
 

 

    2008 年 2 月 25 日 

 郵便事業株式会社 

北  陸  支  社 

 

 

「「「「第第第第５５５５回回回回全日本年賀状大賞全日本年賀状大賞全日本年賀状大賞全日本年賀状大賞コンクールコンクールコンクールコンクール」」」」入賞者決定入賞者決定入賞者決定入賞者決定    

 

 

郵便事業株式会社は、さきに募集しておりました「第第第第５５５５回回回回全日本年賀状大賞全日本年賀状大賞全日本年賀状大賞全日本年賀状大賞コンクーコンクーコンクーコンクー

ルルルル」」」」の入賞者を決定しました。 

 北陸支社管内からは、1,287 点の応募があり、入賞者は次のとおりです。 

本コンクールは、楽しく個性豊かな年賀状づくりの勧奨と、年賀状の交換による心の

交流のより一層の広がりを図ることを目的として、平成 19 年 12 月 3 日から同年 12 月

21 日まで作品を募集していたものです。 

    

１１１１    北陸北陸北陸北陸支社管内支社管内支社管内支社管内のののの入賞入賞入賞入賞者者者者    

  別紙のとおり 

    

２２２２    作品作品作品作品のののの公開公開公開公開    

優秀な作品をより多くの方々にご覧いただくため、「ゆうびんホームページ」

（ http://www.post.japanpost.jp ）に「年賀状大賞」「文部科学大臣賞」、「ＮＨＫ学

園賞」の作品を掲載します。 

 

３３３３    カメラカメラカメラカメラ取材取材取材取材（（（（年賀状大賞年賀状大賞年賀状大賞年賀状大賞のののの授与授与授与授与））））    

  年賀状大賞を入賞された方への賞状の授与等につきましては、次記のとおりカメラ

取材が可能ですので、担当までお問合わせください。 

日 時 場 所 贈呈者 
平成 20 年 2 月 26 日(火) 
15:00～ 

志賀町立堀松小学校(3～6 年生の集会) 
(羽咋郡志賀町堀松ヨの 58 番地) 

北陸支社長 

平成 20 年 2 月 26 日(火) 
16:20～ 

志賀町立志賀中学校(校長室) 
(羽咋郡志賀町高浜町ノの 152 番地) 

北陸支社長 

平成 20 年 2 月 26 日(火) 
15:30～ 

七尾市立中島小学校(校長室) 
(七尾市中島町上町チ部 26 番地 2) 

北陸支社総務部長 

 

【【【【参考参考参考参考】】】】    

○ 入賞作品数 

                              （単位：点） 

賞 版画部門 絵手紙部門 合計 

年賀状大賞 3（3） －（3） 3（6） 

文部科学大臣賞 1（3） 1（3） 2（6） 
ＮＨＫ学園賞 －（3） －（3） －（6） 
奨励賞 41（150） 18（150） 59（300） 

合計 45（159） 19（159） 64（318） 

    ※（ ）内は、全国の入賞数 

      



 

 

 

 

 

なお、各部門のすべての賞は、第５回全日本年賀状大賞コンクール中央審査

において決定されたものです。 

○ 第５回全日本年賀状大賞コンクールの概要 

１ 主催 

 郵便事業株式会社 

 

２ 後援 

文部科学省、社団法人日本版画協会、学校法人日本放送協会学園、全国市町村 

教育委員会連合会、全国連合小学校長会、全日本中学校長会、全国高等学校長協

会、日本私立小学校連合会、日本私立中学高等学校連合会 

 

３ 募集部門及び募集期間 

募集部門 

 

募集期間 応募資格 

版画部門 

 

絵手紙部門 

 

平成 19 年 12 月 3 日(月)  

～ 

同年 12 月 21 日(金) 

幼児、小学生、中学生、高校生 

  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

郵便事業株式会社 

北陸支社 総務部（総務・広報担当 杉山・浜松） 

電話：(直 通)０７６－２２０－３１１２ 

      (ＦＡＸ)０７６－２６４－０８５１ 

 



 

 

 

 

 

「別紙」 

第５回全日本年賀状大賞コンクール 北陸地方入賞者一覧 

○○○○    年賀状大賞年賀状大賞年賀状大賞年賀状大賞    

県名 部門 学校名 学年 氏名 

石川 版画 志賀町立堀松小学校 小３ 神谷
か み や

 美
み

緒
おう

 

石川 版画 七尾市立中島小学校 小４ 山下
やました

 華乃
か の

 

石川 版画 志賀町立志賀中学校 中１ 土田
つ ち だ

 美樹
み き

 

○○○○    文部科学大臣賞文部科学大臣賞文部科学大臣賞文部科学大臣賞 

県名 部門 学校名 学年 氏名 

石川 版画 志賀町立下甘田小学校 小６ 若狹
わ か さ

 淳
あつ

美
み

 

石川 絵手紙 志賀町立堀松小学校 小３ 瀧川
たきかわ

 朔生
さ く い

 

○○○○    奨励賞奨励賞奨励賞奨励賞 

県名 部門 学校名 学年 氏名 

石川 版画 志賀町立高浜小学校 小１ 浜野 万菜 

石川 版画 志賀町立高浜小学校 小１ 坂本 悠河 

石川 版画 志賀町立上熊野小学校 小１ 松本 朋洋 

石川 版画 志賀町立下甘田小学校 小１ 村山  綾 

石川 版画 志賀町立下甘田小学校 小１ 政氏 杏南 

石川 版画 志賀町立下甘田小学校 小１ 村山  唯 

石川 版画 志賀町立堀松小学校 小１ 宮本 もも 

石川 版画 志賀町立堀松小学校 小１ 松沢  恋 

石川 版画 志賀町立堀松小学校 小１ 恒川 龍紀 

石川 版画 志賀町立志加浦小学校 小３ 石川 拓朗 

石川 版画 志賀町立志加浦小学校 小３ 岡﨑 琢真 

石川 版画 志賀町立志加浦小学校 小３ 平野さくら 

石川 版画 志賀町立堀松小学校 小３ 坂本亜結美 

石川 版画 志賀町立堀松小学校 小３ 徳楽 崇仁 

石川 版画 志賀町立堀松小学校 小３ 神谷 香葉 



 

 

 

 

 

○○○○    奨励賞奨励賞奨励賞奨励賞 

県名 部門 学校名 学年 氏名 

石川 版画 志賀町立堀松小学校 小３ 川上 魁斗 

石川 版画 志賀町立堀松小学校 小３ 百海 享洲 

石川 版画 志賀町立堀松小学校 小３ 水野 美伊 

石川 版画 志賀町立堀松小学校 小４ 大野 瑞歩 

石川 版画 志賀町立堀松小学校 小４ 谷﨑 勇太 

石川 版画 七尾市立中島小学校 小４ 谷野 七海 

石川 版画 七尾市立中島小学校 小４ 南 あづさ 

石川 版画 志賀町立高浜小学校 小５ 石田 亮太 

石川 版画 七尾市立石﨑小学校 小５ 石倉 龍登 

石川 版画 七尾市立石﨑小学校 小５ 中西  翼 

石川 版画 
志賀町生涯学習センタージュニア版

画教室 
小６ 村山 沙希 

石川 版画 志賀町立加茂小学校 小６ 大筒 将希 

石川 版画 志賀町立加茂小学校 小６ 岡島 未稀 

石川 版画 志賀町立下甘田小学校 小６ 岡本 京華 

石川 版画 志賀町立下甘田小学校 小６ 柳川美紗己 

石川 版画 志賀町立土田小学校 小６ 谷口 真実 

石川 版画 志賀町立土田小学校 小６ 前田 薫子 

石川 版画 志賀町立志賀中学校 中１ 宮島 翔太 

石川 版画 志賀町立志賀中学校 中１ 塩谷 生華 

石川 版画 志賀町立志賀中学校 中１ 室矢 美緒 

石川 版画 志賀町立志賀中学校 中１ 土田 綾子 

石川 版画 志賀町立志賀中学校 中１ 徳島 友里 

石川 版画 志賀町立志賀中学校 中１ 若狭 美希 

富山 版画 魚津市立本江小学校 小２ 石川 翔悟 

富山 版画 富山市立蜷川小学校 小６ 谷口 大介 

富山 版画 富山市立蜷川小学校 小６ 井沢 健佑 



 

 

 

 

 

○○○○    奨励賞奨励賞奨励賞奨励賞 

県名 部門 学校名 学年 氏名 

石川 絵手紙 木の花幼稚園 幼児 黒川 歩太 

石川 絵手紙 志賀町立加茂小学校 小１ 水上 貴裕 

石川 絵手紙 羽咋市立瑞穂小学校 小２ 吉田 堅宥 

石川 絵手紙 羽咋市立瑞穂小学校 小２ 澤田  直 

石川 絵手紙 志賀町立高浜小学校 小３ 川上ひかり 

石川 絵手紙 志賀町立堀松小学校 小３ 内田 誠也 

石川 絵手紙 志賀町立堀松小学校 小３ 板尾慶志郎 

石川 絵手紙 志賀町立堀松小学校 小３ 小堀  純 

石川 絵手紙 志賀町立高浜小学校 小５ 浜田 美冴 

石川 絵手紙 志賀町立高浜小学校 小５ 島田 真衣 

石川 絵手紙 志賀町立高浜小学校 小５ 池田 哲郎 

石川 絵手紙 志賀町立高浜小学校 小５ 石田  力 

石川 絵手紙 志賀町立志加浦小学校 小５ 岡崎 怜奈 

石川 絵手紙 志賀町立下甘田小学校 小５ 星場 野々 

石川 絵手紙 志賀町立下甘田小学校 小５ 北山 友昭 

石川 絵手紙 七尾市立石崎小学校 小５ 瀬戸 優斗 

石川 絵手紙 七尾市立石崎小学校 小５ 園山 友基 

福井 絵手紙 坂井市立長畝小学校 小４ 村井加奈子 

 


