
第２４回島根県雲南市「永井隆平和賞」発表式典 

 

期日：平成２６年９月１４日（日）  

場所：三刀屋文化体育館 アスパル  

スケジュール 

 

11：30 受賞者リハーサル 

12：00 写真撮影、昼食 

 

12：30 開場・受付、コーラスリハーサル（最大 12：45まで） 

13：00 記念上映 永井隆博士ドキュメンタリー映像上映（特別協力：NHK） 

13：45 休憩（10 分間） 

13：50 「長崎の鐘」斉唱  （指揮・伴奏・コーラス 雲南市民で童謡を歌おう会） 

13：55 開会 

14：00 主催者あいさつ 

14：05 来賓あいさつ 

14：10 来賓紹介 

14：15 表彰式（受賞者発表） 

小学校低学年の部  最優秀賞 1 名 優秀賞 1 名 佳作 2 名 

小学校高学年の部  最優秀賞 1 名 優秀賞 1 名 佳作 2 名 

中学生の部     最優秀賞 1 名 優秀賞 1 名 佳作 2 名 

高校生の部     最優秀賞 1 名 優秀賞 1 名 佳作 3 名 

一般の部      最優秀賞 1 名 優秀賞 1 名 佳作 1 名 

14：35 最優秀作品朗読 

     小学校低学年の部 

     小学校高学年の部 

     中学生の部 

     高校生の部 

     一般の部 

15：10 講評（最優秀選考員より） 

     小学校低・高学年の部  岡 信子氏（5 分） 

     中・高校生の部     浜尾朱美氏（5 分） 

     一般の部        寺脇 研氏（5 分） 

15：25 ふるさと斉唱 

15：30 閉会 



第24回永井隆平和賞　受賞作品一覧

（小学生低学年の部）

結果 氏名 ふりがな 学年 題名 学校名

最優秀賞 藤原　秀伍 ふじはら　しゅうご 3 名前のプレゼント 雲南市立飯石小学校

優秀賞 松谷　遥月 まつたに　はづき 1 だいすき 雲南市立飯石小学校

佳作 木次　禄人 こつぎ　ろくと 2 ぼくのへいわ 雲南市立三刀屋小学校

佳作 渡部　哲也 わたなべ　てつや 2 へいわを 雲南市立飯石小学校

（小学生高学年の部）

結果 氏名 ふりがな 学年 題名 学校名

最優秀賞 田中　太士 たなか　たいし 6 やさしさと笑顔の力 雲南市立三刀屋小学校

優秀賞 石飛　花菜 いしとび　はな 4 ひいおばあちゃんをうけついで 雲南市立掛合小学校

佳作 上代　雄睴 じょうだい　ゆうき 6 言葉の兵器 雲南市立西小学校

佳作 吉田　千之輔 よしだ　せんのすけ 6 平和を作るには 雲南市立吉田小学校

（中学生の部）

結果 氏名 ふりがな 学年 題名 学校名

最優秀賞 池田　風雅 いけだ　ふうが 2 平和のとりで 盈進中学校

優秀賞 武田　神楽 たけだ　かぐら 3 残された蝶 大田市立第三中学校

佳作 堀江　菜々 ほりえ　なな 2 改めて気付いたこと 雲南市立吉田中学校

佳作 福田　芽衣 ふくだ　めい 2 如己愛人で世界を変える 長崎市立野母崎中学校

（高校生の部）

結果 氏名 ふりがな 学年 題名 学校名

最優秀賞 高嶺　真帆 たかみね　まほ 2 曾祖母の涙 未来高等学校

優秀賞 寺迫　晃良 てらさこ　きらら 1 語り部 日本大学櫻丘高等学校

佳作 伊藤　可子 いとう　かこ 2 歴史に色をつけよう 南山学園　南山高校

佳作 伊藤　正子 いとう　まこ 1 平和はすばらしい 滝学園　滝高校

佳作 向井　晴香 むかい　はるか 1 被爆地から伝えたいこと 長崎県立長崎東高等学校

（一般の部）

結果 氏名 ふりがな 年齢 題名 都道府県

最優秀賞 年永　熙一 としなが　きいち 87
語り継ぎたい戦争の悲劇平和への
願いをこめて

広島県

優秀賞 三宅　玲子 みやけ　れいこ 82 戦争のつめあと 島根県

佳作 山下　理恵 やました　りえ 21 大事なことは忘れないということ 山口県



第２４回島根県雲南市「永井
ながい

隆
たかし

平和賞」実施要項 

 

１．趣  旨 島根県雲南市三刀屋
み と や

町（旧飯石郡三刀屋町多久和）の出身で、放射線医学の研究と

原子爆弾により白血病に侵されながらも、『長崎の鐘』や『この子を残して』など

の名作を著し、「己の如く人を愛せよ」という言葉とともに「平和を」の願いを全

世界に訴えつづけた“平和の使徒”永井隆博士の精神を、２１世紀を担う若い世代

につたえ、人類普遍のテーマに取り組む機会と出会いの場を提供し、明るい日本の

未来づくりに期するものである。 

２．主  催 雲南市 雲南市教育委員会 

３．後  援 文部科学省 島根県 島根県教育委員会 

＜五十音順＞ 朝日新聞松江総局 ＮＨＫ松江放送局 エフエム山陰 共同通信社松江支局 山陰

中央新報社 山陰中央テレビ 産經新聞松江支局 ＢＳＳ山陰放送 時事通信社

松江支局 島根日日新聞社 新日本海新聞社 中国新聞社 テレビ朝日松江支局 

日本海テレビ 日本経済新聞社松江支局 毎日新聞松江支局 読売新聞松江支局            

４．告知方法 各新聞紙上、放送、インターネット及びポスター・チラシ 

５．募集期間 平成２６年７月１日（火）～７月３１日（木）【当日必着】 

６．募集対象 全国の小学生・中学生・高校生及び一般 

７．募集内容 「愛」と「平和」に対する考えや、メッセージを表現した作文及び小論文 

※内容が応募の趣旨に添ったものであれば、テーマの範囲を戦争論、平和論に狭く 

限定せず、人間と人間の関係、人間と自然との関係にまで広げても可。 

［小学生低学年(1～3 年)の部］作 文･･４００字詰め原稿用紙３枚以内 

        ［小学生高学年(4～6 年)の部］作 文･･４００字詰め原稿用紙３枚以内 

        ［中学生の部］作 文･･４００字詰め原稿用紙４枚以内 

        ［高校生の部］小論文･･４００字原稿用紙５枚以内 

        ［一 般 の 部］小論文･･４００字原稿用紙５枚以内 

 

注意事項ワープロやパソコンを使用される際は、書式を原稿用紙の設定にし、大きく読み 

やすいフォントをご使用ください。 

８．応募方法 郵送 

      ①題名 ②郵便番号 ③住所 ④氏名（ふりがな） ⑤性別 ⑥年齢 ⑦電話番号 

⑧部門名 を必ず明記のこと。 （児童・生徒は学校名・学年もご記入ください） 

       ※応募にあたっては、なるべく所定の応募票《ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ上に掲載》をご利用ください。 

 



９．賞・賞品 ［小学生低学年・高学年の部］ 

 ○最優秀賞  各１名  ５万円の図書カード 

        ○優 秀 賞  各１名  ３万円の図書カード 

        ○佳  作  若干名  １万円の図書カード 

       ［中学生・高校生・一般の部］ 

 ○最優秀賞  各１名  １０万円の旅行券 

        ○優 秀 賞  各１名   ５万円の旅行券 

        ○佳  作  若干名   ３万円の旅行券 

        ※受賞者へは直接、電話と通知にてご連絡いたします。（８月下旬） 

また、選考結果は各新聞紙面、雲南市ホームページに掲載いたします。 

なお、小学生・中学生・高校生の各部門に受賞された場合は学校名を、一般の部

に受賞された場合はお住まいの都道府県名と年齢を名前に併せ公表いたします

のであらかじめご了承ください。 

10．選考委員 岡
おか

 信子
の ぶ こ

 氏（社団法人日本児童文芸家協会顧問、日本児童文藝家協会理事）  

 寺脇
てらわき

 研
けん

 氏（京都造形芸術大学教授） 

       浜尾
は ま お

 朱
あけ

美
み

 氏（エッセイスト、文部科学省子どもの読書ｻﾎﾟｰﾀｰｽﾞ会議委員） 

＜五十音順＞  

11．発表式典 日 時  平成２６年９月１４日（日）午後１時より 

       場 所  雲南市三刀屋文化体育館 アスパル 

       ※最優秀賞受賞者は、市が国内旅費・宿泊費を負担し、式典にご招待いたします。 

12．作品提出先 〒690-2404 島根県雲南市三刀屋町三刀屋１９９番地 

        永井隆記念館内 第２４回島根県雲南市「永井隆平和賞」係 

13．問合せ先 〒699-1392 島根県雲南市木次町木次１０１３番地１ 

        雲南市教育委員会 社会教育課  

         電話（0854）40－1073  FAX（0854）40－1029 

         E-mail  shakai-kyouiku@city.unnan.shimane.jp 

       雲南市ホームページアドレス http://www.city.unnan.shimane.jp/ 

14．そ の 他 応募後の作品変更はできません。応募作品は返却いたしません。 

著作権は主催者に帰属いたします。 


