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応募状況 優秀作品

最優秀賞

～審査員コメント～

少ない色数とシルエットを効果的に使って、

一人一人の票が大きな力となることを表し

た作品です。レタリングに力強さがあり、

夜空の青色に赤い文字がよく映えます。

一人一人がよく考え、思いを込めて選挙

に臨むことが大切であると、見る人に思わ

せてくれるポスターです。

～審査員コメント～

画面の日本列島は一つ一つの投票用紙で

成り立っています。日本国民の思いや願

いが正しく政治に反映されるよう、その大

切な一票を放棄しないでほしいという作者

のメッセージが強く伝わるポスターとなっ

ています。見る人に分かりやすいこともポ

スターの大切な要素です。

～審査員コメント～

「明るい未来」をつくるための選挙をしよう

という作者の思いが込められた作品です。

めいすいくんと手をつなぎ、ハートをかか

げている様子は、これからの社会に希望を

もつ子どもたちの姿のようにも見えます。色

使いが明快で、見る人の目を引くポスター

です。

佐藤 彪琉
青森市立大野小学校（3年）

～審査員コメント～

不要な要素を削除し、よりシンプルな画

面構成にしたことで、作者の訴えたいこと

がダイレクトに伝わってくるポスターに

なっています。「一票」を「ひとおし」と

読ませる工夫も秀逸です。若者が明るい

選挙に関心をもつ重要性を伝えている作

品です。

優秀賞（小学校の部）

小島 咲夏
弘前市立北小学校（6年）

平野 正樹
黒石市立黒石中学校（3年）

苅谷 侑香
八戸工業大学第二高等学校（1年）

小河 みらい
むつ市立第二田名部小学校（2年）

～審査員コメント～

大きく花開いたひまわりの花と女の子が２人、

そして蝶やてんとうむしが描かれています。

まっすぐ太陽に向かう花は、生き生きとした

生命力を表しているようにも見え、「明るい

せんきょ」という言葉を引き立たせています。

見ている私たちに、明るい気持ちで選挙に行

こうと思わせてくれるポスターです。



優秀賞（中学校の部）

河原木 香珠
八戸市立三条中学校（3年）

～審査員コメント～

水彩画の描写にはっきりとしたレタリング

を組み合わせ、視認性の高い構成となっ

ています。差し伸べられた手は、選挙へ

の誘いか、それとも、未来の子どもたち

へよりよい社会をバトンタッチするための

責任を表しているのか、見る人にゆだね

られているような作品です。

門脇 花穗
八戸市立白山台中学校（3年）

～審査員コメント～

１８歳になった少女が選挙権という切符で

改札を通り抜けていくアイディアが見事で

す。１８歳の若者がもつ初々しさを画面下

部の青色や制服に感じます。また、選挙

に向かう真摯な気持ちが、画面上部の国

会議事堂の重厚感に表現されているように

感じられます。

優秀賞（高等学校の部）

大野 愛莉純
八戸工業大学第二高等学校（2年）

小田桐 梨乃
八戸工業大学第二高等学校（2年）

～審査員コメント～

一人一人の票が、投票箱の下から街並み

に降り注ぎ、様々な色の花が咲いていま

す。街並みを見ると、小さな芽も出ていま

す。選挙から始まる小さな一歩が、明る

い色調と明瞭なデザインで表されています。

～審査員コメント～

力強いメッセージがシンプルな構図なが

らも大胆に表現され、圧倒的な存在感を

もつ作品です。持っている投票用紙の表

現を明瞭にすることで、見る人へより分か

りやすく伝わるポスターになります。

～審査員コメント～

楽しそうな家族団らんの一場面は、女性

が入れる１枚の投票用紙から創られていま

す。「未来のために行動しませんか」と、

選挙を進めるポスターとなっています。美

しい色彩が見る人を幸せな気持ちにさせ

る作品です。

沼田 真希
県立六戸高等学校（2年）



入選（小学校の部）

辻 希美
八戸市立桔梗野小学校（1年）

～審査員コメント～

たくさんの花や鳥、虫たちに囲まれた女の子

をカラフルな色使いで描きました。茎や葉の

緑色の組合せに工夫が見られ、クレヨンで丁

寧にぬっています。この絵のような明るく幸せ

な日常を大切にするためにも、選挙にきちん

と向き合う気持ちをもとうと思わせてくれます。

阿部 彩良
弘前市立北小学校（６年）

山本 そよか
八戸市立桔梗野小学校（1年）

～審査員コメント～
細かい描写で丁寧に描き、画面の構成も

よく考えられています。青森県のよさを伝

え、住んでいる地域をこれからも大切にし

ていこうという気持ちが伝わるポスターで

す。このポスターからは、一人一人の票

に、郷土を愛する気持ちを込める大切さ

を教えられます。

～審査員コメント～

画面いっぱいに、色とりどりの朝顔の花。

赤やむらさき、ピンク、青。水色の朝顔も

あります。たくさんの朝顔が咲いている様

子は、明るい選挙のイメージにぴったりで

す。楽しい気持ちで選挙に行くことができ

そうです。

入選（中学校の部）

種市 萌
八戸工業大学第二高等学校（2年）

山田 衣理奈
県立六戸高等学校（2年）

～審査員コメント～

色数をおさえ、落ち着いた画面となっています。

青空のもと凜とたたずむ国会議事堂と白い投票

用紙が選挙の正しさを表しているようにも見え

ます。繊細なデザインのレタリングが作品の雰

囲気に合っていますが、判読しにくいためさらに

工夫があるとよいです。

～審査員コメント～
降り注ぐ日差しの中、虹色の階段の上に置

かれた投票箱をまっすぐ指さし、選挙へ向か

う意思を感じさせるポスターです。コピーの

工夫をすることで、絵とコピーの一体化が図

られ、ポスターの完成度がより高まります。

原 杏美
八戸工業大学第二高等学校（1年）

～審査員コメント～

めいすいくんと仲良く「日本の明日」を持つ

様子を、透明感のある色調で描いています。

白を基調とした中に描かれた２つのキャラク

ターがよく目立ち、イラストのような画面は

中高生を引きつけやすいデザインとなってい

ます。

山口 真憂
黒石市立黒石中学校（2年）

小向 彩葉
八戸市立三条中学校（1年）

須郷 朱里
鶴田町立鶴田中学校（3年）

～審査員コメント～

投票箱の中には、一点透視図法で描かれ

たカラフルな街並みがずっと先まで続いて

います。投票する一票の大切さを、明るく

豊かな生活の様子と関連させて表現して

おり、見る人に希望を与えてくれる選挙ポ

スターです。

～審査員コメント～

彩りにあふれた投票用紙の花が画面いっぱ

いに咲き、明るい選挙の広がりを示している

ように見えます。水彩のグラデーションが美

しく、ぱっと目を引く作品です。レタリングの

彩色にも作者の工夫が見られます。

～審査員コメント～

リレーのバトンを投票用紙に見立て、選挙

へ忘れずに行こうと訴えるポスターです。

背景の緑を淡彩で、手前の人物と陸上ト

ラックをはっきりとした彩色で表すことでメ

リハリのある画面となりました。たった４文

字のコピーでも強烈にメッセージが伝わり

ます。

入選（高等学校の部）



石沢 栞
八戸学院光星高等学校（3年）

沢井 翔太
八戸工業大学第二高等学校（1年）

中里 桜子
弘前市立北小学校（6年）

長谷川 心美
弘前市立北小学校（3年）

大石 ちえり
五所川原市立五所川原小学校（4年）

準入選（小学校の部）

準入選（中学校の部）

藤村 彩未
八戸市立豊崎中学校（3年）

山田 杏奈
青森市立佃中学校（1年）

齋藤 凜
平川市立平賀東中学校（3年）

沢 知大
十和田市立甲東中学校（3年）

出町 紗久来
おいらせ町立百石中学校（2年）

中村 友香
八戸市立第二中学校（3年）

勅使河原 玄太
むつ市立第二田名部小学校（2年）

工藤 愛姫
青森県立青森第一養護学校（2年）

敦賀 空愛
青森市立奥内小学校（2年）

武田 真希
平川市立平賀東中学校（3年）

準入選（高等学校の部）



佳作（小学校の部）

佳作（中学校の部）

大湯 可琳
弘前市立第二中学校（3年）

岩渕 未来玖
弘前市立第二中学校（3年）

成田 悠槻
六ヶ所村立泊小学校（6年）

田中 未那月
平川市立平賀東中学校（1年）

櫻庭 帆乃美
黒石市立黒石中学校（2年）

笹 伊吹
むつ市立第二田名部小学校（4年）

工藤 璃子
青森山田中学校（2年）

對馬 蓮
青森山田中学校（2年）

木村 美月
弘前市立第二中学校（3年）

前田 芭菜
黒石市立黒石中学校（2年）

舘 癒織
六ヶ所村立泊小学校（6年）

中川 莉瑚
六ヶ所村立泊小学校（6年）

青木 心咲
小中一貫三戸学園

三戸町立三戸中学校（1年）

赤石 莉杏
六ヶ所村立泊小学校（6年）

佐藤 舞佳
青森市立大野小学校（6年）

木村 遥
弘前市立北小学校（3年）

澤田 拓人
八戸市立南郷小学校（1年）

風穴 皓子
八戸市立桔梗野小学校（1年）

畑内 心菜
八戸市立南郷小学校（1年）

大石 一吾
五所川原市立五所川原小学校（5年）

名古屋 勇琉
青森市立奥内小学校（2年）



佳作（中学校の部）続

佳作（高等学校の部）

佐藤 友香
県立六戸高等学校（2年）

浜中 美音
県立弘前工業高等学校（3年）

川村 奈々
八戸学院光星高等学校（3年）

佐藤 風羽
黒石市立黒石中学校（3年）

木村 久遠
五所川原市立五所川原第一中学校（3年）

比内 瑠菜
平川市立平賀東中学校（3年）

横羽 帆乃果
八戸市立是川中学校（3年）

一戸 亜美
鶴田町立鶴田中学校（3年）

棟方 里珠
鶴田町立鶴田中学校（3年）


