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   ｢第38回 JTA・RACあおぞら図画コンクール｣入賞作品決定！ 
～島々の地域性をとらえた作品、257点の応募をいただきました～ 
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日本トランスオーシャン航空（JTA、本社 那覇市、社長 青木 紀将）と琉球エアーコミューター

（RAC、本社 那覇市、社長 金城 清典）は、このほど「第38回JTA・RACあおぞら図画コンクール」 

（主催 JTA・RAC、後援 沖縄県・沖縄県教育委員会ほか）の審査会を開催し入賞作品37点を決定

しました。 

今回で38回目となる『あおぞら図画コンクール』は、沖縄県内の離島および奄美大島・与論島に住

む小学生を対象に、こどもたちが図画制作を通じて住んでいる島の良さを再発見し、まわりや自然に

心を配れる人、感受性豊かな人、そして島を誇りに思う人に育ってくれれば、との願いを込めて実施し

ており、今年は「わたしの大好きな島」をテーマに、257点のご応募をいただきました。 

小学生の感性あふれる作品、また日頃の生活を通して見て感じた島の様子を描いている作品など、 

力作が揃いました。審査会では各学年より最優秀賞1点、優秀賞2点、佳作3点(6年生は4点)を選出し

ました。 

（※入賞者一覧は別紙をご参照下さい。） 

 

表彰式は10月中旬以降各地区で開催、入賞者へは賞状と副賞を贈呈します。最優秀賞6名には 

親子ペア航空券、優秀賞12名および佳作19名には画材セットと弊社オリジナルグッズを贈呈します。 

 

最優秀賞、優秀賞作品の18点は、JTA機内ビデオ・機内誌「Coralway（コーラルウェイ）」にて紹介い

たします。また、入賞作品全37点はJTAホームページへの掲載、離島主要空港において移動作品展

を開催し広くご紹介いたします。 

  

JTAグループは、これからも地域の子どもたちの夢を育む取り組みを進めて参ります。 

以 上 
 

■添付資料 入賞者一覧（1枚） 



【別紙】

「第38回JTA・RAC あおぞら図画コンクール」入賞者一覧 2020年9月24日

１、応募状況
学年別 1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生 合計

今回 59 61 39 39 30 29 257
前年 42 34 42 51 43 30 242

地域別 八重山 宮古 久米島 奄美 その他 合計
今回 66 90 14 53 34 257
前年 79 94 34 11 24 242

２．入賞者一覧(敬称略）

学年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

賞 氏  名(図画番号) 小学校 氏  名(図画番号) 小学校 氏  名(図画番号) 小学校 氏  名(図画番号) 小学校 氏  名(図画番号) 小学校 氏  名(図画番号) 小学校

最優秀賞(６名) 仲間
 なかま　　 このん

　心暖 宮古島市立　平良第一 平良
　たいら

　琉
　りお

音 宮古島市立　北 宮﨑
みやざき

　湧
わく

竹富町立　西表小中 重
しげとめ　　 ゆうご

留　悠吾 与論町立　与論 堀田
 ほった

　想
　そら

藍 多良間村立　多良間 佐藤
  さとう　　　　まひな

　茉陽夏 宮古島市立　東

優秀賞(12名) 元
はじめ　ゆうせい

　優誠 奄美市立　奄美 上地
　うえち

　奏
 かなと

士 宮古島市立　東 登坂
 とさか

　鶴
かぐや

冶 与論町立　与論 西原
にしはら　　 ちほ

　智穂 石垣市立　大浜 砂川
すなかわ

　うた 宮古島市立　西辺 仲間
 なかま　 　こもも

　心桃 宮古島市立　平良第一

佐藤
　さとう　　　　まかな

　茉果夏 宮古島市立　東 川満
かわみつ

　ひらり 宮古島市立　上野 長崎
ながさき

　愛
 あいな

菜 宮古島市立　平良第一 佐和田
　　さわだ　　　 あかね

　朱音 宮古島市立　北 平良
 たいら

　悠
ゆづき

月 宮古島市立　北 松田
 まつだ　　 とうや

　柊哉 南大東村立　南大東

佳作（若干名) 森岡　ミコ
もりおか　　

大和村立　今里 登坂
　とさか　　 しいか

　心環 与論町立　与論 當眞
 とうま

　李
 りおん

織 宮古島市立　上野 工藤
　くどう　　　ふくえもん

　福笑門 石垣市立　白保 髙
たかみね

嶺　まりな 石垣市立　川平 坂元
さかもと

　誠
 せいま

真 与論町立　茶花

伊波
　いは

　華
 かんな

菜 宮古島市立　北 渡邊
わたなべ

　花梨
 かりん

石垣市立　大浜 仲本
なかもと

　あい 石垣市立　川平 金城　望花
きんじょう　　もか

竹富町立　小浜 與
　よざ　　　　めい

座　愛唯 久米島町立　久米島 新城
しんじょう

　萌依
　めい

宮古島市立　平良第一

城間
 しろま

　陽
 ひまり

愛 久米島町立　比屋定 野田
　のだ

　啓太郎
けいたろう

奄美市立　奄美 下地
　しもじ

　叶
 かなみ

望 宮古島市立　上野 内原
うちはら

　佳
 かりん

凛 石垣市立　新川 松永
まつなが　　えま

　恵茉 竹富町立　小浜 新城
しんじょう　 ゆうき

　裕樹 宮古島市立　平良第一

長田
 ながた　　 せんと

　千寿 宮古島市立　東

※入賞者合計 37人、審査会開催 2020年9月14日(月)

※入賞者数：最優秀賞6名(各学年1名)、優秀賞12名(各学年2名)、佳作19名(1～5年3名、6年4名） 合計37人。

※地区別入賞者数。　　　八重山地区9名、宮古地区17名、久米島2名、奄美大島3名、南大東1名、与論4名、多良間1名


