
市町村 学校名 学年 氏名 作品名

○最優秀賞（名古屋法務局長賞）

岡崎市 南 3 中根　鏡子 優しさに潜む差別と偏見

○最優秀賞（愛知県人権擁護委員連合会長賞）

刈谷市 雁が音 3 梅田　琴乃 あの日の涙

○中日新聞社賞

安城市 桜井 1 野口　陽 今僕にできること

○愛知県教育委員会賞

安城市 東山 1 宇治　美南 仕方のないうそ

○ＮＨＫ名古屋放送局長賞

半田市 半田 2 荒木　唯那 違いを認める世界に

○名古屋グランパス賞

豊明市 栄 2 山内　愛音 偏見ゼロに近づくために

○シーホース三河賞

阿久比町 阿久比 3 黒田　奈那 みんなちがってみんないい

○名古屋ダイヤモンドドルフィンズ賞

刈谷市 雁が音 3 岡田　亜希穂 「知らない」を「知る」ことで

○優秀賞

西尾市 寺津 2 宮地　沙弥 差別のない社会を

半田市 半田 2 江端　愛心 言葉のパワー

あま市 七宝北 2 蛯原　奏 見えない障害

岡崎市 新香山 2 齊藤　菜々香 温かい優しさと個性

日進市 日進北 1 柏木　舞 今の私にできること。

豊根村 豊根 3 塚本　弥沙生 自分らしく生きる

碧南市 東 2 山本　くるみ 障害か障がいか。障害について私が思うこと。

名古屋市 浄心 3 石田　美月 過ちから考えたこと

名古屋市 供米田 3 山根　妃奈 理解してくれる人がいる環境の大切さ

名古屋市 冨士 2 橋本　心花 自分の色を出して輝ける最高の画用紙（せかい）を
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市町村 学校名 学年 氏名 作品名

○入選

名古屋市 南陽 2 兼　一乃 見えない障害

東郷町 春木 2 林　愛哩 人口の約七パーセントの人のために

名古屋市 山田 2 長谷川　心桜 大切な家族

名古屋市 平田 3 岩﨑　優奈 犯罪者とその家族の人権

日進市 日進 3 岩本　紗季 人権という言葉が消えるとき

日進市 日進北 3 杉浦　諒一 「食」から考えるより良い社会

清須市 春日 2 北村　陽菜 全ての人に幸せな家庭を

瀬戸市 水無瀬 2 平川　侑奈 「加害者」？「被害者」？

瀬戸市 にじの丘 2 加藤　朋華 二つのいじめ

瀬戸市 光陵 2 キアラ　ハルミ 普通って？

小牧市 小牧 1 林　楓 一人じゃない。

津島市 神守 3 髙野　有華 身近なことの変化によって

蟹江町 蟹江北 2 野瀬　柊馬 東日本大震災の経験を生かして

愛西市 佐織西 3 渡邉　笑愛 今より笑顔の多い世界のために

弥富市 十四山 3 猪飼　優花 社会への思い

愛西市 永和 1 清水　心結 発言に責任を

愛西市 佐屋 2 吉峯　亜莉奈 奪われた人権

一宮市 葉栗 3 飯塚　胡桃 「いいこと」と社会の歪み

稲沢市 稲沢西 2 森　乃々果 「可哀想」を「個性」に。

一宮市 葉栗 2 山田　歩実 私達の持つ番号から

稲沢市 稲沢西 3 柴田　理紗子 おばあちゃんが教えてくれたこと

一宮市 大和 2 中野　陽嘉 制服のスカート

東海市 横須賀 1 大畑　輝莉 私らしく

半田市 半田 2 森　華子 名前を認め合う

知多市 旭南 2 庭田　日菜子 自分を大切にすること

半田市 成岩 1 橋本　流 言葉の重み

大府市 大府西 2 山口　千楓 いじめと私

大府市 大府西 3 加藤　美桜 今から変わる

知多市 旭南 3 新海　咲百合 心で話す

愛知県 ひいらぎ特別支援 2 竹内　花音 私のできること

岡崎市 六ツ美 3 石川　苺奈 けんかと比べて

安城市 篠目 1 石川　琴梨 思っているよりももっと近くで



市町村 学校名 学年 氏名 作品名

碧南市 南 2 石内　美羽 声よ届け

知立市 竜北 2 野村　ひより 多くの人からもらったやさしさ

刈谷市 雁が音 3 中村　莉子 コロナを通して伝えたいこと

西尾市 平坂 3 伊澤　涼盛 自分のできることを

豊橋市 吉田方 2 瀬在　こころ 障害と私たち

豊橋市 青陵 3 奥村　羽月 本当の私

豊橋市 牟呂 1 石黒　悠季 認知症高齢者の人権

豊橋市 高師台 2 石田　菜羽 障害のある人について

豊橋市 羽田 3 谷山　音色 常識にとらわれない自分に

蒲郡市 形原 3 小嶋　萌々音 あの子の一言

豊橋市 羽田 3 原　千寛 大人の責任

蒲郡市 形原 2 三田　愛梨 言葉を学び続ける

新城市 新城 3 長坂　莉来 個性ってなんだろう

設楽町 津具 1 長坂　青依 明るい未来のために


