
児童・生徒の絵画の部

出品№ 画題 氏名 学校名 学年

D-1 こんなみらいがいいな 長村　拓歩 岐阜市立三里小学校 １年

D-2 かみなりなんか　こわくない 西田　悠真 岐阜聖徳学園大学附属小学校 １年

D-3 おたすけドリームカー 登田　晟路 岐阜聖徳学園大学附属小学校 １年

D-4 思ったものを形にする機械 澤田　菜生 大垣市立赤坂小学校 １年

D-5 かささぎ号に乗って、天の川へ出発進行 長尾　静 大垣市立中川小学校 １年

D-6 ほめてやるきをだしてくれるろぼっと 米倉　莉桜 高山市立山王小学校 １年

D-7 じいちゃんのももを守れ、カラスよけシャワー 島田　旭陽 高山市立東小学校 １年

D-8 いのちをたすける木 二十歩　凛 多治見市立精華小学校 １年

D-9 そらとぶランドセル 岡崎　紗瑛 各務原市立蘇原第二小学校 １年

D-10 思ったとおりに作れるＡＩミシン 杉本　幸穂 可児市立桜ケ丘小学校 １年

D-11 いつでもかいてき見まもりベッド 富樫　匠梧 岐阜市立早田小学校 ２年

D-12 ゴミをリサイクルするみらいのふね 神山　翔 岐阜市立網代小学校 ２年

D-13 たい風バズーカ 辻　京真 岐阜市立長良東小学校 ２年

D-14 キャンピングカーで宇宙旅行 西堀　光咲 瑞穂市立生津小学校 ２年

D-15 未来のマチ 白石　瑚々海 大垣市立西小学校 ２年

D-16 未来の空飛ぶブーツ 松本　瑠音 大垣市立墨俣小学校 ２年

D-17 クラゲロボットで海洋ゴミゼロ作戦 坂本　梨乃 飛騨市立古川小学校 ２年

D-18 お花があそべる世界 井戸　志咲 多治見市立昭和小学校 ２年

D-19 ふしぎなおんぷがとびでるピアノ 伴　香羽 多治見市立南姫小学校 ２年

D-20 病気が治るピアノ 宮嶋　明依 多治見市立小泉小学校 ２年

D-21 世界中のこどもたちで、地球エコサミット 淺野　智恵 羽島市立竹鼻小学校 ２年

D-22 空とぶクラゲの救急隊 平　優衣香 美濃加茂市立太田小学校 ２年

D-23 宇宙生活 藤吉　咲史朗 美濃加茂市立加茂野小学校 ２年

D-24 エアバック笛とエアバックランドセル 若尾　明日光 美濃加茂市立山手小学校 ２年

D-25 みらいの車～ゆめをのせて大空へ～ 永井　太陽 各務原市立稲羽東小学校 ２年

D-26 重いものでもへっちゃら！にじ色手ぶくろ 定盛　雅子 岐阜市立梅林小学校 ３年

D-27 トビウオバスゆめをのせて 井上　寛太 岐阜市立本荘小学校 ３年
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D-28 おさかなパトロール 新田　未波 岐阜市立岩野田小学校 ３年

D-29 ハッピーれいぞうこ 木村　心奏 岐阜市立七郷小学校 ３年

D-30 熱中しょうよぼうぼうしと水集めコップ 小林　樹奈 岐阜市立長森東小学校 ３年

D-31 地球冷却ロケットと日がさえいせい 田中　彩結 岐阜大学教育学部附属小学校 ３年

D-32 白杖を向けると景色が脳に伝わる 大橋　未歩 大垣市立日新小学校 ３年

D-33 かぞくで　天の川へ　うちゅうりょこう 河村　伶音 大垣市立宇留生小学校 ３年

D-34 天気お知らせアンブレラ 島田　遥真 高山市立東小学校 ３年

D-35 なくした物を見つける虫めがね 愛知　こころ 多治見市立精華小学校 ３年

D-36 いん石から地きゅうをまもるバリアを作るそうち 大平　伊織 美濃市立藍見小学校 ３年

D-37 アレルギーフリーレストラン 岡﨑　葵 可児市立桜ケ丘小学校 ３年

D-38 小さな命を救う町 武藤　新奈 岐阜市立華陽小学校 ４年

D-39 ドクタートンネル 坂本　愛瑠 岐阜市立茜部小学校 ４年

D-40 体験！スーパー新聞 富樫　京梧 岐阜市立早田小学校 ４年

D-41 地球ごえいロボット「はすも」 藤田　明里 岐阜市立長森東小学校 ４年

D-42 愛犬と私で宇宙さんぽ 西堀　吉乃 瑞穂市立生津小学校 ４年

D-43 お手伝いにじロボ 小野　詩子 大垣市立南小学校 ４年

D-44 行ってみたいな、夢いっぱいの宇宙都市 松永　絵子 養老町立池辺小学校 ４年

D-45 こんな家にすみたいな 北村　真吾 美濃市立美濃小学校 ４年

D-46 地球と人に優しい街 水野　実優 瑞浪市立土岐小学校 ４年

D-47 広い宇宙で広がる未来 宮地　利奈 土岐市立土岐津小学校 ４年

D-48 １６秒で宇宙へＧＯ !! 和田　桜 郡上市立三城小学校 ４年

D-49 移動式オアシス 永江　真也 岐阜市立長良東小学校 ５年

D-50 人命救助ドローン 辻　愛來 岐阜市立長良東小学校 ５年

D-51 ビビットヘッドホン 吉田　学史 岐阜市立長良東小学校 ５年

D-52 ＵＶ果実＆ＵＶロボ「ネッツ」 岡田　真幸 岐阜聖徳学園大学附属小学校 ５年

D-53 宇宙で遊ぼう 岡崎　菜那 大垣市立墨俣小学校 ５年

D-54 月の自転発電 　 岡　渉 大垣市立静里小学校 ５年
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D-55 海洋生物救助ロボ 草野　隼人 大垣市立南小学校 ５年

D-56 未来のエコロボット 芦谷　昇太郎 高山市立山王小学校 ５年

D-57 NT　PAD　～熱中症を防ぐ～ 三橋　紗帆 関市立桜ヶ丘小学校 ５年

D-58 重い物でも楽に運べる「エアボール」 服部　ゆり奈 美濃市立藍見小学校 ５年

D-59 リサイクルティッシュボックス 藤𠮷　歩 美濃加茂市立蜂屋小学校 ５年

D-60 FUTURE WORLD 福岡　大和 土岐市立駄知小学校 ５年

D-61 空から学ぶ社会授業 伊藤　理央花 各務原市立陵南小学校 ５年

D-62 自然とともに発展する未来 草分　こはる 各務原市立稲羽西小学校 ５年

D-63 ロボットと人が支えあうくらし 倉岡　佑里子 各務原市立那加第二小学校 ５年

D-64 未来の夜景と科学 樋口　凱士 各務原市立那加第二小学校 ５年

D-65 高い山のある光の街 横山　遙樹 各務原市立稲羽西小学校 ５年

D-66 どんな衝撃も吸収して戻っちゃうびっくり車 五十嵐　凛 可児市立東明小学校 ５年

D-67 人ひとっ飛び！ドローン 戸田　健斗 可児市立南帷子小学校 ５年

D-68 未来のふるさと伏見 藤井　研輔 御嵩町立伏見小学校 ５年

D-69 住んでみたいな海の中 鷲見　莉央 郡上市立八幡小学校 ５年

D-70 熱中症を予防し生活に生かす帽子 佐藤　那音 岐阜市立徹明さくら小学校 ６年

D-71 宇
そ

宙
ら

へ続く街 中村　瑠々花 岐阜市立三里小学校 ６年

D-72 平和と愛の電波塔 林　莉央 岐阜市立長森西小学校 ６年

D-73 火星観光 押見　康平 大垣市立東小学校 ６年

D-74 宇宙エネルギー 高井　圭人 高山市立北小学校 ６年

D-75 ドローン傘 髙橋　陸仁 羽島市立中島小学校 ６年

D-76 記おくを思い出させてくれるロボット 松田　奏波 美濃加茂市立山手小学校 ６年

D-77 プラごみ除去クジラ　Sea　ｃlean 富岡　尚哉 可児市立帷子小学校 ６年

D-78 免許証返納しても大丈夫！ 前川　菜々子 可児市立帷子小学校 ６年

D-79 未来の郡上 稲垣　灯真 郡上市立吉田小学校 ６年

D-80 みんなを守るセーフティーガードレール 定盛　遥子 岐阜市立梅林中学校 １年

D-81 被災者発見ドローン通信ライト 岡安　一起 大垣市立赤坂中学校 １年
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D-82 ドローンで地震がなくなった世界 松岡　カイリー　綾七 大垣市立星和中学校 １年

D-83 エネルギーに困らない世界 若田　理央 高山市立日枝中学校 １年

D-84 歩行者エアバック 青山　悠斗 関市立津保川中学校 １年

D-85 お助けステッキ 天野　汐穏 関市立下有知中学校 １年

D-86 出かけよう！外へ 由井　文乃 岐阜市立岐阜中央中学校 ２年

D-87 巨大電気分解浄化装置 嶋　七海 岐阜市立境川中学校 ２年

D-88 光合成する宇宙船 柏　奈那 垂井町立不和中学校 ２年

D-89 未来の理科の授業 齋藤　光起 大垣市立東中学校 ２年

D-90 海を掃除する鯨型ロボット 髙木　夢桜 大垣市立北中学校 ２年

D-91 緊急避難幸せボール 本田　心優 高山市立日枝中学校 ２年

D-92 ハイテク冷蔵庫 山下　蒼椎 関市立桜ヶ丘中学校 ２年

D-93 TO  FUTURE 纐纈　由菜 中津川市立蛭川中学校 ２年

D-94 50年後の瑞浪市 土屋　孝介 瑞浪市立瑞浪北中学校 ２年

D-95 海洋汚染・生物濃縮を防ぐクジラ型ロボ 澤　永遠子 岐阜大学教育学部附属中学校 ３年

D-96 大樹の麓 名和　輝将 大垣市立西中学校 ３年

D-97 My　Space　Town 杉本　光琉 大垣市立南中学校 ３年

D-98 ゴミ回収アプリ 石神　結奈 大垣市立星和中学校 ３年

D-99 天空農業 小椋　双葉 関市立下有知中学校 ３年

D-100 海底都市 川出　天歌 羽島市立羽島中学校 ３年

D-101 温暖化のない未来 春日井　しおん 土岐市立泉中学校 ３年

D-102 自然や空気を大切にする未来 野崎　奏音 郡上市立白鳥中学校 ３年

D-103 ｅｃｏシップ　未来の世界一周旅行 吉田　剛 郡上市立八幡中学校 ３年


