




　県民の皆さんが「人権の大切さ」を考え、表現することができる県民参加型の人権啓発事業と
して、平成 29年度から「人権 4コマ漫画・人権 4コマ漫画シナリオ募集事業」を実施しています。
　この作品集では、平成29年度及び30年度に県民の皆さんから寄せられた作品の中から受賞
作品78点を紹介します。
　受賞された皆さん、ご応募いただいた皆さん､ ありがとうございました。
　これからも多くの皆さんに身近な人権について考えていただく機会として、このような募集事業
を企画して参りますので、たくさんのご応募をお待ちしています。

平成29年度　
　漫画部門 優秀作品 6作品、入選 8作品、佳作 15作品
　シナリオ部門 優秀作品 2作品、入選 1作品
平成30年度
　漫画部門 優秀作品 6作品、入選 12作品、佳作 26作品
　シナリオ部門 優秀作品 2作品

平成29年7月3日（月）～平成29年9月15日（金） 432作品
平成30年6月1日（金）～平成30年9月14日（金） 1,054作品

　すべての応募作品を一つひとつ審査し、よいと思われる作品を選び、徐々に作品
数を絞り込んでいきました。審査委員長の桜田幸子さん（4コマ漫画家）には、丁
寧な審査をしていただき、ありがとうございました。
　今後応募を考えている方へ、審査のポイントをお知らせします。
 ・テーマに合っていること。
 ・下書きは丁寧に消すようにして、できれば着色をしていること。
 ・セリフの位置は、縦書きならば各コマの右上から読んでいくので、左側がセリフ
  か説明で終わり、横書きならば各コマの左上から読んでいくので、右側がセ
  リフか説明で終わること。

（表紙の画：桜田幸子さん）



平成 29年度
【漫画部門　優秀作品】
 何がフツー！？ .................................................................................................. 松﨑美紀さん 1
 えがおはすてき .....................................................水上村立岩野小学校１年　永石紗和さん
 見た目で判断しないで ......................................天草市立五和中学校 3年　井添智子さん 2
 見ようとする力 .................................................天草市立本渡東中学校 3年　ガチャ子さん
 その一言で ......................................................... 長洲町立六栄小学校 5年　城野和真さん 3
 大切な名前 ..........................................................長洲町立六栄小学校 6年　前田愛舞さん
【漫画部門　入選】　
 「年よりだから」ときめつけないで ................................................................藤原朱美さん 4
 ゾウくんの運動会の練習 ................................................................................圓山道子さん
 あの青空をもう一度 .......................................八代市立千丁小学校 6年　木下可奈子さん 5
 みんな仲間 ............................................................. 錦町立木上小学校 5年　澁谷結依さん
 みんなちがってみんないい ...............................菊池市立七城小学校 2年　岩下琥珀さん 6
 私と雰囲気 ...........................................................八代市立千丁中学校 2年　村田早紀さん
 ちょっとの勇気で何かが変わる ......................天草市立五和中学校 2年　金子真由さん 7
 やさしい言葉をかけられる人になりたい ....長洲町立六栄小学校4年　福田優羽莉さん
【漫画部門　佳作】
 みんなでつながる心のピース ....................... 菊陽町立菊陽中学校 2年　本多明日香さん 8
 いじめはいけない ..........................................宇土市立宇土東小学校 3年　さっちゃんさん
 生きる意味とは？ ........................................多良木町立多良木中学校1年　脇﨑怜音さん 9
 個性を活かすチームワーク ..............................................................................谷口慎一さん
 みんな同じ　なかま ................................................. 錦町立西小学校4年　宮原　凛さん 10
 キャッチボールは楽しいね！ ...........................................................................渡瀬　進さん
 心の救い方 ......................................................... 益城町立広安小学校 6年　小形梨奈さん 11
 人と人とのつながり・助け合い.......................菊池市立七城小学校 5年　中川夏帆さん
 だれにでもいいところはあるんだよ！ ............菊池市立七城小学校 5年　古川莉帆さん 12
 勇気を出して................................................... 長洲町立長洲小学校 2年　東田涼太郎さん　
 私も勇者になりたい。 ......................................天草市立五和中学校 3年　中林楓乃さん 13
 いじめは絶対起こさない！ .............................. 長洲町立六栄小学校 6年　米崎颯来さん
 みんなでＡＮＫ ....................................................長洲町立六栄小学校 5年　田中夢來さん 14
 やさしい心で愛をもって ................................阿蘇市立一の宮中学校 3年　佐藤直輝さん　
 男女平等ではないの？ .............................................................................北原　由美子さん 15
【シナリオ部門　優秀作品】
 多文化共生と異文化理解とはなんだろう。 ...嘉島町立嘉島中学校 3年　上田コヲさん　　
 手をさしのべよう .....................熊本県立荒尾支援学校高等部 2年　一般学級Ｃグループ

中西翔太さん、梶原蓮さん、浦川帆佳さん、開田康太さん、市山真緒さん、今村颯さん 16
【シナリオ部門　入選】
 いろんな仕事。 ...熊本県立荒尾支援学校高等部1年　一般学級4班 チーム一年魂さん

平成 30年度
【漫画部門　優秀作品】　　
 心の成長 ..................................................荒尾市立中央小学校 6年　リッキーニノミヤさん 17
 言葉の重み .....................................................................文徳高等学校 3年　内田理玖さん
 人にやさしくしよう。 .........................................熊本市立出水小学校 3年　圓山晴花さん 18
 差別はだめ ....................................................あさぎり町立岡原小学校4年　山下航輝さん



 どちらも幸せ♡ ..............................................................................................小林　知未さん 19
 ＳＮＳの怖さ .......................................................熊本県立宇土中学校 3年　北野千博さん
【漫画部門　入選】
 1人じゃないから ...........................................................文徳高等学校 3年　合志　宙さん 20
 花と心 ...................................................................宇城市立松橋中学校 3年　澤田　望さん
 言葉 .......................................................................宇城市立松橋中学校 3年　岡﨑心優さん 21
 命のてんびん ..................................................... 人吉市立中原小学校 6年　迫田さくらさん　
 世界中の人たち ..................................................人吉市立大畑小学校4年　宮本日和さん 22
 一人じゃない！！ ..................................熊本大学教育学部附属小学校 2年　村上愛弥さん
 インターネット人権侵害 ...............................................................................山本由希子さん 23
 人権オセロ .......................................................... 長洲町立腹赤小学校 5年　池田遼真さん
 色盲の世界 ...............................................................八代市立第四中学校 2年　なめこさん 24
 わたしは、今 ......................................................長洲町立長洲小学校 2年　濱﨑健志さん
 本当の自分 .........................................クラーク記念国際高等学校3年　レイリー散乱さん 25
 一つの勇気 ............................................................阿蘇市立一の宮中学校1年　Ｍ・Ｈさん
【漫画部門　佳作】
 手操 ..............................................................................文徳高等学校 2年　大久保哉真さん 26
 寛容な心 ............................................................................................................ 松﨑美紀さん
 命のリレー ..................................................................... 熊本県立荒尾支援学校高等部 2年

塩﨑梨歩さん、大畑悠慎さん、Ｋ .Ｈさん 27
 想像力 .......................................................................................................... のんびりママさん
 「どっち？」 .............................................................宇城市立松橋中学校 3年　長尾　瞳さん 28
 嘘の笑顔と本当の涙 ..................................... 宇城市立松橋中学校 2年　田上あおいさん
 救いの手 .....................................................................................................................しのさん 29
 どこの国の人も… ............................................................................................圓山道子さん
 みんなのいいところ ........................................... 山都町立清和中学校1年　折尾萌愛さん 30
 それって本当にそうなの？ ............................................文徳高等学校1年　近藤倫子さん　　
 笑う事の意味 ...........................................................天草市立河浦中学校1年　えがおさん 31
 近くにいるだけで............................................................................................なぽりたんさん
 特徴 .............................................................日本総合教育専門学校1年　モリモリ3号さん 32
 グットくん ......................................................熊本市立尾ノ上小学校 5年　森　琥多郎さん
 あたりまえの「大切さ」 ......................................水俣市立緑東中学校 3年　松原新樹さん 33
 「個性」ってすてき！！ ...............................................................................がんこちゃんさん
 心にも一呼吸 ..............................................合志市立西合志南中学校3年　音無柚羽さん 34
 おもいやり ...........................................................長洲町立長洲小学校 5年　山﨑心大さん
 自分だったら…… ...........................................長洲町立長洲小学校 5年　西山莉央さん 35
 「人の幸せ」 ....................................................多良木町立多良木中学校1年　河野祥子さん
 いじめは、絶対ダメ ......................................天草市立御所浦中学校1年　若木美穂さん 36
 私の居場所 ...................................................上天草市立龍ケ岳中学校1年　森　鈴花さん
 男女が共に生き生きと ......................................甲佐町立甲佐中学校 2年　西田彩夏さん 37
 May I help you? ...............................................................................................渡瀬　進さん
 私の宝物 ........................................熊本県立湧心館高等学校通信制 2年　福山クルミさん 38
 その手で笑顔を ...................................................八代市立千丁中学校 2年　和田　萌さん
【シナリオ部門　優秀作品】
 あたりまえのこと ............................................................................................平川なおみさん 39
 心と体を守る４（フォー） ............................................. 熊本県立荒尾支援学校高等部 2年

久島美鈴さん、横山翔也さん、福島創大さん



何がフツー！？
松﨑美紀さん

えがおはすてき
水上村立岩野小学校 1年　永石紗和さん
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見た目で判断しないで
天草市立五和中学校 3年　井添智子さん

見ようとする力
天草市立本渡東中学校 3年　ガチャ子さん
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その一言で
長洲町立六栄小学校 5年　城野和真さん

大切な名前
長洲町立六栄小学校 6年　前田愛舞さん
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「年よりだから」ときめつけないで
藤原朱美さん

ゾウくんの運動会の練習
圓山道子さん
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あの青空をもう一度
八代市立千丁小学校 6年　木下可奈子さん

みんな仲間
錦町立木上小学校 5年　澁谷結依さん
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みんなちがってみんないい
菊池市立七城小学校 2年　岩下琥珀さん

私と雰囲気
八代市立千丁中学校 2年　村田早紀さん
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ちょっとの勇気で何かが変わる
天草市立五和中学校 2年　金子真由さん

やさしい言葉をかけられる人になりたい
長洲町立六栄小学校4年　福田優羽莉さん
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みんなでつながる心のピース
菊陽町立菊陽中学校 2年　本多明日香さん

いじめはいけない
宇土市立宇土東小学校 3年　さっちゃんさん
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生きる意味とは？
多良木町立多良木中学校 1年　脇﨑怜音さん

個性を活かすチームワーク
谷口慎一さん
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みんな同じ　なかま
錦町立西小学校4年　宮原　凛さん

キャッチボールは楽しいね！
渡瀬　進さん
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心の救い方
益城町立広安小学校 6年　小形梨奈さん

人と人とのつながり・助け合い
菊池市立七城小学校 5年　中川夏帆さん

平成29・30年度人権4コマ漫画受賞作品集11



だれにでもいいところはあるんだよ！
菊池市立七城小学校 5年　古川莉帆さん

勇気を出して
長洲町立長洲小学校 2年　東田涼太郎さん
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私も勇者になりたい。
天草市立五和中学校 3年　中林楓乃さん

いじめは絶対起こさない！
長洲町立六栄小学校 6年　米崎颯来さん
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みんなでＡＮＫ
長洲町立六栄小学校 5年　田中夢來さん

やさしい心で愛をもって　
阿蘇市立一の宮中学校 3年　佐藤直輝さん
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男女平等ではないの？
北原　由美子さん

多文化共生と異文化理解とはなんだろう。　
嘉島町立嘉島中学校 3年　上田コヲさん

画：桜田幸子さん
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手をさしのべよう
熊本県立荒尾支援学校高等部 2年　一般学級Ｃグループ

　　中西翔太さん、梶原蓮さん、浦川帆佳さん、開田康太さん、市山真緒さん、今村颯さん

いろんな仕事。　
熊本県立荒尾支援学校高等部1年　一般学級4班　チーム一年魂さん

1コマ目 セミ：「きみたちはいいよなー花のかふんをはこんだり、
  ハチミツをつくることができる。」
2コマ目 スズムシ：「きみたちはすごいよなー。自分よりも重いもの
   をはこぶことができる。」
3コマ目 チョウ・ミツバチ：「せみの声はいいなー夏を知らせてくれる。」
4コマ目 様々な職業の人たち：「みんなが生活していくために
     どの仕事も必要な仕事なんだ。」

画：桜田幸子さん
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心の成長
荒尾市立中央小学校 6年

リッキーニノミヤさん

言葉の重み
文徳高等学校 3年

　内田理玖さん
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人にやさしくしよう。
熊本市立出水小学校 3年

圓山晴花さん

差別はだめ
あさぎり町立岡原小学校4年

山下航輝さん
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どちらも幸せ♡
小林　知未さん

ＳＮＳの怖さ
熊本県立宇土中学校 3年

北野千博さん
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1人じゃないから
文徳高等学校 3年

合志　宙さん

花と心
宇城市立松橋中学校 3年

澤田　望さん
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言葉
宇城市立松橋中学校 3年

岡﨑心優さん

命のてんびん
人吉市立中原小学校 6年

迫田さくらさん
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世界中の人たち
人吉市立大畑小学校4年

宮本日和さん

一人じゃない！！
熊本大学教育学部附属小学校 2年

村上愛弥さん
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インターネット人権侵害
山本由希子さん

人権オセロ
長洲町立腹赤小学校 5年

池田遼真さん
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色盲の世界
八代市立第四中学校 2年

なめこさん

わたしは、今
長洲町立長洲小学校 2年

濱﨑健志さん
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本当の自分
クラーク記念国際高等学校 3年

レイリー散乱さん

一つの勇気
阿蘇市立一の宮中学校 1年

Ｍ・Ｈさん
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手操
文徳高等学校 2年

大久保哉真さん

寛容な心
松﨑美紀さん
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命のリレー
熊本県立荒尾支援学校高等部 2年

塩﨑梨歩さん、大畑悠慎さん、Ｋ.Ｈさん

想像力
のんびりママさん
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「どっち？」　
宇城市立松橋中学校 3年

長尾　瞳さん

嘘の笑顔と本当の涙
宇城市立松橋中学校 2年

田上あおいさん
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救いの手
しのさん

どこの国の人も…
圓山道子さん
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みんなのいいところ　
山都町立清和中学校 1年

折尾萌愛さん

それって本当にそうなの？
文徳高等学校 1年

近藤倫子さん
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笑う事の意味
天草市立河浦中学校1年

えがおさん

近くにいるだけで
なぽりたんさん
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特徴　
日本総合教育専門学校 1年

モリモリ3号さん

グットくん
熊本市立尾ノ上小学校 5年

森　琥多郎さん
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あたりまえの「大切さ」
水俣市立緑東中学校3年

松原新樹さん

「個性」ってすてき！！
がんこちゃんさん
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心にも一呼吸　
合志市立西合志南中学校 3年

音無柚羽さん

おもいやり
長洲町立長洲小学校 5年

山﨑心大さん
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自分だったら……
長洲町立長洲小学校5年

西山莉央さん

「人の幸せ」　
多良木町立多良木中学校 1年

河野祥子さん
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いじめは、絶対ダメ　
天草市立御所浦中学校 1年

若木美穂さん

私の居場所
上天草市立龍ケ岳中学校 1年

森　鈴花さん
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男女が共に生き生きと
甲佐町立甲佐中学校2年

西田彩夏さん

May I help you?　
渡瀬　進さん
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私の宝物　
熊本県立湧心館高等学校通信制 2年　

福山クルミさん

その手で笑顔を
八代市立千丁中学校 2年

和田　萌さん
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あたりまえのこと
平川なおみさん

画：桜田幸子さん 画：桜田幸子さん

心と体を守る４（フォー）　
熊本県立荒尾支援学校高等部 2年

久島美鈴さん、横山翔也さん、福島創大さん
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