︑キャンベラ補＝ウェブ

和学園補＝中澤桜︑ロンドン補＝迫田

アスンシオン＝秋月澪緒︑深圳

にいな

▼中１

ンガポール在住＝林優翔

ノルル補＝白石健︑イスラマバード日

リリアナ愛︑シカゴ補＝徳永瑛仁︑ダ
ラス補＝クリーリダンテ・吉田健︑ロ

ニュー・デリー＝畠山菜々海︑

本語クラブ＝田村菜南子

ンドン補＝長柄勇我︑ニューヨーク育

▼中１

デトロイト補＝岡野咲︑ドイツ在住＝

ラ補＝岩崎雅弥︑ダービー補＝山本匠

マイヤー七海

ダッカ＝山邊昂︑カルガリー補

デュッセルドルフ補＝髙尾竜生ローラ

＝プラット光希︑ケルン補＝野中美歩︑

▼中２

ンド︑北東イングランド補＝大矢萌黄

アクラ補＝神田ラワル晏慈︑ウ
ェールズ補＝松浦愛大︑カンタベリー

▼小４

英学園サタデースクール＝弦巻夕望

真︑ダラス補＝恩田美・吉見康希︑チ

カイロ＝藤井太覇︑キャンベラ

補＝高橋夢叶︑シャーロット補＝菅原

補＝岩崎一樹︑北東イングランド補＝

▼中２

ェンナイ補＝大木優奈︑デュッセルド
ルフ補＝シテルテンカンプノエル︑ボ

大矢茉白︑西大和学園カリフォルニア

ストン補＝秋濃礼音︑ホノルル補＝サ

校＝喜田和奏

カンタベリー補＝堀内杏︑クイ

カリフォルニア校＝安田尚広

ーンズランド補＝藤田華︑西大和学園

▼中３

フラン寿莉亜︑韓国・ブンダン日本語

一惺︑ダービー補＝アダムスジェーム

ード補＝川口莉沙︑ホノルル補＝千凛︑

ス優︑ダラス補＝中川仁︑ハートフォ
南インディアナ補＝浅野志帆︑ヨーク

テヘラン＝渡邉結︑ボゴタ＝坪
田正輝︑ベルリン補＝馬場桃︑ホノル

▼小１

★佳作

補習授業校＝大皿智優
バハレーン＝小川勇翔︑ウェー

ル補＝イトウセイサモンクレアアイ

ルズ補＝宮内星蘭︑ケルン補＝中丸夏

▼小３

伊︑ダービー補＝牟田昂正・ロウハリ

ニューヨーク育英学園サタデースクー

ー市太郎︑ダラス補＝石中香羽︑チェ

大連＝久間菜々子︑ニュー・デ

シャーハンバーサイド補＝湯浅甲偉︑
▼小２

リ・ジェスーロジュリアン
バンコク＝黒田眞矢︑サンフラ

ンナイ補＝藤澤佑紀姫
▼小４
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◆詩の部◆
フランシスコ補＝京極詠美子︑シンガ

ハノイ＝安部祐貴子・松本芙咲︑サン

タンスフジャワハー︑チューリッヒ補

＝浦田悠太郎︑中部テネシー補＝アル

ークランド補＝仲村妃那︑シアトル補

▼小２

蔵

▼小１

★佳作

ウェールズ補＝ウィリアムス健

ムンバイ＝菅原永登

＝ツヴィッカーサヤ︑フランクフルト

ニュー・デリー＝青山陽向︑ニ

ハノイ＝泉谷凛大・小林皇太郎︑

▼小３

ポール補＝湯藤慶寿

補＝山片愛椛︑エール・クラシック補

▼小２

習教室＝ヘガティー永遠子

カイロ＝鈴木聖吾︑バハレーン
アクラ補＝吉村康︑セントラルケンタ

▼小１
ッキー補＝槌谷琉衣︑ダービー補＝村

★優秀
＝山根優里︑ハートフォード補＝本郷

ューヨーク育英学園サタデースクール

ホープ

補＝戸張千尋︑西大和学園補＝林亮汰︑

＝大嶋亜依・小林大輝︑カンタベリー

温︑デュッセルドルフ補＝ノイマンリ

＝朝倉康之介︑ジュネーブ補＝山崎志

パナマ＝山之口紗良︑シカゴ補

＝河野美亜

フランクフルト補＝小清水仁航・齊藤

ドイツ在住＝戸松裕哉

▼小４

駿哉・バウアーシモン・廣瀬霞︑ニュ

田有希奈︑テルフォード補＝辻友佳理︑ ▼ 中 ２ カ イ ロ ＝ 保 科 謙 太︑ ジ ャ カ ル タ

ハレーン＝日下田和奏︑イスタンブル
ーヨーク育英学園サタデースクール＝

ニュー・デリー＝大串泰心︑バ

補＝小﨑翔太︑ダラス補＝恩田美︑ヨ

▼小２

ークシャーハンバーサイド補＝ジュエ

アムステルダム＝宇治琴乃︑上

ストウ輝

▼小５

海＝江端遥︑バンコク＝藪野菜々香︑

ランド補＝寺門彩花・仲村美怜・濱生

▼ 中 ３ カ ラ チ ＝ メ モ ン グ ラ ム︑ オ ー ク

インディアナ補＝近藤紗耶︑南インデ

カラチ＝小林楓菜︑パナマ＝北

杉山アリッサ

紗穂︑ロサンゼルス補＝秋葉紗良・こ

▼小３

うえん英美里

デュッセルドルフ＝山崎愛紗︑

ル幸喜

出谷大誠︑イスタンブル補＝長谷川エ

▼小３

フェジャン︑ダラス補＝瀧川勇太朗︑

高雄＝田中陽凪︑ロンドン＝堀

ィアナ補＝渥美夏

▼小６

トロント補＝村田譲

ルパソ補＝与那嶺リリアナ︑トロント補

井彩花︑アムステルダム補＝富永愛︑エ
▼小３

アムステルダム＝髙野美玖︑土

＝右田慶亮︑ロンドン補＝大津百合花

▼中１

シカゴ補＝土田航大︑コロンバ
ス︵ＯＨ︶補＝西田莉子︑トロント補＝

▼小４

★優秀

◆短歌の部◆

プラハ＝山野茜︑ホノルル補＝ホール

ジッダ＝下村倫太郎・平田ここ

ろ︑デュッセルドルフ＝小田島誠慈︑プ

▼小４

クーバー補＝佐藤太河

トロント補＝下島咲夜・林亮汰︑バン

カイリ︑マルティネスエベレスト
サン・ホセ＝大塚竜生︑ケルン

補＝石榑能咲︑シカゴ補＝恒川晴渡

▼小４

アブダビ＝梁瀬正義︑ニュー・

ロッテルダム＝大久保莉奈

ラハ＝長尾梨未︑アトランタ補＝石橋

▼小５

紅音︑北東イングランド補＝石川葉月

▼小６
デリー＝藤本叶望︑テルフォード補＝

リスボン補＝中村碧︑ドイツ在住＝マ

井菜々美︑シアトル補＝花山あかり︑
チューリッヒ補＝竒二ふたば

岩波和杏・柴田ゆか
▼小５

プラハ＝平石梛有太︑べルリン
＝井口りさ︑オークランド補＝岩﨑琳

サンパウロ＝粟嶋美央︑シアト

レイビーナタリヤ

ル補＝内海瑠医︑ロサンゼルス補＝グ

▼中３

メキシコ在住＝柄本美樹

ルド那実︑メルボルン補＝山本彩來︑

山下笑花︑フランクフルト補＝ライポ

田ヒューゴ︑ジュネーブ補＝大塚彩月・

カンタベリー補＝ウイルソン澤

イヤー七海

ニュー・デリー＝杉元愛佳︑ホ
カイロ＝保科謙太︑シンガポー

アブダビ＝上村大地

▼中２

ニューヨーク＝三浦優介︑バン

▼中３

七彩

ル＝近本路佳︑ロサンゼルス補＝藤原

▼中２

ノルル補＝野沢海

▼中１

クーバー補＝田丸蓮音

▼小６
上海＝川上舞桜︑バルセロナ＝

アスンシオン＝榮ひかり︑サン・
ノイ＝辻悠行︑アクラ補＝丹琢真︑オ

ホセ＝澤田充宏︑蘇州＝長尾悠也︑ハ

▼中１

ール在住＝大畑佳之

ンタベリー補＝藏ヶ﨑惺士︑シンガポ

馬場世瑠次︑ヤンゴン＝砂田紗良︑カ

▼小６

ルル補＝トンバー ジュード広輝

子︑セントルイス補＝岩澤優花︑ホノ

▼小５

チャンドラー華
ポートランド補＝前原美優︑ロ

ンドン補＝村井ザキ

▼中１

ハノイ＝細渕聖華︑オーランド

補＝コムズジェームズ︑シカゴ補＝百

▼中２

ジャカルタ＝石井実莉︑上海＝

﨑野乃子︑ヒューストン補＝鞍田遼太
▼中３

間中花音︑ジュネーブ補＝岩井孝明

★佳作
アグアスカリエンテス＝渡邊岳

陽︑上海＝濱中志帆︑シラチャ＝奥寺

▼小１

済央・山関詩乃︑ナイロビ＝柴田仁滉︑
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◆俳句の部◆
★優秀
シカゴ＝藤本侑馬︑パリ＝西山

慧・横堀陽己︑ロンドン補＝土屋良福

▼小１
西大和学園補＝小峯美緒・小宮

▼中１

アリゾナ学園補＝石橋駿良︑ド
サンパウロ＝尾頭東︑パリ＝堀

イツ在住＝田口敬人・マイヤー七海
▼中２

ベルリン中央学園補＝川嶋友衣・宮本

ーチミン＝髙井崇央︑メキシコ＝今村

イ＝國兼みのり︑プラハ＝白戸葵︑ホ

煌円︑アトランタ補＝町田奈菜子︑グ

有明︑ニューヨーク育英学園サタデー
スクール＝武藤力

アナファト補＝野崎伊吹︑ケント補＝

フライデー風太︑サンフランシスコ補

イスタンブル＝生島花音︑シラ

チャ＝林田優月︑高雄＝楊明叡︑ミュ

＝リーヘ瑞紀︑テルフォード補＝柿迫

▼小４

哲朗︑リスボン補＝河邊マーティン︑

バルセロナ＝西尾一臣︑ダラス

＝島田望々風・樋口優華・三浦悠堅︑テ

ンヘン＝佐藤耶衣︑コロンバス
︵ＯＨ︶補

田さくら
補＝江川晴哉︑ニュージャージー補＝

▼中３
髙橋沙織︑ニューヨーク補＝吉江ふづ

大知・ハーン庸︑北東イングランド補

▼小２

ッセルドルフ 補＝ヒルガース 啓 斗︑フ

リ＝亀田真帆︑北京＝藤岡佐和子︑デュ

アムステルダム＝河 本 悠 雅︑パ

ロンドン補＝マーティンデイジー
丈︑ミュンヘン補＝タフトユーナ・レ

▼中１
ーヒェル綾︑メルボルン・サンドリンハ

ランシスコ補＝中原康一朗︑ダービー

オークランド補＝冨ヶ原史織︑サンフ

＝上地海仁︑ロッテルダム＝鈴村遥花︑

ヨーク＝原愛織・吉田悠二郎︑パナマ

＝横瀬鵬耀︑青島＝杉浦優翔︑ニュー

勇紀︑グアム補＝金勝藍佳︑クイーン

ーシャ︑ウェリントン補＝トンプソン

原風子︑アイルランド補＝オコナーリ

惣大︑メキシコ＝菊川花鈴︑リマ＝榊

熊谷一之伸・髙島奈津︑ボゴタ＝山本

イロビ＝篠塚雅矢︑ニュー・デリー＝

ルタ＝矢野奈央美︑上海＝大森絆︑ナ

ベル︑ロサンゼルス補＝藤原七彩

ヤングありさ︑ホノルル補＝高根イザ

佳桜︑シンガポール補＝小田梨央奈・

ミン＝田平琉一朗︑シアトル補＝川澄

ＳＴＵＤＩＯ．
Ｓ日本語教室＝中山愛麻

ルソン花︑ロサンゼルス補＝溝 尾 成 美︑

ナ 補＝角 島 悠 斗︑ミネアポリス補＝ネ

ホノルル補＝角 田 美 楽︑南 インディア

ランクフルト 補＝ウル尚 詩・松 田 幸 子︑

ランド補＝菊池麻衣里︑ジュネーブ補

補＝柳生咲奈︑トロント補＝酒井翔梧・

ズランド補＝門脇琉奈︑コロンバス︵Ｏ

サンパウロ＝朝倉奈々︑ジャカ

＝竹原翔︑デトロイト補＝長井渓斗︑

渡並未来・野口健・林美里・深堀凪︑

Ｈ︶補＝杉田悠︑シカゴ補＝ウィリア

▼小５

ム補＝石澤さくら︑中国在住＝内川修

ーク補＝菊地由桂︑ポルト補＝田中晴

ルフォード補＝スティビ花弥︑ニューヨ

喜︑ロサンゼルス補＝ユウなな

★佳作

アブダビ＝丸岡吾聡︑アムステ

ロサンゼルス補＝保科あすか︑西大和

西大和学園補＝蔵田渚・坂井美貴・フ

ムス豪希・越川仁衣茉・竹田友利那︑

ラ補＝丹幹哉︑サンフランシスコ補＝

ルダム＝後藤鉄平・八木橋想太︑広州

▼小２

ナ補＝玉利栞菜

▼小１

パリ＝新川かりん︑インディア

＝宮内琳煌︑リスボン補＝石原英奈︑
ローリー補＝山本海
広州＝永見清香︑上海＝飛田健

秀︑ニュー・デリー＝渡邉世菜︑ホー

▼小３
チミン＝前岡滉人︑ロンドン＝前田恵

学園カリフォルニア校＝安田晴飛

ェルタージェイド︑プノンペン補＝檜

柴田笑碧・ルセシェール花︑シカゴ補

連︑ウェリントン補＝大崎英子︑オー

陽向︑ナイロビ＝山田佳穏︑パリ＝藤

垣美空︑マイアミ補＝林琉生・望月理

花原菜陽・山本穂花︑デュッセルドル

シャーロット補＝磯部弘翔・伊藤太一・

サンパウロ＝滝澤志保︑中軽米

サンタクララ校＝佐久間彩名
▼小５

大連＝龍共洋一︑ニューヨーク

旺︑ロサンゼルス補＝井筒莉乃︑ワシ

山﨑甲斐︑フランクフルト補＝岡田美

フ補＝宮原由希ソフィー︑パース補＝

澤水希︑ロサンゼルス補＝片山瑞樹︑

沙・鐵野智也︑バンクーバー補＝八重

美夏︑ダラス補＝瀧川愛那・田畑有理

＝荒川聡吾︑スコットランド補＝小西

＝前田明日香︑北京＝横田寛子︑アク

▼中３

サンパウロ＝鈴木紫帆︑ホーチ

沼悠駕︑プラハ＝平石梛有太︑シカゴ

央︑マッカーレン補＝渡辺琳仁︑ミュ

ントン補＝吉田悠真︑おひさま日本語

ウィーン＝吉岡芽里︑蘇州＝小

閑大介︑ハノイ＝松村優希︑バハレー

上海＝田中詩乃︑ナイロビ＝古
ン＝小川勇翔︑イスタンブル補＝荒木

ニューヨーク育英学園サタデースクー

▼小６

▼中２

補＝今井詩乃香

ンヘン補＝浅井麻理︑ローリー補＝石

シラチャ＝前田晶哉︑三育学院

丸さくら・鈴木瑶季︑ホーチミン＝大

川結菜︑中国在住＝内川なお

▼小４

河内怜香・村上莉音︑オースチン補＝
グアナファト補＝小崎桃子︑シャーロ

教室＝共田仁紀

木内梨乃・ヤルーソー美亜・リンド海︑ ▼小３
ット補＝田畑智也︑北東イングランド

かれん︑クイーンズランド補＝中尾ザ

ル＝篠田美波音

ラさくら︑デトロイト補＝渡辺透子︑

シンガポール＝佐藤彩華︑ドバ

補＝ビーティー千智︑ワシントン補＝

▼小６

ノーサルマリー花子
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