
児童・生徒の絵画の部 受賞履歴

年 度

賞 名 画題 学校名 学年 受賞者氏名 画題 学校名 学年 受賞者氏名 画題 学校名 学年 受賞者氏名 画題 学校名 学年 受賞者氏名

岐阜県知事賞 汚染のない地中 岐阜市立鷺山小学校 ６年 堀部 智 未来の田畑工場 大垣市立南小学校 ４年 後藤 佐和子 緑が復活!地雷取りのぞきトラクター 岐阜市立加納西小学校 ４年 後藤 謙和 しゃぼんだまでおさんぽ 美濃加茂市立加茂野小学校 １年 立川 真央

岐阜県教育委員会賞 星の世界へ行こう 羽島市立竹鼻小学校 ３年 河合 秀明 海ていりよこう 高山市立新宮小学校 ３年 谷本 芳貴 急な雨でも安心！！雨よけシ一ルド 大垣市立北小学校 ６年 早野 元貴 体感した感動がメロディーになる演奏服 大垣市立西中学校 ２年 早田 智陽

岐阜県産業教育振興会長賞 人工都市 高山市立松倉中学校 ３年 荒家 実 岐阜県教育委員会賞 循環木 多治見市立精華小学校 ５年 丸山 祐加 宇宙船都市一MIRAＩ一 羽島市立福寿小学校 ５年 佐溝 大輝

未来都市 美濃加茂市立古井小学校 １年 安藤 尚宏 宇宙道路 美濃加茂市立蜂屋小学校 １年 日江井 淳也 岐阜県市長会長賞 未来の福祉 岐阜市立岩野田中学校 ３年 國枝 伸 ヘルクレスオオカブトのいえ 岐阜市立西郷小学校 ２年 そがべ ひろと

地底の中の町 岐阜市立明徳小学校 ５年 貝沼 典子 ゆめたいけんき 大垣市立中川小学校 ２年 原 彰宏 室外機の熱風で地球を救え 岐阜市立徹明小学校 ４年 澤 橘平

地球おんだん化をふせぐうれし一と 各務原市立蘇原第二小学校 ４年 広井 佑貴那 CO2エネルギーで急げ!「ひとっとびうお」 岐阜市立華陽小学校 ５年 北瀬 駿太朗

年 度 磁気を吸いとり大地震を防ぐ 大垣市立興文中学校 ３年 桐山 侑衣子 未来のスーパーマーケット 岐阜市立七郷小学校 ６年 高橋 雅直

賞 名 画題 学校名 学年 受賞者氏名 画題 学校名 学年 受賞者氏名 画題 学校名 学年 受賞者氏名 岐阜県町村会長賞 未来の公園 不破郡垂井町立岩手小学校 ３年 古蔵 光彦 未来 美濃加茂市立西中学校 ３年 山田 円香

みんなにおくる太陽エネルギー 高山市立江名子小学校 ２年 西 よしあき 未来の乗物 美濃市立上牧小学校 ３年 亀井 厚 がんばれロボット君 岐阜大学教育学部附属小学校 ４年 小林 誉 岐阜県市町村教育委員会連合会長賞 未来のわたしたちの町とくらし 大垣市立江東小学校 ３年 藤墳 由美 地下を有効利用！未来都市 美濃加茂市立加茂野小学校 ６年 水野 早紀

移動式ハウス 羽島市立正木小学校 ４年 今井田 一樹 医学ロボット 岐阜市立日野小学校 ５年 酒井 勝央 未来の保健所 岐阜市立日野小学校 ６年 河合 奈穂 岐阜県産業教育振興会長賞 未来のキャンプ場 岐阜市立七郷小学校 ５年 高橋 雅直 ほかの星ヘレツツゴー！！ 土岐市立妻木小学校 ５年 小椋 敬太

岐阜県教育委員会賞 未来の海底の家 大垣市立興文小学校 １年 上野 緑盛 未来のゴミしゅうしゅう飛行機 岐阜市立日野小学校 ６年 田中 紀子 ゆめのくに 岐阜市立徹明小学校 １年 伊藤 仁美 岐阜県商工会議所連合会長賞 未来の学校 可児市立帷子小学校 ５年 西田 朱里 みどりいっぱい！宇宙の町をさんぽしよう！ 各務原市立鵜沼第三小学校 ３年 中村 香音

岐阜県市町村教育委員会連合会長賞 ｶｯﾌﾟのﾛｹｯﾄで夢の初飛行だーい 大垣市立北小学校 １年 中島 ゆみこ ろぼっとのうま 大垣市立荒崎小学校 １年 岡田 哲史 うちゅうべんりこう 岐阜市立梅林小学校 １年 ひきえたかし （財）中部科学技術センター会長賞 宇宙での花火大会 大垣市立東中学校 ３年 坪内 俊二 地球を救え！オーロラ飛行船 多治見市立精華小学校 ６年 丸山 祐加

岐阜県産業教育振興会長賞 未来の病院 瑞浪市立瑞浪小学校 ５年 小栗 かおり レストランロボット 岐阜市立明徳小学校 １年 辻 和余 未来 土岐市立濃南中学校 ３年 久田 千里

海底都市 大垣市立南小学校 ３年 川瀬 貴史 新せんなスーパーモギタテ 岐阜大学教育学部附属小学校 ３年 小林 誉 排気ガス発電所 高山市立江名子小学校 ４年 西 義明

陸上、空へとどこでも移動して住める便利な住宅車 各務原市立鵜沼第一小学校 ５年 藤崎 慎司 お料理ロボット 大垣市立西小学校 ４年 大橋 友美子 未来の都市 大垣市立西小学校 ５年 五十川 潤子 画題 学校名 学年 受賞者氏名 画題 学校名 学年 受賞者氏名

うちゅう列車 岐阜市立城西小学校 ５年 加納 成吾 海も空気もきれいにできる海上ファーム 岐阜市立華陽小学校 ６年 北瀬 駿太朗 しぜんと人がたすけあう未来の絵 高山市立西小学校 ３年 桂川 朋也

コーラルアイランド 多治見市立陶都中学校 １年 丸山 祐加 美しい海の街 大垣市立青墓小学校 ６年 岡本 紫苑

年 度 岐阜県教育委員会賞 うちゅう トレイン 岐阜市立加納西小学校 １年 後藤 友美 『海藻植え機』で豊かな海をいつまでも 岐阜市立徹明小学校 ２年 森 甚晟

賞 名 画題 学校名 学年 受賞者氏名 画題 学校名 学年 受賞者氏名 画題 学校名 学年 受賞者氏名 岐阜県市長会長賞 ゆめで見たみらいのくらし 高山市立西小学校 ２年 桂川 朋也 星発電 岐阜市立藍川小学校 ５年 松田 凱登

ばくのにわ 大垣市立安井小学校 ５年 浅野 豊和 たのしいわが屋 大垣市立川並小学校 ３年 安藤 英彰 未来のぼく場 岐阜市立徹明小学校 ３年 岡田 たか子 （社）発明協会岐阜県支部長賞 便利で楽しい未来 大垣市立青墓小学校 ５年 岡本 紫苑 かさがたかみなりじゅう電き　（傘型雷充電器） 美濃加茂市立加茂野小学校 ３年 立川 真央

未来の岐阜市 岐阜市立本荘小学校 ６年 後藤 公宏 新しい地球 岐阜市立鏡島小学校 ５年 原瀬 梨紗 未来の乗り物 美濃市立藍見小学校 ４年 古田 尚平 岐阜県町村会長賞 楽しい都会 多治見市立市之倉小学校 ４年 清水 香 うみのなかのぼうけん 岐阜市立本荘小学校 １年 小澤 尚輝

岐阜県教育委員会賞 人が造る夢ロマン・岐阜 岐阜大学教育学部附属中学校 ３年 岡田 康司 ２２世紀の東京 羽島市竹鼻中学校 １年 山田 真澄 おさかなごう 岐阜市立鏡島小学校 １年 とくだゆきえ 岐阜県市町村教育委員会連合会長賞 しぜんの中の学校 岐阜市立長良東小学校 ２年 山田 真大 新エネルギーグリーン都市 岐阜市立梅林中学校 １年 北瀬 駿太朗

岐阜県市町村教育委員会連合会長賞 言葉で動く車いすロボット 岐阜大学教育学部附属小学校 ５年 小林 誉 未来の岐阜市 岐阜市立長良小学校 ４年 池田 裕子 近未来の港町 羽島市立竹鼻中学校 ２年 山田 真澄 岐阜県産業教育振興会長賞 恐竜動物園 加茂郡富加町立富加小学校 １年 木下 縁 ジャングルビル 岐阜市立徹明小学校 ５年 森 旦陽

岐阜県産業教育振興会長賞 空とぶ家 岐阜市立加納小学校 １年 むらせのりよし 未来の畑 岐阜市立長良東小学校 ３年 浅井よしのり 未来都市 可児市立南帷子小学校 ６年 清水 徹郎 岐阜県商工会議所連合会長賞 海底から宇宙までつながった未来の町 岐阜市立岐阜小学校 ５年 由井 雅宏 月まで旅行in夏休み 大垣市立興文小学校 ３年 勝又 颯

ワクワク動物ランド採集マシーン 岐阜市立梅林小学校 ３年 笹本 健司 未来の学校 大垣市立中川小学校 ２年 和田 純平 ジェットシップカー 岐阜市立岩野田北小学校 ２年 長野きょうへい （財）中部科学技術センター会長賞 超高速エレベーターで行く月旅行 １泊２日 大垣市立青墓小学校 ５年 相崎 耕亮 CO2からCとO2にするーのマシーン 大垣市立南中学校 ３年 山口 真理

水の利用 大垣市立西中学校 １年 川ロ 茂義 ようこそ。ラピュタ遊園地へ 岐阜市立梅林小学校 ４年 笹本 健司 未来の工場 可児市立南帷子小学校 ５年 大川 和亮

年 度 画題 学校名 学年 受賞者氏名 画題 学校名 学年 受賞者氏名

賞 名 画題 学校名 学年 受賞者氏名 画題 学校名 学年 受賞者氏名 じしんにもつなみにもまけないいえ 羽島市立福寿小学校 ３年 鈴木 まや 未来の農業 岐阜市立長良東小学校 ３年 田島 良祐

未来のせん水かん 岐阜市立本郷小学校 ３年 高橋 宏明 未来の海 岐阜市立徹明小学校 ３年 横山 芙美 ヒマワリ畑でエコ発電～太陽光・風力・ハイブリッド発電装置～ 大垣市立西部中学校 ２年 河村 哲哉 熱中症からぼくらを守って！天気管理ロボマンタ 高山市立西小学校 ５年 桂川 朋也

未来の野菜工場 可児市立南帷子小学校 ６年 大川 和亮 未来の地下都市 羽島市立竹鼻小学校 ６年 坂倉 弘章 岐阜県教育委員会賞 未来の学校 移動教室 高山市立西小学校 ４年 桂川 朋也 笑エネルギー 岐阜市立境川中学校 ２年 加納 実可子

岐阜県教育委員会賞 海底の家 岐阜市立加納西小学校 ４年 三沢 崇史 岐阜公園にゴミくいザウルスあらわれた 岐阜市立梅林小学校 ３年 笹本 有希 岐阜県市長会長賞 未来の夢の町 各務原市立那加第二小学校 ４年 森﨑 祐太 宇宙（ソラ）へ 岐阜市立鏡島小学校 ５年 下林 直人

岐阜県市町村教育委員会連合会長賞 未来の海上都市 恵那市立中野方中学校 １年 各務 貞治 未来の絵 羽島市立羽島中学校 ３年 堀場 仁氏 （一社）岐阜県発明協会長賞 みらいのぼくたちのまち 多治見市立市之倉小学校 １年 岡部 颯大 ゆめいっぱいのうちゅう 美濃加茂市立古井小学校 ２年 安藤 昂宏

岐阜県産業教育振興会長賞 海底都市 多治見市立養正小学校 ２年 夏目 紗与 未来の高齢化社会一老人看護ロボット一 岐阜市立徹明小学校 ６年 伊藤 仁美 岐阜県町村会長賞 Clean City 各務原市立那加中学校 ３年 津田 みなみ 気象コントロールシステム 高山市立中山中学校 ２年 坂本 真帆

未来の町 多治見市立市之倉小学校 １年 田中 浩一 宇宙資源開発工場 岐阜市立西郷小学校 ５年 宇野 直樹 岐阜県市町村教育委員会連合会長賞 何でもおいしく食べられる ランチョンマット 各務原市立蘇原第一小学校 ５年 河合 美穂 こんながっこうあったらいいな 岐阜市立長良東小学校 １年 山田 佳歩

未来の美濃市 美濃市立藍見小学校 ５年 古田 尚平 未来の都市 美濃市立藍見小学校 ６年 古田 尚平 岐阜県産業教育振興会長賞 日本の未来農業 岐阜大学教育学部附属小学校 ４年 青木 彌宜 海底資源開発プラント 岐阜市立梅林中学校 ３年 北瀬 駿太朗

岐阜県商工会議所連合会長賞 エコワンダーランド 岐阜市立長良東小学校 ４年 山田  真大 うみのうえもすいすいはしる，そらもとべるとりのくるま 大垣市立興文小学校 １年 山田 晄太郎

年 度 （財）中部科学技術センター会長賞 みんなのロボット 岐阜市立本郷小学校 ２年 堀 諒太郎 岐阜発信！宇宙タワー☆ 羽島市立堀津小学校 ５年 岸 朋哉

賞 名 画題 学校名 学年 受賞者氏名 画題 学校名 学年 受賞者氏名

森の中のけんこうハウス 岐阜市立徹明小学校 ３年 伊藤 彩 リサイクルマシーン 美濃加茂市立太田小学校 ４年 渡辺 峻哉

自然利用クリーンエネルギーと海底都市 大垣市立日新小学校 ６年 国枝 俊成 未来の高山ドーム農場 高山市立西小学校 ５年 針田 真吾

岐阜県教育委員会賞 みらいのおんがくかい 高山市立三枝小学校 ２年 峠 渚 かみなりぶんかいロボット 土岐市立肥田小学校 ２年 楓 拓朗

岐阜県市町村教育委員会連合会長賞 未来のうめ立て地 岐阜市立長森北小学校 ４年 松尾 純也 自然と人類との共存（天井大地） 羽島市立羽島中学校 ２年 熊崎 信也

岐阜県産業教育振興会長賞 未来ステーション 大垣市立綾里小学校 ６年 高城 幸子 宇宙ステーション 多治見市立脇之島小学校 ６年 田中 譜美

未来の果樹園 岐阜市立黒野小学校 ５年 八代 桃子 ぼくのカニラ船 大垣市立安井小学校 １年 北島 健太

海のコミ収集リサイクルクジラ 美濃加茂市立加茂野小学校 ６年 今井 結衣 日本の科学でさばくに緑を 高山市立東小学校 ５年 林田 篤

画題 学校名 学年 受賞者氏名 画題 学校名 学年 受賞者氏名 画題 学校名 学年 受賞者氏名

みらいの山手小学校 美濃加茂市立山手小学校 ２年 大野 暢子 未来の海中のうぎょう 岐阜市立常磐小学校 ３年 大橋 裕丈 みらいの空 大垣市立綾里小学校 ３年 早野 太朗

未来の自動雨ふらし機 岐阜市立本荘小学校 ６年 南村 佐弥香 マリンランド 岐阜市立岩野田小学校 ５年 牧田 翔太 遊園地の中のカニ水族館プール 羽島市立竹鼻小学校 ５年 岩田 景子

岐阜県教育委員会賞 くもはっせいきとくもすいとりき 美濃加茂市立山手小学校 １年 横幕 栄人 未来の消防自動車 岐阜大学教育学部附属小学校 ４年 下林 浩士 未来の空とぶ救急車 大垣市立西小学校 ３年 杉崎 典子

未来の図書館 岐阜市立厚見小学校 ４年 栗本 奈生子 カプセルハウス 岐阜大学教育学部附属小学校 １年 たなかかずあき はなせいぞうき 安八郡神戸町立神戸小学校 １年 安田 真爾

未来の手術 岐阜市立白山小学校 ５年 高木 照仁 宇宙のクリニックツリー 大垣市立安井小学校 ６年 浅野 のぞみ たつまき研究所 岐阜大学教育学部附属小学校 ４年 松原 徹二

岐阜県市町村教育委員会連合会長賞 海の中の未来都市 岐阜市立精華中学校 １年 浅野 稔也 未来の科学の夢 大垣市立北中学校 ３年 高野 靖志 未来の学校 岐阜市立岩野田小学校 ３年 篠田 克浩

岐阜県産業教育振興会長賞 海の中の都市 大垣市立東小学校 ３年 加藤 勲 みらいの学校 岐阜市立京町小学校 ２年 山本 祐介 宇宙空港 大垣市立東中学校 １年 加藤 寛之

画題 学校名 学年 受賞者氏名 画題 学校名 学年 受賞者氏名

宇宙の建築現場 羽島市立中央小学校 ３年 青野 祐太 ガンバレさとし号～水供給宇宙船の活やく 大垣市立日新小学校 ４年 今津 智

再資源化一ゴミから原料へ一 大垣市立西部中学校 １年 渡邉 貴樹 海を走る 土岐市立泉西小学校 ５年 羽根 郁美

岐阜県教育委員会賞 ぼくたちの宇宙旅行 美濃市立美濃小学校 ２年 岡 元紀 未来の海の中 羽島市立島中学校 ２年 加藤 弘晃

みらいのくるま 大垣市立中川小学校 １年 小川 徹也 ゴミ変かんき 美濃市立長瀬小学校 ４年 宮西 新

自然と人間と交通がひびき合う街 美濃加茂市立太田小学校 ６年 猪子 あい音 海底の未来町 羽島市立正木小学校 ５年 立花 旭

岐阜県市町村教育委員会連合会長賞 船型リサイクル宇宙船 岐阜市立常磐小学校 ４年 森下 大輔 エレクトリックおやつのパラダイス 大垣市立静里小学校 ２年 林 麻葵

岐阜県産業教育振興会長賞 産業廃棄物を食べる生物 高山市立東小学校 ６年 林田 絵里香 未来の宇宙 美濃加茂市立山手小学校 ６年 中島 健斗

画題 学校名 学年 受賞者氏名 画題 学校名 学年 受賞者氏名

未来ののうぎよう 高山市立江名子小学校 ３年 藤木 優圭 かぶとむしとぼうけんだ 大垣市立小野小学校 １年 谷口 稀

冷却装置付リバティーアイランド 岐阜市立岐阜西中学校 １年 曽我 裕司 空気清浄飛行船 各務原市立桜丘中学校 ３年 頓宮 雄基

岐阜県教育委員会賞 野生動物を救え!砂漠森林化大作戦 岐阜市立加納小学校 ６年 広瀬 優花 ゆかいな未来のふくし 岐阜市立長良東小学校 ５年 横山 拓弥

雲の上のまち 高山市立江名子小学校 ２年 藤本 樹 しゃぼん玉せいぞうき 岐阜市立三輪南小学校 ４年 松田 ゆう一

ウォータータウン 美濃加茂市立太田小学校 ４年 宮崎 紗和 自然を作る未来 羽島市立中島中学校 ２年 加藤 愛由美

岐阜市長賞 未来の自宅医りょうマシーン 岐阜市立岩野田小学校 ５年 牧田 拓朗 どこでもハウス 岐阜市立白山小学校 １年 篠田 裕美子

大垣市長賞 未来の宇宙ドームプラン 不破郡関ヶ原町立関ヶ原小学校 ５年 高木 深史 海の町 大垣市立南小学校 ３年 安田 真未香

高山市長賞 未来のＰｅｎｃｉｌ 岐阜市立厚見中学校 ３年 栗本 奈生子 公害のない地中生活 高山市立三枝小学校 ３年 丸山 佳寿美

多治見市長賞 空気をきれいにする大プロジェクト 多治見市立精華小学校 ５年 佐藤 勇人 地球を守れ号 多治見市立精華小学校 ６年 佐藤 勇人

関市長賞 エコ・フィッシュ 郡上郡八幡町立川合小学校 ３年 水上 湧貴 産業廃棄物を生まれ変わらせよう 関市立小金田中学校 ２年 青島 直史

中津川市長賞 サイボーグ人間 大垣市立星和中学校 ３年 村田 綾香 海中ゴミ収集工場 多治見市立精華小学校 ４年 佐藤 はるな

美濃市長賞 ソーラー気球 郡上郡大和町立大和北小学校 １年 杉浦 健介 うちゅう人となかよし 美濃市立片知小学校 ２年 大野 真

瑞浪市長賞 楽しい未来の星へ行こう 岐阜市立黒野小学校 ３年 太田 陽平 未来のまち 土岐市立駄知小学校 ４年 曽村 侑生

羽島市長賞 地球を守るチョウ 羽島市立竹鼻小学校 ４年 炭竃 雄祐 みんな仲良し未来の遊園地 羽島市立足近小学校 ５年 宮木 菜月

恵那市長賞 みんなの楽しい家 大垣市立中川小学校 ４年 和田 隼 いん石がおちてきた。 恵那郡山岡町立山岡小学校 ４年 水野 弘規

美濃加茂市長賞 ゴミはクリーンロボットにおまかせ 美濃加茂市立三和小学校 ３年 朝日 祥乃 海ていでもスポーツしよう 美濃加茂市立太田小学校 ３年 宮崎 純一

土岐市長賞 くじらのおなかで大ぼうけん 土岐市立妻木小学校 ２年 大瀧 柊 どんぶりパーク 土岐市立駄知小学校 ６年 中垣 静香

各務原市長賞 200X POWER OF THE FUTURE 羽島市立羽島中学校 ３年 西脇 加奈 ゆめのくに 各務原市立稲羽東小学校 １年 武山 絵美

可児市長賞 ふっかつした動物たち 可児郡御嵩町立御嵩小学校 ５年 秋田 直樹 ソーラーエネルギーの都市 可児郡御嵩町立御嵩小学校 ６年 秋田 直樹

岐阜県市町村教育委員会連合会長賞 自然エネルギー回収装置 岐阜市立岩野田小学校 ５年 加藤 由佳 未来のソーラーシステム 美濃加茂市立加茂野小学校 ６年 立川 将之

岐阜県産業教育振興会長賞 どうぶつとはなせるきかい 高山市立東小学校 １年 霜出 奈々 宇宙のレインボー 大垣市立西部中学校 １年 林 愛美

画題 学校名 学年 受賞者氏名 画題 学校名 学年 受賞者氏名

プールがあるごみとりマシン 美濃市立中有知小学校 ２年 山川 峻介 宇宙ワールドカップ 大垣市立小野小学校 ３年 谷口 稀

みらいのマルチハウス 大垣市立綾里小学校 ５年 早野 健太 スペースコロニー 可児市立旭小学校 ６年 安藤 優斗

岐阜県教育委員会賞 未来の自然保護 大垣市立星和中学校 １年 村田 佳澄 海上都市 美濃加茂市立東中学校 １年 中島 左絵

うごくロボットハウス 岐阜市立長良東小学校 １年 横山 航己 うちゅうステーションへしゅっばつ 美濃市立片知小学校 １年 後藤 朋哉

瞬間移動マシーン 各務原市立各務小学校 ５年 丹羽 彩乃 未来のエコーエネルギーリサイクルマシン 岐阜市立日野小学校 ６年 内海 美波

温暖化削減レインバルーン 岐阜市立岐阜西中学校 ３年 曽我 裕司 ヒートアイランド現象のない町 大垣市立綾里小学校 ６年 早野 健太

岐阜県市町村教育委員会連合会長賞 未来の空飛ぶ自転車 高山市立山王小学校 ５年 山本 実 道づくりロボット 美濃市立中有知小学校 ３年 黒野 健太

岐阜県産業教育振興会長賞 未来のわが家の食堂 大垣市立西小学校 ２年 鴨浦 燎人 オゾン層をとりもどせ 多治見市立精華小学校 ６年 佐藤はるな

画題 学校名 学年 受賞者氏名 画題 学校名 学年 受賞者氏名

きゅう命まゆ 関市立南ヶ丘小学校 ４年 岩井 大典 波動発電都市 美濃加茂市立山手小学校 ３年 上野 菜華

お年寄りおせわロボット 羽島市立竹鼻小学校 ６年 宇都宮 朋花 大雨、こう水を砂ばくの水に 関市立田原小学校 ５年 藤田 真衣

岐阜県教育委員会賞 風力&ソーラーカー 岐阜市立城西小学校 １年 森 理人 きれいな空気がいっぱい 岐阜市立城西小学校 ２年 森 理人

ゴミ集めはソーラーパッカー車で 大垣市立宇留生小学校 ３年 河村 拓哉 きゅうめいボール 高山市立江名子小学校 １年 金井 柾也

動物と会話できるよ未来のアンテナ 大垣市立江東小学校 ３年 安田 彩乃 空飛ぶ洪水浄水機 関市立安桜小学校 ６年 金山 佳史

ふしぎなメガネ 大野郡丹生川村立丹生川東小学校 ５年 中井 省吾 飛び出し予知機能付きカーナビ 高山市立東山中学校 ２年 林田 沙緒里

岐阜県市町村教育委員会連合会長賞 未来のお医者さん 大垣市立江東小学校 ２年 日下部 良樹 雲の上のスポーツフェステイバル 美濃加茂市立太田小学校 ５年 村井 春香

岐阜県産業教育振興会長賞 GlFUヘルシードーム 岐阜市立白山小学校 ４年 篠田 裕美子 自然有効活用・水害対策「ドリーム・ハウス・オン・ザ・ウｵ一ターj 関市立金竜小学校 ６年 篠田 卓也

(財)2005年日本国際博覧会協会長賞 遺跡画像復元デジタルカメラ 高山市立東山中学校 １年 林田 沙緒里 エコカーで未来のジャングルひとっとび 各務原市立緑苑小学校 ５年 藤本 ありさ

画題 学校名 学年 受賞者氏名 画題 学校名 学年 受賞者氏名

福祉便利ロボット 岐阜市立本荘小学校 ４年 山本 瑠菜 ゴミをリサイクルするエコロボット 大垣市立北小学校 ２年 川合 正都

未来の小学校 美濃加茂市立太田小学校 ６年 足立 佳穂 フロンをオゾンに変える逆さ砂時計 大垣市立興文中学校 ２年 桐山 侑衣子

岐阜県教育委員会賞 未来の宇宙サッカー大会開幕 岐阜市立長良東小学校 ５年 岩本 佑麻 降雨量平均化装置 大垣市立北小学校 ５年 早野 元貴

ゴンドラにのってうちゆうりょこう 岐阜市立加納西小学校 ２年 後藤 謙和 ゴムをまいて出発だ一! 各務原市立緑苑小学校 ２年 藤本 怜

未来の絵(ほどよいあつさ) 可児市立広見小学校 ３年 村雲 美月 洪水防止ロボット 大垣市立中川小学校 ３年 原 嘉孝

空飛ぶ救急救命船 岐阜市立長良西小学校 ５年 恩田 樹里 ロボット開発の未来工場 大垣市立東中学校 ２年 坪内 俊二

岐阜県市町村教育委員会連合会長賞 平和のミスト号 関市田原小学校 ６年 藤田 真衣 私のゆめの町 各務原市立蘇原第二小学校 ３年 広井 祐貴那

岐阜県産業教育振興会長賞 雨水空中プール 美濃加茂市立山手小学校 ４年 安藤 あずさ かたつむり型水吸収リサイクルマシーン 岐阜市立本荘小学校 ５年 山本 瑠菜
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