
令和４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

小学校の部

櫻庭　結葵
弘前市立大和沢小学校（5年）

応募状況 優秀作品

最優秀賞

計 33 18 12 63

準入選 9 4 2 15

佳作 18 8 4 30

入選 3 3 2 8

1 1 3

優秀賞 2 2

最優秀賞 1

3 7

小学校 中学校 高校 計

応募学校数 39 32 ▲ 7
応募市町村数 10 8 ▲ 2
応募作品数 460 243 ▲ 217

令和３年度 令和４年度 前年比

～審査員コメント～

投票箱の中から大きな木が育ち、りんごの実には地域の明るい未来が描かれています。

青森県のりんごや自然を描くことで親しみを感じさせると共に、緑と赤の色を効果的に配置

し、構図やレタリングも工夫されたデザイン性あふれるポスターになっています。



中学校の部

江良　美妃
つがる市立木造中学校（2年）

澤頭　莉乃
八戸工業大学第二高等学校（1年）

高校の部

最優秀賞

～審査員コメント～

唐獅子のような生き物に乗って「いざ投票！」と意気込む様子を浮世絵のような雰囲気で描き、

背景の山は木造から見た岩木山で神聖な気持ちにもさせられます。とても丁寧な色の塗り方で

画面が美しく、また、コミカルな表現が、投票に行く緊張感を少し和らげてくれるようです。

～審査員コメント～

色数を抑えながらも、印象的な色彩の使い方で、清廉潔白な選挙のイメージを感じさせます。

画面下の街並みは逆さ絵のようになって、青い街を投票によって白い街につくりかえるようにも見

えます。映像メディア表現を使い完成度が高く、同世代に投票を促すような目を引くポスターで

す。



村上　晴香

八戸市立白銀南中学校（3年）

中村　灯

黒石市立黒石中学校（3年）

小学校① 小学校②

笹本　澪央 須藤　愛凛

八戸市立白鷗小学校（3年） 青森市立横内小学校（6年）

優秀賞（小学校の部）

優秀賞（中学校の部）

～審査員コメント～

風船や四つ葉のクローバーの中にたくさんの笑

顔が描かれ、見ていると幸せな気持ちになるポス

ターです。一票の先に「みんなのえがお」があ

ることに気付かされます。

～審査員コメント～

紙飛行機に見立てた投票用紙が青空に飛ん

でいく様子は、希望を込めた一人一人の一票

です。18歳の思いが「よい未来」につながる

よう、虹が美しく描かれています。

～審査員コメント～

オレンジの太陽を背景に、様々な年代の人がこち

らに手を振っている世界は、自分が投票を通してつ

くりたい未来です。しっかりと考え、強い気持ちを

もって投票することを表現しています。

～審査員コメント～

階段ではつらつと選挙の旗を掲げている姿は、今、

まさに18歳選挙権のステージに立ったことを意味し

ています。若い有権者の声が届くよう、投票に駆け

ていくような元気なポスターです。



佐々木　ももか
八戸学院光星高等学校（2年）

高校②

中村　凜夏

畑中　瑛太

八戸工業大学第二高等学校（1年）

高校①

青森県立弘前実業高等学校（3年）

高校③

優秀賞（高等学校の部）

～審査員コメント～

木材を組み合わせ「未来」の文字を創り出

す、創造性豊かな18歳が描かれています。

生き生きと自分たちの意見を表明する若い有

権者が増えていくことを期待させるポスターで

す。

～審査員コメント～

投票権をもつ18歳が、一歩踏み出して投票

へ行こうと呼びかけるポスターです。ラインを

越える一歩は慌てず、落ち着いているようにも

見え、18歳の真剣さも伝わってきます。

～審査員コメント～

自分で判断し、決めることの大切さを18

歳の有権者に訴えています。様々な制服

姿の18歳がこちらをじっと見つめているよ

うにも見え、有権者としての責任と自覚を

問われているように感じます。



小学校②

荒屋　柚子

八戸工業大学第二高等学校（1年）

早坂　七穗

八戸工業大学第二高等学校（1年）

高校①

中学校③

小学校③

中学校②

伊藤　弥々
青森市立甲田小学校（6年）

田澤　芽実
青森市立甲田小学校（6年）

藤田　怜花
黒石市立黒石中学校（3年）

中学校①

乳井　陽渚
つがる市立木造中学校（3年）

笠井　愛琉
弘前市立第二中学校（2年）

小学校①

青森市立大野小学校（6年）
原田　結菜

入選（小学校の部）

入選（中学校の部）

入選（高等学校の部）

～審査員コメント～

投票したときの思いが手紙に形を変え、

風船で運ばれていくような図案となって

おり、希望を感じさせるポスターです。

～審査員コメント～

初めての大切な一票を投じるために、

友達と意見を交わしながら自分で判断す

る18歳を、明るい雰囲気で描いています。

～審査員コメント～

投票用紙に記入する場面を、無彩色と

赤を使って、文字を引き立たせるように描

き、視認性の高いポスターになっています。

～審査員コメント～

自分の一票に思いを乗せている姿が

描かれ、投票に向き合う真剣さが伝わ

ります。人物と文字が同系色でまとめら

れ、バランスのよい配色構成となってい

ます。

～審査員コメント～

投票用紙と手をつなぎ、投票箱へ向

かうアイデアが楽しいポスターです。シ

ンプルな構図を無彩色で描き、訴えたい

ことがダイレクトに伝わります。

～審査員コメント～

ジグソーパズルのピースを投票用紙

に見立て、ピースを組み合わせていくこ

とで社会がつくられていきます。淡い色

彩が優しさを感じさせます。

～審査員コメント～

漫画表現を効果的に使い、選挙へ行こうと呼びか

けています。有権者がハッと気付き、自分事として

感じるような構成となっており、工夫が感じられます。

～審査員コメント～

投票用紙を高く掲げる力強い腕がパッと目に入るポス

ターです。黒い背景に白く輝く光の先は、その一票でつ

くられる未来を表現しているように見えます。



齋藤　明香

川上　樂 杉本　隼麻

渡部　煌

むつ市立第三田名部小学校（1年） むつ市立第三田名部小学校（1年）

むつ市立第三田名部小学校（4年）
木村　心玲

山本　悠花
青森市立甲田小学校（6年） 青森市立甲田小学校（6年）

むつ市立第三田名部小学校（5年）

若宮　遙希
青森市立横内小学校（6年）

小林　紗奈
青森市立横内小学校（6年）

瀧下　倖未
青森市立横内小学校（6年）

準入選（小学校の部）



佐々木　芭琉

八戸工業大学第二高等学校（1年） 八戸聖ウルスラ学院高等学校（3年）

木村　蓮聖

つがる市立木造中学校（2年） 平川市立平賀東中学校（3年）

向井　美結 木村　紬来

八戸市立白山台中学校（2年） 黒石市立黒石中学校（3年）

畑中　優成 柳杭田　礼佳

準入選（中学校の部）

準入選（高等学校の部）



青森市立甲田小学校(6年) 青森市立甲田小学校(6年) 八戸市立白鷗小学校(6年)
西谷　なのは 駒井　あや乃 堰合　健介

小学校⑨ 小学校⑩ 小学校⑪

小学校⑥ 小学校⑦

八戸市立白鷗小学校(6年)
城下　初音

小学校⑬ 小学校⑭ 小学校⑮ 小学校⑯

むつ市立第一田名部小学校(5年) むつ市立正津川小学校(5年) 青森市立甲田小学校(6年) 青森市立甲田小学校(6年)
木村　紫暮 川口　咲来 土屋　諒祐 河野　英莉紗

小学校⑫

八戸市立白銀南小学校(5年)

八戸市立白鷗小学校(6年) むつ市立正津川小学校(6年)
新町　紅里 小助川　雅光

むつ市立第三田名部小学校(1年)

本荘　あかり 西　葵生

小学校⑧

むつ市立第三田名部小学校(4年) むつ市立第三田名部小学校(4年) 青森市立大野小学校(5年)

むつ市立第三田名部小学校(1年) むつ市立正津川小学校(4年) むつ市立正津川小学校(4年)

小学校④

畑中　涼子折舘　朱

小学校②

鳥山　倫太郎

小学校③

近江　虹

小学校①

小学校⑤

杉本　楓斗 清川　聖羅

佳作（小学校の部）



中学校③ 中学校④中学校① 中学校②

間　虹好 相澤　乃彩 桑原　美優 新岡　真那葉
八戸市立大館中学校(1年) 弘前市立第二中学校(2年) 弘前市立第二中学校(2年) つがる市立木造中学校(2年)

青森市立浪岡中学校(3年) 弘前市立第二中学校(3年) つがる市立木造中学校(3年) 藤崎町立藤崎中学校(3年)

高校④

中学校⑤ 中学校⑥ 中学校⑦ 中学校⑧

雪田　姫李 北川　愛唯 工藤　かなえ 加川　あおい

岩井　悠香 久慈　紗矢香 長内　駿 工藤　佑斗
八戸工業大学第二高等学校(1年) 八戸工業大学第二高等学校(1年) 青森県立弘前実業高等学校(3年) 青森県立弘前実業高等学校(3年)

高校① 高校② 高校③

佳作（中学校の部）

佳作（高校の部）


