
 

 

 

 

「ストップ！コロナ差別」啓発ポスター入賞作品の決定について 

 

１ 趣 旨                                                                 

 石川県では、「新型コロナウイルス感染症に係る差別の解消の推進に関する条例」に基 

づき、コロナ差別のない社会の実現に向けた、様々な教育・啓発活動に取り組むこととし 

ている。 

そのため、小中高等学校に在籍する児童・生徒に対し、新型コロナウイルス感染症に係 

る差別の問題について考えるきっかけとして、コロナ差別解消に係る啓発ポスターを募集 

し、下記のとおり入賞作品を決定した。 

 

【応募状況】 

  ・小学校      １２３点（２０校） 

  ・中学校      ３１４点（１３校） 

  ・高等学校      ５２点（ ２校） 

     計      ４８９点（３５校） 

 

【入賞作品】 

  ・最優秀賞       ５点 

  ・優秀賞       １０点 

  ・入選        ３５点 

     計       ５０点 

   （入賞者は別添名簿のとおり） 

 

【ポスター展の開催】 

  「ストップ！コロナ差別！」啓発ポスター展 

    場  所：石川県庁行政庁舎 展望ロビー（１９階） 

    日  時：１０月２５日（月）～１１月４日（木）まで 

  展示総数：５０点（入賞作品） 

令和 3 年 10 月 25 日 

（事務担当） 

総務課人権推進室 

中村 

内線 3360 

直通 076-225-1230 



【小学生の部】

　１・２年の部

賞 市町 学校名称 学年 氏　　名 ふりがな

最優秀 七尾市 山王小学校 1年 磯部　莉央 いそべ　りお

優秀 白山市 北陽小学校 2年 松田　穂花 まつだ　ほのか

優秀 能登町 鵜川小学校 2年 上谷　真絃 かみたに　まいと

入選 金沢市 金石町小学校 1年 中村　琥翔 なかむら　くうと

入選 能登町 宇出津小学校 1年 新谷　　楓 しんたに　かえで

　３・４年の部

賞 市町 学校名称 学年 氏　　名 ふりがな

最優秀 小松市 東陵小学校 3年 中津　凛花 なかつ　りんか

優秀 羽咋市 余喜小学校 4年 坂井　悠華 さかい　ゆうか

優秀 七尾市 東湊小学校 4年 得能　唯花 とくの　ゆいか

入選 金沢市 杜の里小学校 3年 西　　祐人 にし　ゆうと

入選 かほく市 宇ノ気小学校 3年 藤岡　美羽 ふじおか　みう

入選 能登町 鵜川小学校 3年 橋本　芽衣 はしもと　めい

　5・６年の部

賞 市町 学校名称 学年 氏　　名 ふりがな

最優秀 能登町 宇出津小学校 6年 山岸　夕彩 やまぎし　ゆあ

優秀 能登町 宇出津小学校 6年 小川　秋莞 おがわ　あきい

優秀 かほく市 宇ノ気小学校 5年 櫻井　鈴夏 さくらい　りんか

入選 能登町 宇出津小学校 6年 川岸　華音 かわぎし　かのん

入選 七尾市 山王小学校 6年 室木　美和 むろき　みわ

入選 七尾市 能登島小学校 6年 松田　悠佑 まつだ　ゆう

入選 小松市 犬丸小学校 6年 宮田　明奈 みやた　あきな

入選 能登町 宇出津小学校 6年 新出　太一 しんで　たいち
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【中学生の部】

賞 市町 学校名称 学年 氏　　名 ふりがな

最優秀 金沢市 鳴和中学校 1年 守田　宥希和 もりた　ゆきな

優秀 志賀町 志賀中学校 3年 小網　彩希 こあみ　さいき

優秀 金沢市 鳴和中学校 2年 本　紗幸 もと　さゆき

入選 金沢市 長田中学校 2年 川村　舞弥 かわむら　まいや

入選 金沢市 長田中学校 2年 寺井　愛友美 てらい　あゆみ

入選 金沢市 長田中学校 1年 廣瀬　そよぎ ひろせ　そよぎ

入選 金沢市 金石中学校 3年 新谷　陽向 しんたに　ひなた

入選 金沢市 金石中学校 1年 釜谷　香里奈 かまたに　かりな

入選 七尾市 七尾東部中学校 3年 室木　美来 むろき　みく

入選 七尾市 七尾東部中学校 3年 通　　桃佳 とおり　ももか

入選 七尾市 七尾東部中学校 1年 三宅　航太 みやけ　こうた

入選 七尾市 中島中学校 2年 村田　美羽 むらた　みわ

入選 小松市 中海中学校 3年 中島　心春 なかしま　こはる

入選 志賀町 志賀中学校 3年 平重　陽菜 ひらしげ　ひな

入選 志賀町 志賀中学校 2年 高原　奈央 たかはら　なお

入選 中能登町 中能登中学校 3年 上杉　勇輝 うえすぎ　ゆうき

入選 中能登町 中能登中学校 3年 飴谷　安末 あめたに　あみ

入選 中能登町 中能登中学校 3年 垣内　若葉 かきうち　わかば

入選 中能登町 中能登中学校 3年 藤澤　穂香 ふじさわ　ほのか

入選 中能登町 中能登中学校 2年 山森　健士朗 やまもり けんしろう

入選 中能登町 中能登中学校 2年 川森　滉太郎 かわもり こうたろう

入選 中能登町 中能登中学校 2年 辻口　実侑 つじぐち　みゆう

入選 中能登町 中能登中学校 1年 廣澤　　仁 ひろさわ　じん

入選 中能登町 中能登中学校 1年 池島　悠真 いけしま　ゆうま
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【高校生の部】

賞 市町 学校名称 学年 氏　　名 ふりがな

最優秀 羽咋市 羽咋工業高等学校 3年 平井　菜々美 ひらい　ななみ

優秀 金沢市 県立工業高等学校 1年 喜多　杏璃 きた　あんり

優秀 羽咋市 羽咋工業高等学校 3年 舛岡　彩優美 ますおか　さゆみ

入選 金沢市 県立工業高等学校 1年 室塚　ももか むろづか　ももか

入選 金沢市 県立工業高等学校 1年 池田　早希 いけだ　さき

入選 金沢市 県立工業高等学校 1年 広瀬　花野子 ひろせ　かのこ

入選 金沢市 県立工業高等学校 1年 山本　莉奈 やまもと　りな
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