
第４４回
「人権を理解する作品コンクール」

表彰式・展示会

日 時：平成２９年２月２５日(土) 午前９時１０分～午前１０時

場 所：名鉄百貨店本店１０階名鉄ホールロビー

受賞者：各部門（ポスター，書道，標語）における最優秀賞受賞者

※関係者以外の入場はできませんので，御了承願います。

本コンクールは，次代を担う小・中学生の皆さんに「すべての人間は生まれながら
にして自由であり，平等である」とする人権尊重の理念を理解し，豊かな人権感覚
を身に付けてもらうことを目的として実施したものです。

本年度は，県内の小・中学校９９４校から，ポスター・書道・標語合わせて全２４２，
４７９点もの応募がありました。その中から選ばれた入賞作品５０６点を展示します。
ぜひ，ご来場下さい。

日 時：平成２９年２月２５日(土) 午前１０時～午後８時

平成２９年２月２６日(日) 午前１０時～午後５時

場 所：名鉄百貨店本店１０階クローバーサロン

作 品：入賞作品全５０６点

※ 最優秀賞を除く入賞者の賞状及び副賞は，後日，学校を通じて贈呈させていただきます。

＜問合せ先＞
名古屋法務局人権擁護部第一課
電話 ０５２－９５２－８１１１（代表） 担当 安藤

【表 彰 式】

【展 示 会】



　主　催　 名古屋法務局・愛知県人権擁護委員連合会
株式会社中日新聞社・愛知人権啓発活動ネットワーク協議会

後　援　 愛知県教育委員会
愛知県内各市町村教育委員会

協　賛　 株式会社名鉄百貨店・株式会社名古屋グランパスエイト

人KENまもる君 人KENあゆみちゃん

人権イメージキャラクター



最優秀賞

武豊町立衣浦小学校一年 古橋柚乃

豊田市立堤小学校二年 山田結彩

大府市立石ヶ瀬小学校三年 安部井杏

常滑市立常滑東小学校四年 竹内媛菜

知立市立知立小学校五年 柳谷泰成

名古屋市立六郷北小学校六年 森明日華

一宮市立木曽川中学校一年 古田真凜

一宮市立木曽川中学校二年 山下美空

一宮市立木曽川中学校三年 佐野貴紀

優 秀 賞

岡崎市立豊富小学校一年 鈴木楓音 清須市立春日小学校五年 星野祐二郎

一宮市立末広小学校一年 石井惠 大府市立大府小学校六年 狩野結南

西尾市立一色中部小学校二年 細井世愛 半田市立花園小学校六年 鈴木はな乃

半田市立乙川東小学校二年 高木美月 一宮市立木曽川中学校一年 小濵琉那

名古屋市立西山小学校三年 大原あずさ 名古屋市立今池中学校一年 岡部そら

名古屋市立名東小学校三年 田村花碧 一宮市立木曽川中学校二年 天野祐希

知立市立来迎寺小学校四年 富永音葉 金城学院中学校二年 赤尾あゆみ

美浜町立布土小学校四年 神戸瑞穂 刈谷市立朝日中学校三年 山本響

小牧市立本庄小学校五年 稲熊菜月 津島市立藤浪中学校三年 佐藤由唯

入  選

一宮市立末広小学校一年 吉谷真実 常滑市立西浦南小学校一年 稲葉可純

あま市立甚目寺西小学校一年 亀地徹昭 知立市立知立南小学校一年 都築惟晋

半田市立成岩小学校一年 滝塚ほなみ

長久手市立北小学校二年 飯田もも 江南市立古知野西小学校二年 工藤葵依

半田市立花園小学校二年 今井心美 一宮市立宮西小学校二年 杉本桃子

あま市立甚目寺東小学校二年 井谷海蘭

岡崎市立豊富小学校三年 鈴木風雅 あま市立宝小学校三年 近藤和奏

一宮市立木曽川東小学校三年 加藤琉依 大府市立大府小学校三年 狩野絢南

名古屋市立富士見台小学校三年 加藤千由希
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名古屋市立橘小学校四年 向井祐月 半田市立雁宿小学校四年 山田麻央

稲沢市立大塚小学校四年 株戸暖乃 常滑市立常滑西小学校四年 駒野凜

武豊町立富貴小学校四年 山中侑杏

大府市立石ヶ瀬小学校五年 金田茉莉江 大治町立大治西小学校五年 峯村優彩

武豊町立武豊小学校五年 大西梨央 豊橋市立向山小学校五年 髙柳龍一朗

一宮市立萩原小学校五年 市川結斗

刈谷市立かりがね小学校六年 河内優太 知立市立知立南小学校六年 鈴木美和

名古屋市立六郷北小学校六年 奥野来瞳 知立市立猿渡小学校六年 青木芙芭

尾張旭市立三郷小学校六年 宮川りえ

西尾市立鶴城中学校一年 摩文仁まりあ 名古屋市立天神山中学校一年 伊藤菜々花

碧南市立新川中学校一年 河野光 刈谷市立依佐美中学校一年 原田真歩

一宮市立木曽川中学校一年 木下心

名古屋市立神沢中学校二年 森花梨 一宮市立尾西第三中学校二年 石江泉稀

刈谷市立富士松中学校二年 清水美奈 安城市立安城北中学校二年 内藤里佳

西尾市立西尾中学校二年 永田美里衣

知立市立竜北中学校三年 伊藤舞 一宮市立奥中学校三年 髙橋佳歩

瀬戸市立水無瀬中学校三年 横山由依 清須市立新川中学校三年 玉置日向子

刈谷市立依佐美中学校三年 山口慶次郎

佳  作

安城市立祥南小学校一年 東浦夕夏 江南市立宮田小学校一年 石山和磨

春日井市立小野小学校一年 椎野未彩季 名古屋市立名城小学校一年 松本紋奈

あま市立甚目寺小学校一年 林明香里 名古屋市立正木小学校一年 朝日潤時

名古屋市立高坂小学校一年 水野めりい 名古屋市立正木小学校一年 梶浦隼

名古屋市立正木小学校二年 岩本一孝 あま市立甚目寺小学校二年 中村莉緒

知立市立知立南小学校二年 新井壮太朗 小牧市立米野小学校二年 前原絢心

名古屋市立東丘小学校二年 林仁美 知多市立旭南小学校二年 磯野晴紀

名古屋市立正木小学校二年 淺川力心 名古屋市立滝川小学校二年 鈴木あずき

安城市立祥南小学校二年 武田凛

一宮市立丹陽西小学校三年 石黒歩楓 安城市立二本木小学校三年 野々山結

一宮市立奥小学校三年 森湖都 豊橋市立羽根井小学校三年 板倉光駿

名古屋市立名東小学校三年 田中さら紗 知立市立知立西小学校三年 黒田尊

名古屋市立富士見台小学校三年 森帆乃加 知立市立知立西小学校三年 秋田琴羽
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名古屋市立枇杷島小学校四年 榊原佳子 安城市立安城南部小学校四年 築山結衣

北名古屋市立師勝北小学校四年 福井七菜 半田市立雁宿小学校四年 内藤千歳

一宮市立宮西小学校四年 市川祥太郎 一宮市立木曽川西小学校四年 那須湊

武豊町立富貴小学校四年 竹内理吏佳 江南市立古知野西小学校四年 土本怜奈

武豊町立富貴小学校四年 山下日依莉 一宮市立木曽川東小学校四年 田中芳佳

西尾市立中畑小学校四年 壁谷日奈多 名古屋市立日比津小学校四年 勝山瑚雪

蒲郡市立大塚小学校五年 山口琴音 知立市立知立小学校五年 東優里

豊川市立小坂井東小学校五年 後藤凜 名古屋市立東海小学校五年 城戸ユカリ

知多市立八幡小学校五年 藤本結菜 知立市立知立小学校五年 平澤花菜

常滑市立常滑東小学校五年 水本華那 稲沢市立大里西小学校五年 原麻乃

弥富市立白鳥小学校五年 渡辺葵衣 武豊町立武豊小学校五年 可児穂佳

あま市立美和東小学校五年 伊藤瑞姫 美浜町立布土小学校五年 茶谷征

知立市立知立小学校五年 中根虎之華 豊川市立小坂井東小学校五年 清原知南

知立市立知立小学校五年 時田あかね 一宮市立葉栗小学校五年 山田千尋

知立市立知立小学校五年 大山夢織

尾張旭市立三郷小学校六年 石原英茉 美浜町立上野間小学校六年 野村佳史

半田市立板山小学校六年 杉江紗良 美浜町立布土小学校六年 本多春奈

名古屋市立千種小学校六年 加藤愛理 知多市立旭南小学校六年 磯野朋音

一宮市立木曽川東小学校六年 加藤豊乃香 岡崎市立細川小学校六年 後藤あいみ

一宮市立木曽川東小学校六年 鵜飼彩生 あま市立宝小学校六年 古川姫星

一宮市立木曽川東小学校六年 古田乃愛 刈谷市立富士松南小学校六年 三原碧音

半田市立板山小学校六年 池内碧

金城学院中学校一年 江坂萌夏 名古屋市立天神山中学校一年 蓼沼果歩

一宮市立尾西第三中学校一年 石川芽依 刈谷市立富士松中学校一年 谷井世唯

武豊町立武豊中学校一年 石井さら 知立市立竜北中学校一年 佐藤快斗

岡崎市立葵中学校一年 川澄ひな 瀬戸市立水無瀬中学校一年 中村風香

岡崎市立城北中学校一年 安藤ひなた

名古屋市立神沢中学校二年 髙松紗月 幸田町立北部中学校二年 ワーナー円香

一宮市立尾西第三中学校二年 児山瞳 安城市立安城北中学校二年 入江佳音

一宮市立尾西第三中学校二年 安福真唯 聖霊中学校二年 坂本鞠枝

東海市立富木島中学校二年 安田りあな 東海市立富木島中学校二年 岩田彩芽

岡崎市立六ツ美北中学校二年 清水ももこ 刈谷市立依佐美中学校二年 中山愛菜

安城市立安城北中学校三年 増田しずく 知立市立知立南中学校三年 坂田竣宥

刈谷市立富士松中学校三年 藤堂真実 刈谷市立朝日中学校三年 神谷樹

一宮市立木曽川中学校三年 小椋里菜 一宮市立尾西第三中学校三年 渡辺果鈴

津島市立藤浪中学校三年 星和佳奈 幸田町立北部中学校三年 大場美穂

愛知県立安城特別支援学校中学部三年 杉山地尋 岡崎市立城北中学校三年 住友花南
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最優秀賞

みよし市立黒笹小学校一年 西元祐貴

小牧市立村中小学校二年 佐橋果穏

大府市立吉田小学校三年 宮田孟典

名古屋市立味鋺小学校四年 小野心丸知

名古屋市立山田小学校五年 森菜々子

小牧市立小牧小学校六年 増田陸

瀬戸市立水無瀬中学校一年 加藤美里

小牧市立味岡中学校二年 石原郁花

小牧市立北里中学校三年 大須賀あい

優秀賞

江南市立古知野東小学校一年 土方結衣 江南市立古知野南小学校五年 野田隆文

小牧市立小牧原小学校一年 松野明華 阿久比町立南部小学校六年 杉浦花恵

小牧市立味岡小学校二年 水野冴音 岡崎市立竜谷小学校六年 齋藤陽花梨

江南市立古知野南小学校二年 青山祥子 扶桑町立扶桑中学校一年 浅井紅吏

春日井市立北城小学校三年 加藤えりな 碧南市立新川中学校一年 犬塚媛理

江南市立古知野東小学校三年 土方康太郎 一宮市立木曽川中学校二年 秋好舞弥

小牧市立小牧小学校四年 増田海 常滑市立南陵中学校二年 久松真菜

小牧市立光ヶ丘小学校四年 中村紗香 名古屋市立若水中学校三年 坂下珠実

名古屋市立大野木小学校五年 浅野龍三郎 愛西市立佐織西中学校三年 池田安里紗

入選

江南市立古知野南小学校一年 中村紗季 清須市立清洲小学校一年 村瀬心子

あま市立甚目寺東小学校一年 近藤千紗 犬山市立犬山北小学校一年 横江伶香

常滑市立三和小学校一年 竹内煌貴

南知多町立日間賀小学校二年 田中佑奈 春日井市立小野小学校二年 本多珠妃

北名古屋市立五条小学校二年 長江奏二 江南市立古知野南小学校二年 原彩乃

小牧市立味岡小学校二年 野中恵史

小牧市立村中小学校三年 佐橋苑華 一宮市立浅井中小学校三年 和田心愛

春日井市立小野小学校三年 大矢塔子 一宮市立浅井北小学校三年 田莉来

犬山市立城東小学校三年 鈴木唯奈

みよし市立黒笹小学校四年 西元彩乃 小牧市立味岡小学校四年 興津陽愛

小牧市立大城小学校四年 波多野熙秀 清須市立清洲小学校四年 近藤愛梨

名古屋市立西前田小学校四年 田中佑奈
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名古屋市立本郷小学校五年 山下珠穂 日進市立梨の木小学校五年 土屋英恵

小牧市立村中小学校五年 東咲歩 みよし市立緑丘小学校五年 野口瑞葵

一宮市立向山小学校五年 宇野あかり

岡崎市立緑丘小学校六年 内田壮祐 小牧市立米野小学校六年 安西遥

名古屋市立楠小学校六年 尾藤ななみ 名古屋市立本郷小学校六年 梅田芽衣

瀬戸市立長根小学校六年 井澤爽

岩倉市立岩倉中学校一年 村平純菜 常滑市立常滑中学校一年 原田舞

常滑市立常滑中学校一年 岩田実佳 犬山市立犬山中学校一年 塚田萌以

岩倉市立岩倉中学校一年 安藤颯麻

常滑市立南陵中学校二年 間宮春菜 岡崎市立竜南中学校二年 吉田多映

春日井市立味美中学校二年 西垣朱梨 碧南市立中央中学校二年 鈴木佑茉

碧南市立新川中学校二年 犬塚結理

名古屋市立豊正中学校三年 加藤麻衣 常滑市立南陵中学校三年 岩川実花

岡崎市立常磐中学校三年 伊東菜佳 武豊町立武豊中学校三年 井上寧々華

あま市立美和中学校三年 寺本美優

佳作

清須市立清洲小学校一年 立石花音 瀬戸市立幡山東小学校一年 大草真咲

常滑市立鬼崎南小学校一年 岸岡泉蕗 阿久比町立南部小学校一年 山本颯萊

東浦町立片葩小学校一年 神谷柚寧

長久手市立市が洞小学校二年 岩下莉乃 大府市立石ヶ瀬小学校二年 伊藤瀬七

豊山町立新栄小学校二年 河村紗衣 豊山町立新栄小学校二年 内山留季

一宮市立浅井北小学校二年 大岡史奈

一宮市立西成小学校三年 石原佳歩 一宮市立向山小学校三年 潮田夕奈

あま市立甚目寺東小学校三年 小澤ゆな依 名古屋市立山田小学校三年 森健太

春日井市立小野小学校三年 糸数璃乃 名古屋市立名北小学校三年 武内健心

一宮市立浅井北小学校三年 鈴木夢菜 岡崎市立緑丘小学校三年 天野心結

清須市立星の宮小学校三年 齋藤栞那 一宮市立起小学校三年 蔵座穂乃花

春日井市立神屋小学校三年 長門妃音 稲沢市立大里西小学校三年 岡本諒太郎

瀬戸市立幡山東小学校三年 山田優里 瀬戸市立幡山東小学校三年 山田千晴

春日井市立押沢台小学校四年 村田汐梨 あま市立甚目寺西小学校四年 西河実莉

豊橋市立羽根井小学校四年 坂田味丘恵 春日井市立小野小学校四年 本多凜佳

名古屋市立常磐小学校四年 鈴木明依 豊山町立志水小学校四年 熊谷静

小牧市立本庄小学校四年 加納芽依 瀬戸市立幡山東小学校四年 大野詩栞

春日井市立柏原小学校四年 前田東吾 名古屋市立西山小学校四年 北村陽香

豊山町立志水小学校四年 松田雅冬 一宮市立浅井南小学校四年 前田和泉

小牧市立米野小学校四年 重本愛実 碧南市立日進小学校四年 溝口乃菜

西尾市立一色西部小学校四年 榊原みなみ 名古屋市立西山小学校四年 新井優実

長久手市立北小学校四年 丸山心愛
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岡崎市立六名小学校五年 倉地みのり 小牧市立米野小学校五年 今井麟

尾張旭市立城山小学校五年 藤本ゆめ 名古屋市立本郷小学校五年 柘植陽向

瀬戸市立幡山東小学校五年 宮下晶 名古屋市立大高南小学校五年 後藤結菜

小牧市立三ッ渕小学校五年 江口望未 瀬戸市立陶原小学校五年 黒木蓮

岡崎市立三島小学校五年 判治孝哉 名古屋市立本郷小学校五年 今井宏彰

名古屋市立本郷小学校五年 小澤帝芽 大府市立共和西小学校五年 額沙耶

名古屋市立日比津小学校五年 小出百合亜 大府市立共和西小学校五年 山口凜乃

武豊町立武豊小学校五年 樋口柚那 瀬戸市立陶原小学校五年 加藤大和

小牧市立小牧原小学校五年 太田愛和 春日井市立小野小学校五年 松本愛永

岩倉市立岩倉北小学校五年 村平直起 瀬戸市立陶原小学校五年 石原遙佳

名古屋市立味鋺小学校六年 酒井菜緒 岡崎市立美合小学校六年 原田優司

小牧市立米野小学校六年 宮地響子 名古屋市立猪高小学校六年 土屋友理香

名古屋市立猪高小学校六年 西井優 東浦町立片葩小学校六年 小林璃子

豊山町立豊山小学校六年 篠田ゆり 岡崎市立美合小学校六年 磯谷知里

小牧市立北里小学校六年 千田紗羽 あま市立正則小学校六年 山田理紗子

半田市立半田小学校六年 水野夏実 江南市立門弟山小学校六年 舟根唯乃

みよし市立緑丘小学校六年 宇野百華 大府市立大府小学校六年 狩野結南

春日井市立勝川小学校六年 細谷彩乃 名古屋市立日比津小学校六年 箕浦静利奈

蒲郡市立竹島小学校六年 石田七瀬 瀬戸市立水南小学校六年 坪井風花

春日井市立小野小学校六年 中垣美祐 名古屋市立味鋺小学校六年 山﨑彩音

幸田町立幸田小学校六年 浦山美妃 蒲郡市立竹島小学校六年 田中桜英

名古屋市立日比津小学校六年 後藤彩月

一宮市立葉栗中学校一年 戸松千裕 岩倉市立岩倉中学校一年 河野真緒

あま市立美和中学校一年 川副夢芽 常滑市立常滑中学校一年 成瀬結菜

東浦町立北部中学校一年 新海由惟

愛知教育大学附属名古屋中学校二年 山田瑠 幸田町立北部中学校二年 浦山妃菜

東海市立横須賀中学校二年 赤塚瞳 安城市立東山中学校二年 佐藤遼謙

あま市立甚目寺中学校二年 梶原佑月

犬山市立東部中学校三年 岩嶋はな乃 扶桑町立扶桑中学校三年 浅井美礼

津島市立暁中学校三年 浅野聖那 愛西市立佐織西中学校三年 河合穂乃華

稲沢市立千代田中学校三年 兼山莉子
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最優秀賞

豊田市立衣丘小学校一年　 松下楓

西尾市立八ツ面小学校二年 藤本彩花

日進市立梨の木小学校三年 孕石ちひろ

刈谷市立朝日小学校四年 澤田朱音

愛西市立北河田小学校五年 河野彩花

あま市立美和東小学校六年 蛭川滉太

尾張旭市立西中学校一年 高木綾音

あま市立美和中学校二年 木下心詩

豊川市立御津中学校三年 渡辺倭

優 秀 賞

知立市立知立南小学校一年　 大西疏太 幸田町立坂崎小学校五年 小野咲良

名古屋市立汐路小学校一年　 二面かんな 西尾市立寺津小学校六年 岡田隆之介

名古屋市立豊田小学校二年　 青山漣 名古屋市立金城小学校六年 谷口魁

安城市立安城南部小学校二年　 太田翔馬 名古屋市立若水中学校一年 酒井勇太

名古屋市立東丘小学校三年 水井彩愛 長久手市立南中学校一年 伊藤美乃里

愛西市立北河田小学校三年 成田陸人 東浦町立東浦中学校二年 小杉悠翔

豊田市立五ヶ丘東小学校四年 山田幸歩 東海市立平洲中学校二年 深尾百花

愛西市立草平小学校四年 堀田貴雅 大治町立大治中学校三年 山﨑未稀

岡崎市立竜谷小学校五年 藤井愛珠 岡崎市立南中学校三年 山本愛実

入  選

豊田市立青木小学校一年　 花木大空 名古屋市立笠東小学校一年　 田巻莉緒

名古屋市立神宮寺小学校一年　 本間奏多 北名古屋市立師勝小学校一年 後藤輝

東海市立緑陽小学校二年 藤本青葉 知立市立猿渡小学校二年 渡邊紗妃

阿久比町立英比小学校二年 伊藤紗耶 北名古屋市立白木小学校二年 半谷実央

あま市立七宝小学校二年 土井章太郞 名古屋市立北一社小学校二年　 林蓮也

西尾市立西尾小学校三年 浅井悠愛 岡崎市立奥殿小学校三年　 宮島大地

安城市立丈山小学校三年 沓名慶太 安城市立安城南部小学校三年 稲垣樹沙

一宮市立西成小学校三年 熊﨑皓正
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知多市立岡田小学校四年 梅田悠真 名古屋市立明徳小学校四年 松崎詩織

武豊町立武豊小学校四年 久田佳音 あま市立正則小学校四年 井戸田晄華

南知多町立師崎小学校四年 磯部光希

西尾市立花ノ木小学校五年 中村芽衣那 安城市立安城南部小学校五年 鈴木志歩

豊田市立高嶺小学校五年 有働菫 刈谷市立双葉小学校五年 藤井俊仁

半田市立乙川小学校五年 加藤楓

みよし市立南部小学校六年 飯田明門 西尾市立一色南部小学校六年 斉藤りん

名古屋市立金城小学校六年 山口真奈 尾張旭市立城山小学校六年 坂梨々愛

一宮市立萩原小学校六年 武山琉眞

幸田町立北部中学校一年 鈴木武透 岡崎市立東海中学校一年 小田乃由

岡崎市立矢作北中学校一年 大山真代 岡崎市立矢作北中学校一年 井澤日葉理

名古屋市立瑞穂ヶ丘中学校一年 藤木亜優香

あま市立甚目寺中学校二年 小山千尋 知立市立竜北中学校二年 佐々木桃果

豊橋市立豊岡中学校二年 白井来実 知立市立竜北中学校二年 都築真夢

豊川市立東部中学校二年 近田悠真

幸田町立南部中学校三年 佐々木麗 江南市立古知野中学校三年 倉地由菜

一宮市立北方中学校三年 西村優作 尾張旭市立西中学校三年 篠平菜央

江南市立古知野中学校三年 岩田唯花

佳  作

岡崎市立美合小学校一年 太田景翔 豊田市立堤小学校一年 岩川夕莉

西尾市立荻原小学校一年 平野桃羽 一宮市立瀬部小学校一年 津野怜音

稲沢市立国分小学校一年 田角羽花 常滑市立鬼崎北小学校一年 林育未

清須市立清洲東小学校一年 川口愛 あま市立七宝小学校一年 大野美優

北名古屋市立白木小学校二年 岡田光誠 田原市立伊良湖岬小学校二年 小久保歩海

津島市立神島田小学校二年 森蓮 刈谷市立小高原小学校二年 宗宮由奈

豊明市立沓掛小学校二年 龍﨑晃優 あま市立甚目寺西小学校二年 浅野英介

岡崎市立細川小学校二年 中野天慎 一宮市立千秋南小学校二年 山上こころ

日進市立日進南小学校二年 増田優 豊川市立中部小学校二年　 大野萌音

半田市立花園小学校三年 横田采明 豊田市立梅坪小学校三年 西岡修羅

新城市立千郷小学校三年 植田枝理子 豊田市立衣丘小学校三年 柴田英梨佳

豊田市立竹村小学校三年 井かのん 津島市立神守小学校三年 宮松純子

春日井市立上条小学校三年　 岡村和葉 あま市立甚目寺東小学校三年 金子詩奈

北名古屋市立師勝東小学校三年 福原梓 一宮市立北方小学校三年 倉本詩乃

日進市立梨の木小学校三年 原隼佑
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名古屋市立大和小学校四年 上杉綾祢 蒲郡市立三谷東小学校四年 白井心彩

あま市立甚目寺西小学校四年 寺田悠里子 豊川市立牛久保小学校四年 河上優奈

大治町立大治南小学校四年 山﨑ゆな 豊田市立青木小学校四年 肴梗薫

名古屋市立諏訪小学校四年 伊藤伶峯 豊川市立中部小学校四年 平工菜々子

名古屋市立諏訪小学校四年 寺本紗那 豊田市立寺部小学校四年 磯谷莉子

幸田町立幸田小学校四年 金澤拓海 豊田市立童子山小学校四年 船津華琳

蒲郡市立竹島小学校四年 鈴木花梨

岡崎市立大樹寺小学校五年 柴山実優 名古屋市立富士見台小学校五年 齋藤由衣

西尾市立寺津小学校五年 美甘夢馨 江南市立布袋北小学校五年 間部陽仁

岡崎市立矢作南小学校五年 山西星和 知多市立旭東小学校五年 佐藤華怜

あま市立美和東小学校五年 伊藤愛葉 東浦町立生路小学校五年 中川賢人

名古屋市立山田小学校五年 佐波音羽 西尾市立幡豆小学校五年 大西千春

名古屋市立弥富小学校五年 青柳光 刈谷市立朝日小学校五年 鈴木彩莉紗

東郷町立春木台小学校五年 韮澤万由子

名古屋市立金城小学校六年 木村あすか 愛西市立開治小学校六年 横井涼菜

豊橋市立牟呂小学校六年 坂本麻尋 常滑市立三和小学校六年 片山すみれ

名古屋市立稲生小学校六年 牛田大貴 西尾市立津平小学校六年 鵜瀬光陽

新城市立東郷東小学校六年 樋口紗耶 稲沢市立下津小学校六年 鈴木裕也

豊田市立童子山小学校六年 山本和香 豊橋市立植田小学校六年 石田智基

豊田市立高嶺小学校六年 山本千叶 一宮市立丹陽南小学校六年 伊藤ななみ

蒲郡市立蒲郡北部小学校六年 石川夏子

岡崎市立竜海中学校一年 渡我部はるか 安城市立安祥中学校一年 内山ゆい

安城市立安城南中学校一年 奥村はる陽 名古屋市立瑞穂ヶ丘中学校一年 安江巴菜

東浦町立北部中学校一年 外山寛翔 豊田市立逢妻中学校一年 上戸愛

半田市立青山中学校一年 森下博行 一宮市立南部中学校一年 林大貴

安城市立安祥中学校一年 山口丈虎

あま市立甚目寺中学校二年 横井康平 愛知産業大学三河中学校二年 藤原由羽

岡崎市立甲山中学校二年 杉浦樹生 春日井市立東部中学校二年 田中陽一朗

北名古屋市立白木中学校二年 野口乙姫 尾張旭市立西中学校二年 廣田百香

半田市立亀崎中学校二年 村瀬佳奈 江南市立古知野中学校二年 中西耕庸

刈谷市立富士松中学校二年 西村颯

碧南市立中央中学校三年 岩瀬瞳 清須市立新川中学校三年 渡邉まとい

あま市立甚目寺南中学校三年 堀田弥夢 名古屋市立若水中学校三年 青木清高

常滑市立鬼崎中学校三年 石橋暖 知立市立知立中学校三年 山本真聖

名古屋市立牧の池中学校三年 内田真翔 知立市立知立中学校三年 丸川裕也

岡崎市立六ツ美中学校三年 中田和輝
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「いじめ」 しない させない 見逃さない
心配ごとや，困ったことがあったら何でも相談してね

子どもの人権１１０番 ０１２０-００７-１１０

人KENまもる君
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