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2018 子どもの『科学の夢』絵画展について

この展覧会は次代を担う子どもたちが

自由な発想で実現してみたい未来の科学技術に関する

夢を絵画で表現することによって科学的な探究心や創造力の

開発・育成を目的として開催しているものです

 募集の内容 

・「こんなものがあったらいいな」「将来こんなことができるようになっているだろう」

　といった、子どもたちの未来の科学に関する夢を絵で表現したもの

・青森県の未来の姿に関するもの

・青森県の特産を利用した夢の商品に関するもの など

①画材

　　絵の具、クレヨン、クレパス、サインペンなど自由

②作品の大きさ

　　Ｂ３判（36.4㎝×51.5㎝）または四つ切の画用紙を使用してください。

　　厚さ３㎜を超えるものや用紙サイズの異なるものは、選外となります。

③その他

　　ア 応募者本人の作品で未発表のもの１点に限ります。

　　イ 入賞作品の著作権は主催者に属します。

 移動展の開催 

下記のとおり移動展を開催いたしますので、お近くへおいでの際は、ぜひお立ち寄りくだ

さい。

●弘前会場　日　　時：平成30年11月22日（木）～26日（月）9:00～21:00

　　　　　　場　　所：弘前駅前公共施設ヒロロスクエア３階（弘前市駅前町9ー20）

　　　　　　展示作品：東青、中南、西北地区からの出展作品

●八戸会場　日　　時：平成30年12月1日（土）～2日（日）8:30～17:00

　　　　　　場　　所：八戸市児童科学館１階（八戸市類家４丁目3-1）

　　　　　　展示作品：三八、上北地区からの出展作品

 ご来場お待ちしております。
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優　秀　賞

科学の夢大賞
夏冬快適コンクリート
八戸市立白銀小学校５年
（八戸市少年少女発明クラブ）

藍原　睦稀

夏の暑さや冬の寒さをきゅうしゅうするコンクリートです。

そのおかげで夏はすずしく冬は温かい熱を出し快適になります。

　松本零士氏コメント　

未来の夢というか、科学というか、これは本当に現実にあればどんなに良
いか。四季を楽しく安全に暮らせるので必要ですね。
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優　秀　賞

青森県知事賞
りんごのせんていおまかせメガネ
黒石市立中郷小学校５年

（黒石市少年少女発明クラブ）

工藤　栄心

青森県知事賞
人探知ゴーグル
十和田市立南小学校５年

下山　アンナ

青森県知事賞
セーフティーストップセンサー
十和田市立三本木小学校６年

小笠原　葵

りんごの木のせんていはとても難しく、長年の経験
が必要です。でもこのメガネをかけると木の未来が
見え、若い人でもどの枝を切ればよいかわかります。

がれきや土砂にうまっている人をすばやく探し確
実に見つけ出します。生きていればハートが赤く光
り、なくなっていればハートが青く光って知らされ
ます。

しゃだん機が下りたふみ切り内で、人や車などをセ
ンサーが確認すると、運転士がブレーキをかける前
に自動的に安全に電車を止めて事故を防ぐ装置で
す。

　松本零士氏コメント　

自然環境とかいろいろなものの、先の成長ぶりとか枝のしなり
方、増え方、減り方を見届けるという楽しい夢です。

　松本零士氏コメント　

地震などでたいへん気の毒な犠牲者がいっぱい出ましたよ
ね。
そのような方々をいち早く探査して助け出すことが可能ですか
ら、こういうものが作られると僕は嬉しいです。そういう夢がちゃ
んと描いてあります。本当に夢です。

　松本零士氏コメント　

現実にこういう事故は多いですから、このようなものが必要
です。すべての踏み切りに必要です。
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特　別　賞

審査委員長の松本零士氏による

審査風景

日本弁理士会会長奨励賞
受粉用ハチロボット
十和田市立三本木小学校６年

川村　　心

青森県教育委員会教育長賞
なかなおりてぶくろ
十和田市立三本木小学校４年

細越　侑奈

朝日新聞青森総局長賞
緊急給水消防車
十和田市立三本木小学校６年

（十和田市少年少女発明クラブ）

七十刈　清音

リンゴなどの受粉をしてくれるハチがへってきて
いるそうなので、受粉用のハチロボットがあれば
いいと思って、この絵をかきました。

このてぶくろをしてあくしゅをすると、けんかをし
た友達やきらいな人となかよくなることができま
す。これで世界から戦争がなくなるといいです。

ぼくは、ふつうは消防車ですが、緊急時には空気中
の水を圧縮して水をつくる車を考えました。これは、
大雨で水に困ったニュースを見て思いつきました。

　松本零士氏コメント　

僕はハチが大好きです。こういうロボットができて受
粉してくれたら果物とか野菜とかいろいろなものの活
用できますね。これも楽しい夢です。

　松本零士氏コメント　

握手をすることで、仲良く平和に暮らせるという楽し
いことです。これは、素晴らしい夢です。

　松本零士氏コメント　

地震や大洪水などの災害で、給水が停まって全国で困っ
ている人が今もいますから、こういう施設があると多く
の人が助かります。各家庭に設置されればいいですね。
立派な夢です。
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特　別　賞

日本原燃株式会社社長賞
短命県返上カメラ
十和田市立三本木小学校５年

関川　愛美

日本原燃株式会社社長賞
音が見えるめがね
十和田市立三本木小学校２年

厨川　颯太 日本原燃株式会社社長賞
お墓電話
十和田市立三本木小学校２年

楠部　舞衣子

日本原燃株式会社社長賞
多種言語対応！地雷発見メガネ
十和田市立洞内小学校６年

富岡　愛麗

食べた食事をカメラでとっておくと、１日の野菜のせっ取量
がたりないとその野菜メニューを教えてくれます。注文ボタ
ンで配達してもらうこともできます。

音が文字になって見えるめがねです。お年よりでも、お話が
わかったり、きけんを知ることができるので、やくに立つと
思いました。

ほうじに行き、はじめてひいおばあさんのしゃしんを
見ました。けど一回も会話をしたことがないので、お
墓で会話ができる電話があればと思いました。

他の国では、地雷をふんで体が不自由になった人達がいます。
このメガネは、地雷を発見したら光で差し示し、その国の言
語で教えてくれるので安心です。

　松本零士氏コメント　

命は人によって個人差がありますね。限られているんじゃなくて
なるべく長く生きるために、食事をうまく作用させる夢ですから、
大切なことです。実際にこういうものを開発して欲しいですね。
あなたが医学博士か食物学博士になって頑張ってください。

　松本零士氏コメント　

耳が遠くなっても安全ですしね、命を全うする、助けてくれる、
危険を回避できるすばらしいことですね。将来できればありがた
いですね。素晴らしい夢です。 　松本零士氏コメント　

もしあれば亡くなったおじいちゃんやおばあちゃんや、
万一、両親や兄弟、友達を失っても話せるというのは、命
が永遠になるということですね。素晴らしい夢です。

　松本零士氏コメント　

私達の世代は現実に不発弾という危険を味わっています。地雷と
か不発弾とかを探知できれば、多くの人が助かりますね。このメ
ガネで簡単に発見できて、世界中の人が使えるようになればすば
らしいことですね。
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奨　励　賞

カチコチスプレー
十和田市立南小学校 １年

新関　乃英

しあわせかさシャワー
十和田市立南小学校 １年

水井　心愛 

草チョッキンかにさん
青森市立奥内小学校２年

佐々木　星菜

光る横断歩道
十和田市立三本木小学校１年

楠部　美衣子

地きゅうをまもるかさ
青森市立奥内小学校２年

奥谷　奏響

雨の日がたのしくなるカサ
三沢市立岡三沢小学校２年

ミキュイン　アネラ

しょう来のぼくのいえ
黒石市立黒石小学校２年

加賀谷　泰徳

フード・ワープ・ボックス
十和田市立三本木小学校２年

加藤　煌理

がれきのしゅうしゅう車
十和田市立三本木小学校２年

甲斐　雄光

レスキュー手ぶくろとシューズ
十和田市立三本木小学校２年

山本　竜生

ソーラーけしゴム
十和田市立ちとせ小学校２年

佐藤　柊嵐

ねっこまでとれる草とり長ぐつ
十和田市立三本木小学校２年

田中　仁菜

一般社団法人青森県発明協会会長賞
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奨　励　賞

食べ物長もちれいぞうこ
五所川原市立東峰小学校３年
（五所川原市少年少女発明クラブ）

長尾　鉄生

わすれるびょう気の人のための
アイマスク
十和田市立三本木小学校３年

林　茅咲

手ばなせなくなる杖
十和田市立三本木小学校３年

齊藤　寧彩

災害用カサシェルター
十和田市立三本木小学校３年

蹴揚　風真

使いおわると、小さくなる電池
十和田市立三本木小学校３年
（十和田市少年少女発明クラブ）

小関　幸弥

絶対ダメ！飲酒運転
五所川原市立東峰小学校３年

（五所川原市少年少女発明クラブ）

斉藤　かのん

ねだんとおもさを教えてくれる
カート
十和田市立三本木小学校３年

四戸　柚妃

あつくならないベビーカー
十和田市立三本木小学校３年

中野渡　莉奈

どんな人のし力にも合うメガネ
十和田市立三本木小学校３年

柏木　菜々莉
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お食事シール
十和田市立三本木小学校４年
（十和田市少年少女発明クラブ）

田中　日葵

分別ゴミ箱
十和田市立三本木小学校４年

簗場　瑚都加

リュック式ドローン
十和田市立三本木小学校４年

田中　空斗

ほめまくら
十和田市立南小学校４年

川村　文乃

折り紙電池
十和田市立南小学校４年
（十和田市少年少女発明クラブ）

新関　琥太郎

地球ひやし機
三沢市立三川目小学校５年
（三沢市少年少女発明クラブ）

川上　祐珠

奨　励　賞

見えちゃう、メガネぼうし
十和田市立三本木小学校３年

佐藤　心菜

サニーパラソル
五所川原市立金木小学校４年
（五所川原市少年少女発明クラブ）

広木　佑弥

家族の健康を守る「ドクター冷蔵庫」
十和田市立三本木小学校３年

苫米地　凱大
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リサイクル輸送 BOX
十和田市立三本木小学校５年

松内　心花

ぼくと共に成長する自転車
十和田市立三本木小学校５年

大下内　奨

自動雨ろ過パネル
十和田市立三本木小学校６年

米沢　來翔

全国共通育成土
五所川原市立五所川原第三中学校２年
（五所川原市少年少女発明クラブ）

一戸　斗羽

害虫からマメコバチ機
国立弘前大学教育学部附属中学校２年
（黒石市少年少女発明クラブ）

村岡　千寿子

COで発電
十和田市立三本木小学校６年

大下内　佳

りんごレンジ
十和田市立三本木小学校６年

苫米地　璃恋

奨　励　賞

病気をすい取るスーパー注射器
十和田市立法奥小学校５年

（十和田市少年少女発明クラブ）

笠石　将吾

台風進路変更ナビ
五所川原市立東峰小学校５年

（五所川原市少年少女発明クラブ）

片岡　空
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入　　　選
１年 いきものおはなしまいく 木村　実那 十和田市立三本木小学校

トイレはいっています 舛舘　明菜 十和田市立三本木小学校
じいじのいえとつながるにじ 工藤　和花 青森市立筒井小学校

２年 ごみをたべる魚 奥谷　　翼 青森市立奥内小学校
ドクターセンサー 東　　周音 八戸市立西白山台小学校
未来のお天気変えラジコン 安本　旬佑 十和田市立三本木小学校
おうちでリサイクルマシーン 田澤　志惟 十和田市立三本木小学校
ゴーグルでこきゅうアップ 坂本　亮太 十和田市立三本木小学校
お天気コントローラー 晴山　愛子 十和田市立三本木小学校
海をきれいにするそうじき 志田　華音 十和田市立三本木小学校
水がむげんに出る水とう 林　　葵咲 十和田市立三本木小学校

３年 海の中の夢の遊園地 佐々木　雫 青森市立泉川小学校
虫がまるわかりメガネ 津川　碧葉 十和田市立三本木小学校
ペットと会話ができるイヤホン 瀬川　湧生 十和田市立三本木小学校
まもる雲 長根　隆三 十和田市立三本木小学校
水てきの世界 田栗昌之輔 十和田市立三本木小学校
宇宙で息が出来る機械 三浦　愛翔 十和田市立南小学校
がれきスモールライト 下山ももな 十和田市立南小学校

４年 わすれものワープシステム 吉野　　秀 八戸市立吹上小学校 八戸市少年少女発明クラブ
手ぶくろがた点字音声変かん機 大崎　寛生 八戸市立白山台小学校 八戸市少年少女発明クラブ
紙くずさいせいマシーン 小野　将嗣 三沢市立岡三沢小学校 三沢市少年少女発明クラブ
無免許運転防止自動車 山本　隼生 十和田市立三本木小学校
きけん防止スマホ 中河原鈴衣 十和田市立三本木小学校
手帳型充電器 畑山　結夏 十和田市立三本木小学校
まほうのスティック 小幡　春花 十和田市立三本木小学校
おたすけえん筆 相馬　遥香 十和田市立三本木小学校
買い物らくちんカート 小関　幸輝 十和田市立三本木小学校
ドリームベッド 坂本　七海 十和田市立三本木小学校
大雨にも負けない！プールがたエネルギーそうち 林　　杏咲 十和田市立三本木小学校
日本の温度をまぜるせん風き 桜田かなめ 十和田市立三本木小学校
何にでもかける色鉛筆 木村　結菜 十和田市立東小学校 十和田市少年少女発明クラブ
害虫・害鳥・害じゅうをよせつけないスマホ 根岸　真結 十和田市立ちとせ小学校 十和田市少年少女発明クラブ

５年 野菜のメールそう置＆管理ライト 中居　幸輝 八戸市立中居林小学校 八戸市少年少女発明クラブ
守ボン玉 工藤　瑠華 五所川原市立中央小学校 五所川原市少年少女発明クラブ
サッチメガネ＆ヘッドホン 牛崎潤之輔 十和田市立三本木小学校
カミナリ発電そうち 漆戸　海翔 十和田市立三本木小学校
あまり買いすぎないポイントカード 岡田　愛佳 十和田市立南小学校 十和田市少年少女発明クラブ

６年 世界中の本が読める本 吉野　遥佳 八戸市立旭ヶ丘小学校 八戸市少年少女発明クラブ
縄文の力 三上　佳蓮 黒石市立中郷小学校
アースバリア 宇野　光翔 黒石市立六郷小学校
きずがあってもお風呂にはいれ～る 鈴木　美尋 十和田市立三本木小学校
歩行者「安全安心」横断歩道 小長根愛彩 十和田市立三本木小学校
老眼でも楽々読めるメガネ 松橋　香音 十和田市立三本木小学校
強力洗風機 舘向　大輔 十和田市立三本木小学校
大雨を水蒸気に変えるそう置 中新　颯馬 十和田市立三本木小学校
土砂キャッチャー 岡田　梨子 十和田市立三本木小学校
エネルギーをエンジンにする木 上久保　南 十和田市立三本木小学校

中１ 図鑑　虫眼鏡 對馬　日陽 五所川原市立五所川原第一中学校 五所川原市少年少女発明クラブ

中２ 大地震吸収エンドセラス 新岡　朋大 五所川原市立五所川原第一中学校 五所川原市少年少女発明クラブ

中３ 短命県返上と地域活性化のために 畠山　　桜 六戸町立七百中学校



第60回 青森県発明くふう展について

１　募集の内容

　　（１）応募資格及び部門

　　　　　県内在住者で次の区分による。

　　　　　◎一般の部 ： 法人及び個人　　◎学校の部 ： 小学生及び中学生

　　（２）募集作品

　　　　　日常の生活などを科学的に観察し、自然法則を利用した新規で独創的なアイデアに

　　　　　富む工作物（１人１作品）

　　　　①一般の部

　　　　　ア　実物または模型

　　　　　イ　作品の大きさは、縦、横、高さ各１ｍ以内、重量20㎏以内

　　　　　ウ　特許、実用新案等で既に登録となったもの、または出願中のもの

　　　　　エ　独創的な発明、考案の試作

　　　　②学校の部

　　　　　ア　科学的要素と独創性（アイデア）に重点をおいたもの

　　　　　イ　自作の発明、考案またはくふうした工作物

　　　　　ウ　作品の大きさは、縦、横、高さ各１ｍ以内、重量20㎏以内

　　（３）その他

　　　　　応募作品は、細心の注意をもって保管しますが、火災、盗難、その他の不可抗力に

　　　　　よる損害については、負担いたしかねますので、あらかじめご了承ください。

　この展覧会は、青少年に創作する喜びと発明・考案の楽しさを体得させ、その優れた

作品を顕彰することにより創造性豊かな人格形成を目指すこと及び一般県民の優れた発

明・考案を顕彰する事により創意の高揚を図り、本県の産業・技術の発展に資すること

を目的として開催しているものです。

－ 11 －
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青森県議会議長賞

すっきりバンドX
八戸市立白鷗小学校３年

根岸　茉生

青森県知事賞

前がみの長さチェックぼうし
南部町立名久井小学校３年
（八戸市少年少女発明クラブ）

松山　結宇

お家で前がみを切る時に、長さをきれいに切りそろえ
ることができるようにしたいと思って、このアイディ
アを考えました。
くしを帽子につけることによって、スムーズに前がみ
をそろえて切ることができます。
くしを使う時は固定できるように、使わない時は内側
に収納できるように、前と横に 3 ヶ所ボタンを取り付
けました。
実際に使ってみると、きれいに切りそろえることがで
きて、スッキリとしました。これからも、この帽子を
愛用し続けたいと思います。

学校の部　優秀賞

すっきりバンドクロスは、学校で誰もが使っているお道
具箱の中をすっきり整理させることができる優れもので
す。二段構造になっています。一段目は、下じきに穴を
あけ、ゴムひもを通してクロスさせました。ゴムの間に
のりやはさみをはさむことができるように、ゴムひもを
交互に重ねるところを工夫しました。二段目は、クーピー
やクレヨンを入れることができます。そして、この作品
のポイントは、ゴムでしっかり固定されているので、夏
休み中に家に持ち帰るときにも中がぐちゃぐちゃになら
ずに持ち運ぶことができるところです。
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日本弁理士会会長奨励賞

戸締まりOK ！安心レバー
八戸市立島守中学校１年

織田　かれん

祖母が、窓から離れたところからでも、かぎを閉めている
か、確認しやすいように、かぎが開いているときは赤色、
かぎが閉まっているときは、青色にしました。
また、見えやすいように、レバー形式にしました。どこの窓に
も付けやすいように、リサイクルしたアイスの棒と、ホースを
切って固定し、作りました。

学校の部　優秀賞

東北経済産業局長賞

すぽんとん
十和田市立南小学校４年

山田　湧璃

この道具は、ペットボトルのラベルをとる物です。この中にペッ
トボトルを入れると、ラベルがとれて出てきます。注意すると
ころは、手を中に入れないことです。作ったきっかけは、ラベ
ルをいちいち手でとるのが、めんどうだからです。工夫した所
は、刃がきれるかを、なんども実験したことです。ゆっくりと
下から上に、ペットボトルを上げてください。

公益社団法人発明協会会長奨励賞

卓球フィルムはり機
八戸市立旭ヶ丘小学校４年

（八戸市少年少女発明クラブ）

吉野　拓己

ぼくは卓球部に入っており、ラケットをよく使っていま
す。ラケットはフィルムをはってかたづけるのですが、
フィルムをはる時に空気が入ってしまってうまくできな
かったのです。そこでこの卓球フィルムはり機を考えま
した。この発明品の使い方は、はじめにラケットにフィ
ルムを置きます。次に２つのめんぼうの間にラケットを
おしこみます。そして前や後ろに動かして、フィルムが
はりついたら完成です。この発明品のポイントは、ゴム
を８の字にした所とめんぼうにくぼみをつけ、わゴムを
かみ合うようにした所です。
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学校の部　優秀賞

青森県教育委員会教育長賞

ソックス・ポンッ
～くつ下をすっぽりとはかせますよ～
十和田市立三本木小学校４年

古内　沙夕

作ったきっかけは、ひいおばあちゃんが、１人でくつ下をは
くのに大へんそうにしているのを見てかんたんに、くつ下を
はけたらいいのになぁと思い考えました。工夫した所は、ペッ
トボトルの中でもかたすぎず、やわらかすぎないものを選び
使っている所です。
使用方法　①ペットボトルに、かかとを下にして、くつ下をはめ
ます。②足を前にすべらせるように入れながら、もち手は、後ろ
にゆっくりひっぱります。③これで、かんたんにくつ下をはくこ
とができます。

青森県発明協会会長奨励賞

目ぐすりメガネ
十和田市立三本木小学校２年

渡部　伊織

わたしのひいおじいちゃんが、目ぐすりがうまくさせず
にこまっているのを見て、なにかよいほうほうはないか
と考えました。メガネにろうとがくっついているといい
なと思いざいりょうをあつめてみました。ホットボンド
でくっつけるさぎょうがむずかしかったです。つかいか
たは、ろうとに自分で目ぐすりをさすと、ろうとをつ
たって目に入ります。ろうとのはじがわかりやすいよう
に、ろうとのふちにぐるっとモールをつけたのがくふう
したところです。うまく目ぐすりがさせて、よろこんで
もらいました。

青森県発明協会会長奨励賞

ノンスピン雪かき
八戸市立城北小学校４年

青山　凪咲

この作品は、雪かきをする時に使います。持ち手が垂直について
いるので、力が入りやすく雪の重みで柄が回転して、雪がこぼれ
るのを防ぐことができます。この作品を作ったきっかけは、雪か
きをする時にたくさん雪をすくった時や、手ぶくろがぬれている
ときに、持っている手がすべって雪がこぼれてしまうことがあっ
たからです。工夫したところは、だれでも使えるようにネジをゆ
るめると、持ち手の位置や、角度や向きを変えることができると
ころです。今回は大きさの都合で持ち手の部分だけを出品します。
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第60回青森県発明くふう展

学校の部　特別賞

青森県市長会会長賞
FIFAワールドカップロシア大会 2018 32チーム
八戸市立多賀台小学校２年

佐野　航汰

青森商工会議所会頭賞
レスキュースリッパ
十和田市立北園小学校４年

（十和田市少年少女発明クラブ）

菩提寺　慶昌

東奥日報社長賞
エコバック大きくするけど買いすぎないで
八戸市立白銀小学校５年

（八戸市少年少女発明クラブ）

藍原　睦稀

デーリー東北新聞社社長賞
ラクラクつめかえ用ボトル
十和田市立三本木小学校４年

沢田　虹星

陸奥新報社長賞
カカトキャッチ
弘前市立東小学校６年

冨澤　佳乃賀

毎日新聞青森支局長賞
らくちんテープ
十和田市立藤坂小学校４年

石橋　拓空



事務局
〒030-8515  青森市新町 1 丁目 2-18
TEL 017-734-1311　FAX 017-775-3567
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学校の部　特別賞

青森放送賞
タオルをたためる楽ちんハンガー
十和田市立三本木小学校５年

杉田　晃優

青森朝日放送賞
マイナス 10 度傘
十和田市立三本木小学校６年

髙木　凰丞

青森テレビ賞
一人で背中にシップがはれるワンコの手
十和田市立三本木小学校５年

成田　凌

東北電力株式会社青森支店長賞
自動で動くうちわ
十和田市立三本木小学校４年

古川　莉子
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学校の部　特別賞

日本原燃株式会社社長賞
まほうの手ぶくろ
十和田市立三本木小学校２年

赤松　志龍

日本原燃株式会社社長賞
「ピシャッ」とブラッシー
三沢市立岡三沢小学校６年

（三沢市少年少女発明クラブ）

秋林　永遠

日本原燃株式会社社長賞
ゆびをまもるくん
十和田市立藤坂小学校２年

江渡　煌莉

東弘電機賞
ピカッとお知らせ薬箱
十和田市立南小学校５年

（十和田市少年少女発明クラブ）

郡川　琉維



TEL 0176-23-3511　FAX 0176-23-3510　http://kamikita.co.jp 

〒034-0037 青森県十和田市穂並町2番62号

上北建設株式会社

分野を超えた“モノづくり”へ挑戦。

ピタリング バリバン ピタリングライン

現場経験から生まれたものづくり

サクエンスは、上北建設株式会社の商品ブランドです。
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学校の部　奨励賞

１年 べんりなメガネ 附田あぐり 十和田市立三本木小学校

２年 くるくるふであらい 杉本　莉子 三沢市立木崎野小学校 三沢市少年少女発明クラブ

ブルブルよごれおとし 櫛桁　壱成 三沢市立上久保小学校 三沢市少年少女発明クラブ

たまごスタンド 成田　叶登 十和田市立南小学校

３年 シャンプーがですぎないストッパーポンプ 吉川　友結 十和田市立北園小学校 十和田市少年少女発明クラブ

ポニーテールはっと 布施　夏実 十和田市立南小学校

４年 わたあめ機 松尾　悠生 十和田市立三本木小学校

流しそうめん水切りセット 小田島夢和 十和田市立三本木小学校

かいてきネット 川原　慶太 十和田市立三本木小学校

歩くだけでさされんぞうり 志田　佑吏 十和田市立ちとせ小学校

そこだよ！底上がりバスケット 吉野　　秀 八戸市立吹上小学校 八戸市少年少女発明クラブ

八戸のかぐら 浜渡　大翔 八戸市立青潮小学校

都道府県形クイズ 髙橋　怜利 八戸市立白銀南小学校

らくらく新聞入れ 髙橋　莉咲 八戸市立是川小学校

５年 くり返し使えるお掃除スリッパ 川上　祐珠 三沢市立三川目小学校 三沢市少年少女発明クラブ

水道を飲みやすくするモジュール 小野　　朔 八戸市立柏崎小学校 八戸市少年少女発明クラブ

６年 ザル、ボウル 櫛桁　亜門 三沢市立上久保小学校 三沢市少年少女発明クラブ

両手が使える保冷剤入れ 斗澤　大我 十和田市立東小学校

どこでも DASSUI 館合摩利子 八戸市立長者小学校

マルチカット楽ですん 松石　七海 八戸市立島守小学校

中１ シューズ早く乾く機 石橋　永翔 八戸市立第三中学校

目の見えない人のソーイングボックス 柴﨑　華弥 八戸市立三条中学校

中２ くつ下用　楽々洗濯ネット 上村　亮太 八戸市立小中野中学校



株式会社

東北総合研究社
八 戸 市 小 中 野 ８ 丁 目 ９ － 1 3
ＴＥＬ  0178（４５）３３４６
http://www.tohoku-soken.co.jp
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一般の部　優秀賞

青森県知事賞

転倒防止支柱

三沢市　森　和保

工事現場や建設現場で仮設のフェンスを設置す

る際に使用する、取り付け作業の手間がかから

ない転倒防止支柱です。従来品は、ターンバッ

クルにより伸縮させるため、中心部分を何回も

回す必要があり、手間がかかります。これをス

ライド構造により、作業を簡単にしました。また、

地面に設けた杭に差し込む穴と、浮き上がり防

止ウェイトにより、さらに取り付け、取り外し

の作業を効率化させることができます。



－ 20 －

第60回青森県発明くふう展

青森県商工会議所連合会会長賞

チリットリーⅡ

十和田市　向山　重吉

外の掃除はどうしても土砂や小石がゴミに混じり収集袋に入れる時気がひけます。
そこで、大きな枝葉と小石を分けるために製作しました。
【ポイント】
・構造は下部の土砂部分と上部のふるい分け部分の２重構造となっています。
・掃除の時は、かき集めながら透かし部に箒で擦るようにして土砂を落とし、その
　他大きい枝葉等は上部にためます。
・取り出すときは最初にちりとりを90°持ち上げ、後部の排出口から土砂を掃き出
　し、その後に上部に残っているものを処分する構造となっています。

日本弁理士会会長奨励賞

取出口付葉物野菜用包装袋

野辺地町　藤谷　充

下に取出口を付けた葉物野菜用包装袋の形状を考案しました。
野菜の根元部分をつかむことができるので、少量でも野菜を
傷めることなく、簡単に取出すことができます。
又、チャック付きなので開封時や残った野菜を保存する時に
も簡単で便利です。
野菜生産者の方は、従来同様に上の入口から野菜を投入する
ことができるので、今までの作業を変更することなく使用で
きる形状です。

一般の部　優秀賞

東北経済産業局長賞

やきとりくん

十和田市　山﨑　光幸

家族の BBQ で焼き鳥をつくったときに串が焼けて、持って食べら
れないことがあったので、串が焼けない、肉が焦げにくい網を製
作しました。
【ポイント】
・串が焦げないようにプレートの上に串がくるようにしました。
・肉が焦げないように、火力によって肉の高さが変えられるよう
　にしました。
・さびないように素材をステンレスにしました。
・プレートを開けば通常どおりの焼肉ができるようにしました。
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一般の部　特別賞

読売新聞青森支局長賞

ノーアイスマット（フロントガラス凍結防止マット）

おいらせ町　楢山　忠

本案は車のフロントガラスの凍結防止マットです。
構造・エンビシートに不織布シートを取り付け、フロントに着脱自在とす
るために吸盤とマグネットテープを取り付けてある。不織布シートに不凍
液を噴霧する。
効果①冬期間の夜間時フロントガラスの凍結を防止する。雪は吸盤をゆる
　　　め吸盤取り付けの両紐を引き落とす。
　　②着脱が簡単である。
　　③収納時軽量でコンパクトにできる。
　　④出勤前の繁雑な作業がなく安全運転ができる。

日刊工業新聞社東北・北海道総局長賞

ファスナーのショルダーバッグ
及びハンドバッグ

十和田市　三浦　初代

ファスナーのみを編み合わせて製作しました。
周りでは使っている人がおらず、色使い、デザインがオ
シャレだと思います。
【ポイント】
・どこからでも開閉できるように、利便性も考慮して製作
　しております。
・ファスナーの金具の入れ替え、つなぎ目の難しさなどに
　より、製作には一日かかります。

日本原燃株式会社社長賞

低温時植物保温器

十和田市　軽米　愛子

冬季低温時に植物を凍結による枯死を防止するために
製作しました。
【ポイント】
・植物を入れるBOXを中が見える材料で作り、中に熱発
　生材（ホッカイロ）と、熱を反射する材料を入れ、
　効果を高めています。
・温度管理の為、温度計を入れてあります。
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広告協賛企業名（順不同）

事業協賛企業名

株式会社ササキコーポレーション　様

東和電機工業株式会社　様

上北建設株式会社　様

株式会社東北総合研究社　様

株式会社コーア　様

青森県商工会議所連合会　様

日本原燃株式会社　様

株式会社デーリー東北新聞社　様

株式会社青森テレビ　様

　当協会では、子どもの豊かな科学的発想や創造性を育む環境づくりについて、地域ぐるみによる持続

的な活動体制の構築を図っています。この取り組みの一環として、科学指導を行うことが出来る人材を

集めた人材バンクを整備し、指導人材を育成するとともに、学校や地域団体等からの要請に応じて人材

バンクから指導者を派遣する、「科学出前授業」を実施しております。

　この取り組みを持続的に実施するために必要となる活動資金を募ったところ、事業の趣旨に賛同した

下記法人様より御寄付をいただきましたので御紹介いたします。

　引き続き御寄付を受け付けておりますので、皆様の御賛同をお待ちしております。

上北建設株式会社 様
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入 選 一 覧入 選 一 覧

平成30年10月27日(土)～10月28日(日)

イトーヨーカドー青森店

主　催 青　森　県／一般社団法人青森県発明協会

後　援 東北経済産業局／日本弁理士会／公益社団法人発明協会

 青森県議会／青森県教育委員会／青森県市長会／青森市／青森市教育委員会

 青森県商工会議所連合会／青森商工会議所／日本原燃(株)／東北電力(株)青森支店／東弘電機(株)

 東奥日報社／(株)陸奥新報社／デーリー東北新聞社／毎日新聞青森支局／朝日新聞青森総局

 読売新聞青森支局／日刊工業新聞社東北・北海道総局／青森放送(株)／(株)青森テレビ

 青森朝日放送(株)／公益財団法人日本宇宙少年団

〒030-8570　青森市長島１丁目１番１号 青森県庁北棟１階

　　　　　　青森県知的財産支援センター内

　　　　　　TEL 017-762-7351　FAX 017-762-7352

　　　　　　E-mail　aomoipc1@jomon.ne.jp

　　　　　　URL：http://www.aomori-ipc.jp
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