
平成 27 年度 人権擁護啓発ポスターコンクール 12団体賞受賞作品

知事賞 京都市長賞 京都府教育委員会教育長賞 京都市教育長賞

京都市立洛北中学校 ２年 京都市立藤森中学校 ３年 亀岡市立大井小学校 ４年 京都市立岩倉北小学校 ６年

好本 陽香 水浦 彩月 十倉 舞桜 前田 彩花

京都府市長会会長賞 京都府町村会長賞 京都府人権擁護委員連合会長賞 京都商工会議所会頭賞

長岡京市立長岡中学校 ２年 精華町立精華中学校 ３年 八幡市立男山東中学校 ３年 京都市立太秦中学校 ２年

中川 亜里紗 熊谷 今日子 内山田 花 松下 桜子

京都府商工会連合会会長賞 京都府中小企業団体中央会会長賞 京都府農業協同組合中央会会長賞 京都府社会福祉協議会会長賞

長岡京市立長岡第九小学校 ６年 京都市立双ヶ丘中学校 ２年 精華町立精華中学校 ２年 綾部市立吉美小学校 ３年
丸尾 日奈多 髙橋 佳苗 土井 雪那 由良 愛菜

優 秀 賞
宇治市立南部小学校 １年 田中桜都乃 京丹後市立大宮第一小学校 ５年 家原 実思 京都市立市原野小学校 ６年 黒坂さくら
京丹後市立橘小学校 １年 山本 憲佑 京都市立嵯峨小学校 ５年 中下 心愛 相楽東部広域連合立和束中学校 １年 原田菜々子
京都市立花園小学校 １年 楠 奏美 亀岡市立城西小学校 ６年 岡田 美紅 相楽東部広域連合立和束中学校 １年 桂 尚茉里
亀岡市立安詳小学校 ２年 岩崎 優矢 長岡京市立長岡第九小学校 ６年 山中 爽 京都市立修学院中学校 ２年 奥田 朋花
向日市立第４向陽小学校 ２年 小野 加暖 八幡市立橋本小学校 ６年 金藤エミリ 長岡京市立長岡第四中学校 ３年 日下部春妃
向日市立第４向陽小学校 ２年 佐々木悠愛 木津川市立木津川台小学校 ６年 大石 紗良 相楽東部広域連合立笠置中学校 ３年 岡本 栞
精華町立東光小学校 ２年 井上 大暉 木津川市立木津川台小学校 ６年 曽我部 結 京都市立藤森中学校 ３年 宮腰 花
京都市立羽束師小学校 ２年 髙木 琴音 大山崎町立大山崎小学校 ６年 岩田 沙月 京都市立藤森中学校 ３年 髙津 夏歩
宇治市立木幡小学校 ３年 田畑 凜奈 京都市立下京渉成小学校 ６年 小林凜太郎 京都市立太秦中学校 ３年 川西 朗苗
木津川市立相楽台小学校 ４年 山田 歩実 京 都 市 立 待 鳳 小 学 校 ６年 川﨑 喬裕 京都市立桂川中学校 ３年 山西 桃香
京都市立小野小学校 ４年 野村 征梛 京都市立久我の杜小学校 ６年 濱野 結希 京都府立福知山高等学校 １年 山本 祐花
京都市立嵯峨野小学校 ４年 カンネベルグ ユリア 京 都 市 立 西 院 小 学 校 ６年 桑田佳那美 京 都 芸 術 高 等 学 校 ２年 石田のどか
京都市立静原小学校 ４年 野村浩太郎

佳 作
亀岡市立青野小学校 １年 森 英太 八幡市立さくら小学校 ５年 宇都翔太郎 亀岡市立亀岡中学校 １年 石橋 茉奈
亀岡市立千代川小学校 １年 藤田 音羽 八幡市立南山小学校 ５年 一江 凌 八幡市立男山第二中学校 １年 横山 桃子
向日市立第５向陽小学校 １年 和田晃太朗 京田辺市立普賢寺小学校 ５年 中西 康太 京丹後市立大宮中学校 １年 櫻井野乃花
亀岡市立青野小学校 ２年 浅野 光希 宇治田原町立宇治田原小学校 ５年 松田久奈野 井手町立泉ヶ丘中学校 １年 金丸 奈未
向日市立第４向陽小学校 ２年 川口 颯太 宇治田原町立宇治田原小学校 ５年 森脇 美慧 精華町立精華中学校 １年 田 華子
京田辺市立三山木小学校 ２年 大 彩葉 精華町立東光小学校 ５年 湖亀 柚月 京都市立四条中学校 １年 竹林 朱里
精華町立精北小学校 ２年 吉川 愛未 相楽東部広域連合立南山城小学校 ５年 向井咲太朗 亀岡市立亀岡中学校 ２年 軒野 若葉
京都市立九条弘道小学校 ２年 清水 健太 京都市立伏見住吉小学校 ５年 梅枝 志帆 向日市立寺戸中学校 ２年 林 美気
京都市立久我の杜小学校 ２年 高比良 心 京都市立太秦小学校 ５年 小野 芽生 八幡市立男山第三中学校 ２年 下山 純矢
精華町立東光小学校 ３年 西門 和奏 京都市立池田東小学校 ５年 村 美空 木津川市立木津第二中学校 ２年 栗山 京子
亀岡市立城西小学校 ４年 矢野 恒治 精華町立東光小学校 ６年 野中 愛菜 精華町立精華中学校 ２年 中野 恵大
京田辺市立大住小学校 ４年 星野 花穂 精華町立東光小学校 ６年 乾 輝大 精華町立精華中学校 ２年 細川 薫
福知山市立庵我小学校 ５年 橋本 麻奈 精華町立東光小学校 ６年 藤田 杏奈 京都市立藤森中学校 ２年 山田 楓菜
向日市立第６向陽小学校 ５年 上嶋 優莉 相楽東部広域連合立和束小学校 ６年 細井 香凜 八幡市立男山第二中学校 ３年 金丸 愛奈
向日市立第６向陽小学校 ５年 鈴木 葵 京都市立淳風小学校 ６年 遠藤 夏輝 京都府立清明高等学校 １年 三浦 咲季
向日市立第６向陽小学校 ５年 山本 天音 京都市立北醍醐小学校 ６年 土橋 乃衣 京都府立城陽支援学校 ３年 佐野 凪沙
八幡市立さくら小学校 ５年 今井 涼 宮津市立宮津中学校 １年 藤井 真子 京都精華女子高等学校 ３年 丸谷萌々香


