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担当課（担当者） いじめ・不登校総合対策センター(徳本) 

電 話 ０８５７－２８－２３６２ 

 

「あったかい風をみんなで吹かそう缶バッジデザインコンクール」の 
審査結果および表彰式のお知らせ 

  

１ 審査結果 

部門 最優秀賞 優秀賞 優良賞 佳作 計 

小学校低学年の部 １ ３ ３ １５ ２２ 

小学校中学年の部 １ ３ ３ １５ ２２ 

小学校高学年の部 １ ３ ３ １５ ２２ 

中学・高校生の部 １ ３ ３ １５ ２２ 

 

【最優秀作品】 

＜小学校低学年の部＞ ＜小学校中学年の部＞ ＜小学校高学年の部＞ ＜中学・高校生の部＞ 

 

 

 

 

 

 

              

 

２ 募 集 

  （１）期間  令和２年７月～９月 

  （２）周知  県内全学校にチラシを送付し、児童生徒に配布 

 

３ 応募状況 

小学校低学年の部 ４８８点 

小学校中学年の部 ５９１点 

小学校高学年の部 ６２８点 

中学・高校生の部 ５５９点 

合計 ２，２６６点 

 

４ 審 査 

  鳥取県いじめ・不登校対策連絡協議会の参画機関・団体委員による審査を行い入賞者を決定 

 

児童生徒がいじめ防止のための缶バッジデザインを考えることを通して、児童生徒

をいじめに向かわせない、いじめを生まない学校づくりを推進するために実施した

「あったかい風をみんなで吹かそう缶バッジデザインコンクール」の審査結果および

表彰式について、下記のとおりお知らせします。 



５ 表 彰 等  

・各部門の最優秀賞受賞者を対象に、以下の日程で表彰式を実施 

  日時：令和２年１２月２２日（火） 午後４時３０分から午後５時 

  場所：中部総合事務所 Ｂ棟１階 入札室 

・優秀賞・優良賞・佳作は表彰式終了後に賞状を送付 

 

６ そ の 他 

 優秀作品については、県の発刊物等のデザインに使用する場合があります。 

 

７ 入賞者一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①小学校低学年の部

米原　花恵 米子市立車尾小学校 2年 市田　珠菜 倉吉市立西郷小学校 3年

河﨑　聖良 鳥取大学附属小学校 1年 木原　和香 鳥取市立浜坂小学校 4年

高田　遥花 鳥取大学附属小学校 1年 柳瀬　夢空 米子市立福米西小学校 4年

首藤　瑠那 大山町立大山西小学校 2年 前田　夏帆 日南町立日南小学校 4年

田中　至 鳥取市立用瀬小学校 1年 森　莉央 琴浦町立赤碕小学校 3年

尾崎　孝輔 倉吉市立成徳小学校 1年 濱田　燎平 鳥取市立城北小学校 4年

近藤　諒汰朗 米子市立義方小学校 2年 伊藤　歩夢 倉吉市立社小学校 4年

青戸　心結 鳥取市立賀露小学校 1年 河﨑　美空 鳥取市立賀露小学校 3年

森尾　季生 鳥取市立用瀬小学校 1年 前田　果恋 倉吉市立西郷小学校 3年

三﨑　ゆい 倉吉市立社小学校 1年 椋田　智香 倉吉市立河北小学校 3年

大塚　愛叶 米子市立淀江小学校 1年 駒井　颯人 倉吉市立成徳小学校 3年

安藤　丈太朗 南部町立西伯小学校 1年 天野　純奈 北栄町立北条小学校 3年

遠藤　美晴 大山町立名和小学校 1年 高浦　芽花 米子市立車尾小学校 3年

中山　理南 鳥取市立修立小学校 2年 岸　紡生 日南町立日南小学校 3年

米田　彩乃 鳥取市立修立小学校 2年 澤田　真依子 江府町立江府小学校 3年

金岡　大晟 岩美町立岩美西小学校 2年 古田　麻由佳 岩美町立岩美南小学校 4年

高見　葵 米子市立福生西小学校 2年 古橋　紗矢香 倉吉市立河北小学校 4年

宇野　明浬 米子市立福米西小学校 2年 會見　直弥 倉吉市立明倫小学校 4年

柳瀬　香音 米子市立福米西小学校 2年 淀瀬　にこ 北栄町立北条小学校 4年

矢田部　稚依子 米子市立住吉小学校 2年 山根　心月 米子市立車尾小学校 4年

北村　陸 米子市立淀江小学校 2年 渡辺　詩大 米子市立福生東小学校 4年

福間　美風 南部町立会見小学校 2年 川端　琴音 米子市立加茂小学校 4年

優良賞（３点） 優良賞（３点）

佳作（１５点） 佳作（１５点）

合計２２点 合計２２点

最優秀賞（１点）

②小学校中学年の部

最優秀賞（１点）

優秀賞（３点） 優秀賞（３点）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③小学校高学年の部

西川　まい 鳥取市立美保小学校 6年 大口　華 米子市立加茂中学校 2年

佐々木　麗 湯梨浜町立東郷小学校 5年 内田　怜香 米子市立弓ヶ浜中学校 1年

斉木　宗太郎 米子市立成実小学校 5年 門脇　仁香 境港市立第一中学校 1年

加藤　宙 境港市立外江小学校 5年 山口　梨織 三朝町立三朝中学校 3年

宮本　摩耶 米子市立啓成小学校 6年 渡邉　奈桜 境港市立第三中学校 1年

真山　璃梨華 米子市立成実小学校 6年 米原　歩那 三朝町立三朝中学校 2年

福田　琴乃 米子市立成実小学校 6年 佐々木　凜桜 境港市立第一中学校 2年

小泉　優奈 鳥取市立久松小学校 5年 中原　悠月 米子市立淀江中学校 1年

花嶋　凛 鳥取市立岩倉小学校 5年 山根　佑月 鳥取市立気高中学校 2年

磯江　美蘭 三朝町立三朝小学校 5年 岸上　桜愛 米子市立美保中学校 2年

近藤　綾乃 米子市立義方小学校 5年 古山　恋夢 米子市立美保中学校 2年

小林　尊 米子市立車尾小学校 5年 瀬戸口　葉乙 境港市立第一中学校 2年

岸上　彩愛 米子市立和田小学校 5年 丸山　未夏 鳥取市立西中学校 3年

藤川　真帆 鳥取大学附属小学校 5年 渡辺　晴香 鳥取市立桜ヶ丘中学校 3年

北見　陽菜 鳥取市立日進小学校 6年 吉田　健真 三朝町立三朝中学校 3年

田中　くるみ 鳥取市立美保小学校 6年 中本　征汰 三朝町立三朝中学校 3年

奥田　海咲 鳥取市立湖山小学校 6年 松田　英 北栄町立大栄中学校 3年

坂田　結愛 鳥取市立中ノ郷小学校 6年 広富　愛奈 鳥取大学附属中学校 3年

竹中　実徠 鳥取市立浜村小学校 6年 藤井　結子 県立鳥取工業高等学校 1年

桑本　和奏 米子市立福米東小学校 6年 丸山　由夏 県立鳥取西高等学校 2年

中井　柚希 境港市立渡小学校 6年 石田　栞菜 県立境港総合技術高等学校 2年

管　如馨 鳥取大学附属小学校 6年 油井　瑠奈 県立境港総合技術高等学校 2年

優良賞（３点）

佳作（１５点） 佳作（１５点）

合計２２点 合計２２点

優秀賞（３点）

優良賞（３点）

最優秀賞（１点）

④中学・高校生の部

最優秀賞（１点）

優秀賞（３点）


