
平成 ２９ 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

京都府立福知山高等学校 ２年 京都市立向島南小学校 ６年 長岡京市立長岡第七小学校５年 京都市立周山中学校 ２年

四方 真鈴 河内 晃 田中 咲良 髙林 ゆり

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

京都教育大学附属京都小中学校 ８年 精華町立東光小学校 ６年 京都市立金閣小学校 ２年 京都市立桃山中学校 ２年

上田 彩加 井上 和哉 上仲 栄徳 下野 未帆

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

南丹市立八木西小学校 ６年 八幡市立男山第三中学校 ２年 与謝野町立加悦中学校 ２年 京丹波町立下山小学校 ２年
治田 紗也奈 厚美 虹子 矢田 ひかり 川瀨 総司瀧

優 秀 賞
亀岡市立詳徳小学校 １年 髙雄 彩智 綾部市立吉美小学校 ５年 由良 愛菜 長岡京市立長岡中学校 ２年 牛本 菜子
京丹後市立橘小学校 １年 北川 優 京都市立朱雀第四小学校 ５年 蔭山 実玖 城陽市立東城陽中学校 ２年 上原 直緒
亀岡市立つつじヶ丘小学校 １年 山本 翔 京都市立朱雀第四小学校 ５年 北 俊蔵 精華町立精華西中学校 ２年 野中 愛菜
南丹市立八木西小学校 ２年 治田夕希穂 京都市立常磐野小学校 ５年 谷中 晴奈 京都市立双ヶ丘中学校 ２年 田 彩乃
与謝野町立市場小学校 ２年 佐藤 芥莉 亀岡市立安詳小学校 ６年 小林 亜澄 京都市立修学院中学校 ２年 酒井 杏佳
亀岡市立保津小学校 ３年 金田 珠 京都市立下京渉成小学校 ６年 栗山 愛 京都市立桃山中学校 ２年 中川萌々杏
京丹後市立かぶと山小学校 ３年 家城 真結 京都市立正親小学校 ６年 清水 菜月 京都市立加茂川中学校 ２年 佐々木陽平
木津川市立相楽台小学校 ４年 菊地 克弥 京都市立市原野小学校 ６年 中川 涼 長岡京市立長岡第四中学校 ３年 中山 琴音
木津川市立加茂小学校 ４年 小川慶太郎 京都市立桂東小学校 ６年 野田 華笑 八幡市立男山第三中学校 ３年 栗谷みのり
京都市立向島小学校 ４年 田村 瞬迦 綾部市立八田中学校 １年 能勢 友奏 京都市立桂川中学校 ３年 細間 妃菜
八幡市立南山小学校 ５年 山田 絢音 八幡市立男山第三中学校 １年 石田 萌恵 京都市立桂川中学校 ３年 池口 歩
木津川市立木津川台小学校 ５年 吉岡 樹花 精華町立精華西中学校 １年 小田 暁翔 同志社女子高等学校 １年 高山 初穂

佳 作
精華町立精華台小学校 １年 佐多 香穂 八幡市立南山小学校 ５年 大椋 敦喜 京都市立太秦小学校 ６年 島川 愛生
南丹市立園部第二小学校 １年 井上みち花 八幡市立南山小学校 ５年 田中 樹奈 京都市立太秦小学校 ６年 嶋田 晴
宮津市立養老小学校 １年 溝部 穂純 八幡市立さくら小学校 ５年 今井 沙輔 八幡市立男山東中学校 １年 寺田 夕姫
精華町立東光小学校 ２年 越智 愛円 福知山市立遷喬小学校 ５年 友金 楓菜 八幡市立男山東中学校 １年 大松 咲稀
井手町立井手小学校 ２年 上坂 心愛 京都教育大学附属京都小中学校 ５年 足立梨梨子 与謝野町立江陽中学校 １年 生田ひかる
福知山市立美鈴小学校 ２年 柴原 來海 京都市立大宮小学校 ５年 日置 奏仁 向日市立寺戸中学校 ２年 福谷 悠
京丹後市立峰山小学校 ２年 菅原 莉紗 京都市立朱雀第四小学校 ５年 清井 莉夢 井手町立泉ヶ丘中学校 ２年 山本 澪
与謝野町立桑飼小学校 ２年 岩田 瑛汰 京都市立常盤野小学校 ５年 齋藤 瑛太 長岡京市立長岡第四中学校 ３年 木村 芽依
立 命 館 小 学 校 ２年 藤井日菜乃 京都市立西京極小学校 ５年 難波 遥夏 八幡市立男山第二中学校 ３年 入澤 心咲
京都市立葛野小学校 ２年 山田 遼人 長岡京市立神足小学校 ６年 尾㟢 碧 京都市立山科中学校 ３年 増田日佳里
亀岡市立安詳小学校 ３年 小瀧 瑞姫 大山崎町立大山崎小学校 ６年 北乗明日香 京都市立桂川中学校 ３年 北川 大暉
京丹波町立竹野小学校 ３年 東郷早亜也 大山崎町立大山崎小学校 ６年 江畑 涼葉 京 都 女 子 高 等 学 校 １年 久保 尚子
舞鶴市立新舞鶴小学校 ３年 勝部 紗羅 京田辺市立草内小学校 ６年 市原 輝立 京 都 女 子 高 等 学 校 １年 中西 紬
京田辺市立大住小学校 ４年 西村 梨沙 八幡市立八幡小学校 ６年 森川 夢菜 京都市立銅駝美術工芸高等学校 ２年 金丸 智咲
精華町立東光小学校 ４年 伊勢木美郁 精華町立精華台小学校 ６年 中山 佑萌 京都精華学園高等学校 ３年 口さやの
精華町立川西小学校 ４年 園部こゆり 京丹後市立いさなご小学校 ６年 田中 萌生 京都府立城陽支援学校 １年 宮井 心
向日市立向陽小学校 ５年 位野花出雲 京都市立下京渉成小学校 ６年 井上 暖之
長岡京市立長岡第七小学校 ５年 有泉 和花 京都市立太秦小学校 ６年 合田 そら


