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義務教育課生徒指導係（内線４６１３）
高校教育課生徒指導係（内線４６３８）
特別支援教育課企画係（内線４６５４）

令和３年度いじめ防止ポスターコンクール結果について

１ コンクールの目的

いじめ防止に関するポスターの作成を通して、児童生徒にいじめを許さない意識と態

度を育み、児童生徒自身の力によるいじめ防止に向けての関心と意欲を高める。

２ 応募対象

県内の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、義務教育学校及び特別支援学校の

児童生徒

３ ポスター作品のテーマ

各校が取り組んでいるいじめ防止活動などを受けて、児童生徒が自分たちの力でいじ

めを防止していこうとする意識を高める。

４ 作品数
部門 小学1～3年生 小学4～6年生 中学生 高校生 総 数

参加学校数 170 211 118 14 513

応募総数 1,119 2,986 2,230 123 6,458

※ 応募作品は、部門ごとに学校代表１点とする。ただし、高校生は除く。

※ 特別支援学校を含む。

５ 受賞者

別紙「令和３年度いじめ防止ポスターコンクール受賞者」のとおり

６ 表彰式

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止とし、表彰については、各学校において

行う。

※公立小中学校は市町村経由、その他は直接学校へ表彰状等を送付する。

７ 優秀作品の展示

(1) 展示期間

令和４年１月１７日（月）午後１時～１月２３日（日）午後７時

（期間中の展示時間 午前９時～午後７時）

(2) 展示場所

県庁１階 県民ホール南側



◎　最優秀賞（４点）作品展示　表彰式参加
部　門 学　校　名 学年 氏　名 ふりがな

小学１～３年生 伊勢崎市立境小学校 3 麻生　梨沙子 あそう　りさこ

小学４～６年生 館林市立美園小学校 6 大久保　澄海 おおくぼ　すかい

中　学　生 群馬大学共同教育学部附属中学校 1 林　優衣花 はやし　ゆいか

高　校　生 高崎市立高崎経済大学附属高等学校 2 林　　莉緒 はやし　　りお

◎　優秀賞（２０点）作品展示　表彰式参加
部　門 学　校　名 学年 氏　名 ふりがな

高崎市立東部小学校 3 栁澤　怜依 やなぎさわ　れい

高崎市立金古南小学校 2 坂井　柚月 さかい　ゆずき

高崎市立吉井小学校 3 田村　藍奈 たむら　あいな

高崎市立岩平小学校 3 原田　香凜 はらだ　かりん

みどり市立笠懸東小学校 3 石田　知愛 いしだ　ちあ

前橋市立元総社南小学校 5 阿部　心音 あべ　ここね

高崎市立西小学校 6 佐野　愛唯 さの　めい

高崎市立滝川小学校 5 倉林　真佑 くらばやし　まゆ

太田市立鳥之郷小学校 6 竹政　結花 たけまさ　ゆいか

渋川市立橘小学校 4 鈴木　紅秋 すずき　くれあ

前橋市立みずき中学校 2 角田　理紗 つのだ　りさ

高崎市立倉渕中学校 1 萩原　風月 はぎわら　かのん

伊勢崎市立宮郷中学校 1 新井　りろ あらい　りろ

太田市立綿打中学校 1 藤生　奏多 ふじう　かなた

渋川市立赤城北中学校 3 兵藤　杏南 ひょうどう　あんな

群馬県立太田フレックス高等学校 2 茂木　真理 もき　まり

高崎市立高崎経済大学附属高等学校 2 大山　芽依 おおやま　めい

高崎市立高崎経済大学附属高等学校 2 関根　瑞姫 せきね　　みずき

前橋市立前橋高等学校 1 市川　結梨奈 いちかわ　ゆりな

新島学園高等学校 1 茂木　俊輔 もてぎ　しゅんすけ

◎　入選（２４点）作品展示のみ　賞状授与（後日）
部　門 学　校　名 学年 氏　名 ふりがな

伊勢崎市立赤堀南小学校 3 丸山　かなみ まるやま　かなみ
太田市立韮川小学校 2 大島　桃子 おおしま　ももこ
太田市立休泊小学校 3 寺田　結愛 てらだ　ゆな
館林市立第五小学校 2 沼田　芽彩 ぬまた　めい
安中市立九十九小学校 1 横田　七海 よこた　ななみ
川場村立川場小学校 1 １年松組 いちねんまつぐみ
高崎市立南八幡小学校 5 岡澤　奈々 おかざわ　なな
高崎市立北部小学校 5 島田　理央 しまだ　りお
高崎市立中室田小学校 6 大前　郁斗 おおまえ　いくと
渋川市立古巻小学校 6 髙津　青莉 たかつ　せり

安中市立西横野小学校 6 上原　侑大 うえはら　ゆうだい
板倉町立西小学校 6 嶋田　舜 しまだ　しゅん
前橋市立東中学校 1 村川　礼依 むらかわ　れい

高崎市立吉井西中学校 2 河角　優花 かわすみ　ゆうか
太田市立休泊中学校 2 内藤　來春 ないとう　こはる
館林市立第三中学校 2 笠原　志織 かさはら　しおり
渋川市立北橘中学校 1 狩野　七美 かのう　ななみ
大泉町立南中学校 3 俣野　優愛 またの　ゆあ

群馬県立あさひ特別支援学校 2
内山　來夢
木村　萌愛

うちやま　らむ
きむら　もえ

高崎市立高崎経済大学附属高等学校 2 阿部　七葉 あべ　ななは

高崎市立高崎経済大学附属高等学校 2 川田　美里 かわだ　　みさと

高崎市立高崎経済大学附属高等学校 2 武井　織る子 たけい　　おるこ

桐生第一高等学校 ※１

若葉高等学園 ※２

小学１～３年生

令和３年度　いじめ防止ポスターコンクール受賞者名簿

中　学　生

小学４～６年生

小学１～３年生

中　学　生

高　校　生

高　校　生

小学４～６年生

※　優秀賞・入選作品は建制順です。　　　　　※１、２については希望により学校名のみ公表



令和３年度 いじめ防止ポスターコンクール

受賞作品一覧



最優秀賞

小学１～３年生部門 小学４～６年生部門

伊勢崎市立境小学校
３年 麻生 梨沙子

館林市立美園小学校
６年 大久保 澄海

中学生部門

群馬大学共同教育学部附属中学校
１年 林 優衣花

高校生部門

高崎市立高崎経済大学附属高等学校
２年 林 莉緒



優秀賞（小学１～３年生部門）

みどり市立笠懸東小学校
３年 石田 知愛

高崎市立岩平小学校
３年 原田 香凜

高崎市立金古南小学校
２年 坂井 柚月

高崎市立東部小学校
３年 栁澤 怜依

高崎市立吉井小学校
３年 田村 藍奈



優秀賞（小学４～６年生部門）

高崎市立西小学校
６年 佐野 愛唯

前橋市立元総社南小学校
５年 阿部 心音

太田市立鳥之郷小学校
６年 竹政 結花

渋川市立橘小学校
４年 鈴木 紅秋

高崎市立滝川小学校
５年 倉林 真佑



優秀賞（中学生部門）

渋川市立赤城北中学校
３年 兵藤 杏南

高崎市立倉渕中学校
１年 萩原 風月

前橋市立みずき中学校
２年 角田 理紗

太田市立綿打中学校
１年 藤生 奏多

伊勢崎市立宮郷中学校
１年 新井 りろ



優秀賞（高校生部門）

群馬県立太田フレックス
高等学校

２年 茂木 真理

高崎市立高崎経済大学附属
高等学校

２年 関根 瑞姫

新島学園高等学校
１年 茂木 俊輔

前橋市立前橋高等学校
１年 市川 結梨奈

高崎市立高崎経済大学附属
高等学校

２年 大山 芽依



入選（小学１～３年生部門）

伊勢崎市立赤堀南小学校
３年 丸山 かなみ

太田市立休泊小学校
３年 寺田 結愛

安中市立九十九小学校
１年 横田 七海

館林市立第五小学校
２年 沼田 芽彩

太田市立韮川小学校
２年 大島 桃子

川場村立川場小学校
１年 １年松組



入選（小学４～６年生部門）

高崎市立南八幡小学校
５年 岡澤 奈々

高崎市立中室田小学校
６年 大前 郁斗

安中市立西横野小学校
６年 上原 侑大

渋川市立古巻小学校
６年 髙津 青莉

高崎市立北部小学校
５年 島田 理央

板倉町立西小学校
６年 嶋田 舜



入選（中学生部門）

前橋市立東中学校
１年 村川 礼依

太田市立休泊中学校
２年 内藤 來春

渋川市立北橘中学校
１年 狩野 七美

館林市立第三中学校
２年 笠原 志織

高崎市立吉井西中学校
２年 河角 優花

大泉町立南中学校
３年 俣野 優愛



入選（高校生部門）

群馬県立あさひ特別支援学校
２年 内山 來夢・木村 萌愛

高崎市立高崎経済大学附属
高等学校

２年 川田 美里

桐生第一高等学校
※１

高崎市立高崎経済大学附属
高等学校

２年 武井 織る子

高崎市立高崎経済大学附属
高等学校

２年 阿部 七葉

若葉高等学園
※２

※１，２については希望により学校名のみ公表


