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計 31 24 8 63

小学校の部

中学校の部

高等学校の部

佳作 17 12
準入選 8 6 1 15
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応募学校数 36 39 3 入選 3 3 4 10

応募作品数 352 460 108 最優秀賞
10 ▲ 1 優秀賞 2 2

令和３年度青森県明るい選挙啓発ポスターコンクール優秀作品集

令和２年度 令和３年度 前年比 小学校 中学校 高校 計

1 1 3
応募市町村数 11

応募状況 優秀作品

最優秀賞

髙橋 一志
黒石市立黒石中学校（2年）

舘田 芽衣
青森県立弘前実業高等学校（3年）

三上 柚衣

弘前市立朝陽小学校（6年）

～審査員コメント～

投票用紙を持って軽やかに駆けていく姿が画面

中央に大きく描かれ、町に暮らす様々な職種、

年代の人々がにこやかに見守っています。「レッ

ツゴー選挙」というコピーは虹色に囲まれ、明る

く元気な図案にぴったりです。

～審査員コメント～

ナポレオンが言ったとされる言葉をもじって投

票を促すコピーと図案が目を引き、見る人に力

強いメッセージを放っています。先頭に立ち投

票へ向かう勇ましさは、「自分も投票に行こ

う」という誰かの行動力に結び付くかもしれま

せん。

～審査員コメント～

天秤はかりに乗った投票用紙と高校生を同じ重

さに描き、その一票はその人自身であることを

表しているように見えます。淡い紫色と女子高

生のたたずまいが可愛らしく、ふんわりと優し

い雰囲気ですが、投票することへ責任をもつ大

切さをしっかりと伝えています。



中央審査会
文部科学大臣・総務大臣賞　受賞

川端 恋斗
むつ市立第三田名部小学校（2年）

優秀賞（小学校の部）

古川 亮大
むつ市立第三田名部小学校（1年）

優秀賞（中学校の部）

平野 若葉

黒石市立黒石中学校（2年）

丹代 裕貴
平川市立平賀東中学校（3年）

優秀賞（高等学校の部）

蔦川 梨花
八戸聖ウルスラ学院高等高校（2年）

～審査員コメント～

一匹の大きくカラフルな魚が堂々と泳ぎ、

他のいきものたちを引き連れて目的地に向

かっていくようです。みんなを誘って投票に

行こうと思わせてくれるポスターです。

～審査員コメント～

恐竜たちが、それぞれ投票用紙を持って投

票箱の前に並んでいます。投票所では、恐

竜たちのようにルールとマナーを守って投

票しようという気持ちになります。

～審査員コメント～

「選挙」の文字が道のように投票箱へ続き、みん

なが投票へ向かいます。見やすい色の組合せや立

体感のある文字、効果的な足跡など、デザインの

工夫がたくさん見られるポスターです。

～審査員コメント～

カラフルな音色がエネルギッシュな思いとなっ

て、真っ白な投票用紙に込められていくように

見えます。若い世代の意見を投票することで示

していく様子を、音楽で表現する面白さがあり

ます。

～審査員コメント～

ピクトグラムのような人の形は、選挙に関

わる言葉で形成されています。シンプル

なデザインの中に、多くの情報を込め、

見る人の選挙への関心を高めるようなポ

スターになっています。



八戸聖ウルスラ学院高等高校（2年）

入選（小学校の部）

中村 心咲
八戸市立白鷗小学校（2年）

久保 綾羽
むつ市立第三田名部小学校（6年）

工藤 陽那汰
むつ市立第三田名部小学校（6年）

入選（中学校の部）

松尾 明莉
青森県立弘前実業高等学校（3年）

對馬 虎太郎
青森県立弘前実業高等学校（3年）

橘 祈愛
八戸市立大館中学校（2年）

）

吉田 有紗
八戸市立第一中学校（1年）

成谷 未來
弘前市立第二中学校（3年）

入選（高等学校の部）

佐々木 みゆ
八戸学院光星高等学校（3年）

平尾 友菜
八戸工業大学第二高等学校（2年）

～審査員コメント～

仲良く泳ぐ海のいきものたちがにこ

やかに向かっている先は、投票所で

しょうか。明るい色彩で楽しい雰囲

気が伝わるポスターです。

～審査員コメント～

多色版画で美しい色彩のトンボを表

現しています。豊かな自然を守りた

いという気持ちも大切な一票につな

がります。

～審査員コメント～

マスクをして投票する姿は、コロナ

禍でも自分の一票を大切にする責

任を訴えているようです。静けさや

清潔感を感じる水彩表現です。

～審査員コメント～

虹が出ている雨上がりに、新たな一歩

を踏み出そうとしているように見えます。

初めての投票に向けてそっと背中を押し

てくれるような優しいポスターです。

～審査員コメント～

１８歳が、自分たちの声を届けるため

に投票しています。未来をつくって

いく主役になろうという気持ちが伝

わるポスターです。

～審査員コメント～

青森県の農林水産物や伝統文化を

大切に思う気持ちも、政治へ関心

をもつ第一歩だと教えてくれるポ

スターです。

～審査員コメント～

投票用紙のような四角形が

明るい色彩で並べられ、若

い人の思いを表現している

ように感じられます。

～審査員コメント～

「熱い人望」をもった候補

者に託す「清き一票」。投

票するこの人物のように未

来を考え行動したいですね。

～審査員コメント～

ハートを抱きしめる姿は、

思いの大切さを表現してい

るように見えます。風を受け

る姿には躍動感も感じます。

～審査員コメント～

投票箱から出る吹き出しに

は青空を飛ぶ鳥が描かれ、

伸びやな筆のタッチからは

希望が広がるようです。



西 桜花
八戸市立白銀南小学校（6年）

金田 白羽

青森県立弘前実業高等学校（3年）

太田 成実
弘前市立朝陽小学校（6年）

準入選（小学校の部）

準入選（中学校の部）

相澤 乃彩
弘前市立第二中学校（1年）

古川 和奏
平川市立尾上中学校（2年）

岩谷 奏
黒石市立黒石中学校（2年）

舘前 百華
八戸市立大館中学校（1年）

大村 佳永

青森市立横内中学校（2年）

二本栁 唯維
むつ市立第三田名部小学校（3年）

立花 尚希
むつ市立第三田名部小学校（3年）

工藤 勘太郎
むつ市立第三田名部小学校（2年）

準入選（高等学校の部）

西 葵生
八戸市立白銀南小学校（4年）

蛯名 湊翔
むつ市立第三田名部小学校（4年）

出川 結衣
八戸市立白銀南中学校（3年）

坂井 ちひろ
むつ市立第三田名部小学校（6年)



佳作（小学校の部）

佳作（中学校の部）

中村 陸花
むつ市立むつ中学校（3年）

久慈 紗矢香
八戸市立第一中学校（3年）

川村 快斗
つがる市立木造中学校（1年）

桑原 美優
弘前市立第二中学校（1年）

工藤 時人
青森市立横内小学校（5年）

笹森 心響
青森市立戸山中学校（1年）

下舘 詩冬
八戸市立第一中学校（2年）

盛 結花
弘前市立第三中学校（2年）

宮川 巧大
弘前市立西小学校（1年）

横山 季希
青森市立浪岡北小学校（3年）

雪田 琉斗
青森市立浪岡北小学校（3年）

大科 慧翔
青森市立北小学校（2年）

髙阪 芽生
むつ市立第三田名部小学校（2年）

佐藤 楓
むつ市立第三田名部小学校（2年）

田畑 稀陵
むつ市立第三田名部小学校（2年）

山下 翔真
むつ市立第三田名部小学校（2年）

工藤 凌空
むつ市立第三田名部小学校（3年）

久保 楓花
むつ市立第三田名部小学校（4年）

澁谷 羽奏
青森市立横内小学校（5年）

須藤 愛凛
青森市立横内小学校（5年）

工藤 暢大
青森市立大野小学校（6年） 上小倉 空翔

むつ市立第三田名部小学校（6年）

宮地 秀明
黒石市立黒石中学校（1年）

大川原 未織
弘前市立第二中学校（2年）

櫻庭 羽瑠菜
弘前市立第二中学校（3年）

鳥越 和
六戸町立六戸小学校（6年）

山崎 絢音
むつ市立第三田名部小学校（6年）

北村 春奈
平川市立平賀東中学校（3年）

中田 詩
平川市立平賀東中学校（3年）



佳作（高等学校の部）

三浦 せな
八戸学院光星高等学校（3年）


