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2019 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：令和元年11月21日（木）～25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：令和元年11月29日（金）～12月３日（火）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

 ご来場おまちしております。
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2019 子どもの「科学の夢」絵画展

優　秀　賞

科学の夢大賞
安心バルーンランドセル
十和田市立三本木小学校３年

晴山　愛子

安心して学校に行けるように、ランドセルをせおうと体のまわりを風船が

つつんでくれて、通学とちゅうに交通じこからまもってくれます。

　松本零士氏コメント　

これは、とても大事なことで是非、誰かに作って欲しいですね。夢が見事
に絵で表現ができているので、見事な作品です。絵も綺麗です。バルーン
とハートが一緒になっているのが楽しいです。これは、素晴らしい作品です。
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2019 子どもの「科学の夢」絵画展

優　秀　賞

青森県知事賞
救援物資を届ける綿毛型ドローン
十和田市立三本木小学校５年

林　杏咲

青森県知事賞
植物の気持ちが分かるセンサー
十和田市立三本木小学校６年

高渕　心華

青森県知事賞
多機能安全スライム
十和田市立三本木小学校６年

牛崎　潤之輔

災害で孤立した人達に一刻も早く、救援物資を届け
ることができます。綿毛にしたのは被災者の心を和
ませる効果があると思ったからです。

植物が健康かどうかが分かるセンサーです。植物に
なにかある時は、音で知らせてくれます。また、水、
日光、養分がたりているかも知らせてくれます。

スプリンクラーやヘリコプターからの水だけでは
なく、スライムが出るとやわらかいクッションがわ
りになり、ビルの中から外に飛びおりても安全。

　松本零士氏コメント　

今、色々な事故や災害の時に、これがあったら助かる命がたく
さんありますね。それと自然の風景とドローンが届けようとし
ている物資、涙を流している少女、見事なバランスで描いてあ
ります。これも素晴らしい作品です。

　松本零士氏コメント　

これは、素晴らしいですよ。これがあれば、周りにあるたく
さんの生きた植物、成長しようとしている植物の状況を知る
ことができるわけですね。人間が逆に植物を手助けして、そ
のまた健康な植物に救われるわけですから、これは、おもし
ろい発想ですし理想的な発想です。絵も楽しく描いてありま
すね。これは、健康のために大事な作品です。

　松本零士氏コメント　

これは、現実に備える大事なシステムの事を描いてあるわけ
ですね。これがあれば実際に命を救われる人がたくさん出ま
す。是非作って欲しい。その夢をしかも見事な絵で綺麗にデ
フォルメして描いてあるわけですよね。色彩も良く、これも
素晴らしい作品です。



－ 5 －

2019 子どもの「科学の夢」絵画展

特　別　賞

零時社での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
安心ＡＩシートベルト
十和田市立三本木小学校５年

細越　侑奈

青森県教育委員会教育長賞
ＥＳＲ（エマージェンシー・スネーク・ロボ）
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）

前田　龍

朝日新聞青森総局長賞
海のクリーン＆レスキューロボット隊
十和田市立三本木小学校６年

関川　愛美

このシートベルトは、運転する人の気持ちや体調を読み
取って楽しいドライブをサポートしてくれます。自動運転・
ＡＥＤ・１１９通報きのうもあります！

ヘビ型ロボＥＳＲは、がれき等で生きうめになった人を救助
します。細長いので、狭い場所でも入っていけます。このロ
ボは、人を探し出し、その人を飲みこみ、助けます。

くじら型ロボットが海の中のゴミを回収、処分する。また生
物にからまったあみや、はまった輪を外して助ける。マイク
ロプラスチックを解決したいです。

全作品が命を守るためにとても大事な作品ですね。こ
れが一つ一つ発明されたり、開発されたりすると素晴
らしいですね。人間だけでなく自然環境を含めて、非
常にみんなリアルな発想です。ニュースなどで体験が
あるんでしょうね。素晴らしいです。この子たちの描
く絵の色が明るいです全部ね。この明るさというのが
文字通り希望、未来なんです。未来の明るさを全員が
描いているので、とても嬉しいです。ほっとします。
色から受ける印象、みな素晴らしい良い色してますよ。
この色というのは、やっぱり人間の心が生み出して描
くものですから、絵は心が描くものなんです。この心
が良く分かります。それぞれ皆さん元気に明るい未来
があります。楽しみです。張ってくださいね。

　松本零士氏コメント　

これはね、私もこの歳ですから、やっぱり免許証を持ってて
自動車の運転をやっているわけですよ。私は居眠りや事故を
起こしたことはないのですが、これは大事なことです。もし、
現実にこれができれば緊急の場合に警報が先に出ますから交
通事故が少なくなると思うので是非どなたかが研究して作っ
てください。楽しいです。

　松本零士氏コメント　

もしこれがあれば、生き埋めになったり色々な災害で亡くなった
人、行方不明になった人も捜して、こういうロボットができれば
随分の命が、人の命が救えると思いますので、どうか、この絵を
描いたご本人が是非、作ってください。研究して勉学を学んで。
これは、素晴らしいです。発想の目的意識がね。

　松本零士氏コメント　

海洋汚染、現実に進行中ですね。それを、このロボット隊が海を
掃除して清潔な海にして人の色々な問題、魚たちや海藻の海の自
然環境を守る大事なシステムです。これは、夢としては広大な巨
大な夢です。これは、楽しいです。
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特　別　賞

日本原燃株式会社社長賞
かるがるふうせん
十和田市立三本木小学校１年

齋藤　由芽

日本原燃株式会社社長賞
熱中症が分かるリストバンド
十和田市立三本木小学校４年

中野渡　莉奈

日本原燃株式会社社長賞
ぜつめつしなるんるん
十和田市立三本木小学校１年

藤田　絆鈴

日本原燃株式会社社長賞
地震力発電「ナマズボーグ」
青森市立泉川小学校６年

今　一篤

かるがるふうせんをにもつにつけると、にもつをいっ
しょにもってくれます。わたしのおばあさんはひざが
いたいので、このふうせんをつけてあげたいです。

熱中症指数が上がると、リストバンドが赤くなって、
しんどうできけんだとしらせてくれます。リストバンド
は、体にたまった熱を放出してくれます。

色々な生き物が減っていることを知り、生き物にとっ
てよい環境を作りたいと思いました。生き物を調べて
ベストな環境になるように電波が出て変えられます。

すばやく地震を感知し地上がゆれる前にプレートや活
断層からエネルギーを吸収し、それを電気に変えてく
れる装置です。

　松本零士氏コメント　

これはね、確かに膝の痛い方や色々な健康な人間でも持て
ないような荷物も担いで歩くのを手助けしてくれる。こう
いう物が安全な形で、もし現実にあれば楽ですよね。特に
手荷物を持てますから、これは夢です。素晴らしいです。

　松本零士氏コメント　

暑さに弱い人には、熱中症というのは辛いことですよ。そ
のリスクを守るし、きちんと知らせてくれる、防いでくれる。
手につけておくだけで、熱中症にならずにすむわけです。
危険を防ぐ大事なシステムです。頑張ってください。楽し
いです。

　松本零士氏コメント　

これは、今色々な生命体が限界をむかえて絶滅種がたくさ
んあります。それを訴える非常に楽しい素晴らしい作品で
すね。表現がまたおもしろいです。頑張ってくださいね。

　松本零士氏コメント　

地震は損害だけでなく地震そのものをエネルギー化するシ
ステム、本当に素晴らしい発想ですね。これまで日本で考
えたことも聞いたこともないですよ。これは、素晴らしい
から是非どなたかが実現してくれれば、地震も災害だけで
はすまなくなるわけですね。助けてくれる、エネルギー化
できれば無駄にはなりませんね。絵も素晴らしいです。
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奨　励　賞

たべものをとどけられるふうせん
十和田市立三本木小学校１年

山崎　翔亜

じどうおんどちょうせつきのうつきシャツ
十和田市立三本木小学校１年

田栗　昌史朗 

みらいのわたしのいえ
十和田市立南小学校１年

小川　愛莉

海のくらし
十和田市立三本木小学校１年

和田　光夏

キズけしごむ
十和田市立三本木小学校１年

小島　すみれ

みんなにやさしいかさ
おいらせ町立木内々小学校２年

吉良　健太

あついくうきすいこみマシン
十和田市立三本木小学校２年

馬場　孔雅

もとどおりカメラ
十和田市立南小学校２年

新関　乃英

ちりもつもれば山となる電池
十和田市立藤坂小学校２年

眞家　花奈

けんこうゲートでけんこうゲット
黒石市立黒石小学校３年

加賀谷　泰徳

心キャッチロンパース
新郷村立戸来小学校３年

佐々木　一豊

きんきゅう地下びょういん
八戸市立小中野小学校３年
（八戸市少年少女発明クラブ）

知野　瑛俊

一般社団法人青森県発明協会会長賞
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奨　励　賞

ひまわりじゅう電き
十和田市立三本木小学校３年

林　葵咲

まさかさかさま
十和田市立三本木小学校３年

赤坂　愛実

くすりが出てくるテレビ
十和田市立三本木小学校３年

浦田　華愛

海のごみ集しゅう車
十和田市立東小学校３年
(十和田市少年少女発明クラブ )

中清水　碧人

病気を吸い取ってくれる掃除機
五所川原市立東峰小学校４年
(五所川原市少年少女発明クラブ )

斉藤　かのん

けんこうおたすけ食き
十和田市立三本木小学校３年

田澤　志惟

海のゴミを味方にする工場
十和田市立三本木小学校４年

齊藤　寧彩

ホタルの光を照明に
十和田市立三本木小学校４年

林　茅咲

修理ができる砂鉄
八戸市立三条小学校４年

（八戸市少年少女発明クラブ）

根城　晴斗
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おたすけづえ
十和田市立三本木小学校５年

中河原　鈴衣

台風消去機
十和田市立南小学校４年

三浦　愛翔

雲の上ソーラー発電機
八戸市立吹上小学校５年
（八戸市少年少女発明クラブ）

吉野　秀

オレオレ防止電球
十和田市立三本木小学校５年

小島　あやめ

命を守るかさ
十和田市立三本木小学校５年

島貫　仲良

空気圧縮蓄積機
十和田市立三本木小学校５年

苫米地　琉生

奨　励　賞

日がさ雲
十和田市立三本木小学校４年

島貫　仁暖

フクロウコンタクト
十和田市立南小学校４年
（十和田市少年少女発明クラブ）

岡田　大凱

病気発見メガネ
十和田市立三本木小学校４年

瀬川　湧生
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カプセル治療ロボット
十和田市立ちとせ小学校５年
（十和田市少年少女発明クラブ）

米田　導毅

プラスチック再生掃除機
黒石市立中郷小学校６年
（黒石市少年少女発明クラブ）

花田　陽海

高齢者のためのソーラーカー
十和田市立三本木小学校６年

松橋　明依未

ライフセーブベルト
十和田市立南小学校６年

下山　アンナ

シェルター付きハウス
五所川原市立五所川原第一中学校２年
（五所川原市少年少女発明クラブ）

川村　知代

化石燃料製造機
黒石市立中郷小学校６年
（黒石市少年少女発明クラブ）

工藤　栄心

ピンポイント消火光線
八戸市立下長小学校６年
（八戸市少年少女発明クラブ）

坂口　遼

奨　励　賞

りんごの木お守りバブル
黒石市立中郷小学校６年

（黒石市少年少女発明クラブ）

斎藤　敢太

らっぱ吸泉
十和田市立南小学校５年
(十和田市少年少女発明クラブ )

新関　琥太郎
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入　　　選
１年 一しゅうかんせいちょう水 山本　沙楽 十和田市立三本木小学校

ひかりロボット 竹ヶ原　楓 十和田市立三本木小学校

２年 水の手ぶくろ 舘山　蓮生 十和田市立三本木小学校
虫かんさつ Zメガネ 金崎　桃李 十和田市立三本木小学校
食べごろお知らせセンサー 新山　明佳 十和田市立三本木小学校
分かるぼうし 水尻龍之右 十和田市立三本木小学校

３年 空もとべるりんごの車 津留　亨愛 三沢市立上久保小学校
りんごとまめこばちロボット 佐々木柊真 黒石市立黒石東小学校 黒石市少年少女発明クラブ
楽しいのびるシュノーケル 佐藤　　碧 青森市立浦町小学校 青森市少年少女発明クラブ
モグラリモコン 中里　好瑛 八戸市立吹上小学校 八戸市少年少女発明クラブ
急げ！レスキューとんぼ 吹越　　楓 七戸町立七戸小学校 十和田市少年少女発明クラブ
病気の人が見つかるメガネとドローン 加藤　煌理 十和田市立三本木小学校
もうどう犬つえ 若木　春瑚 十和田市立三本木小学校
台風をエネルギーにかえるそうじき 今泉明優花 十和田市立四和小学校
自動せんかトラック 大川　　隼 弘前市立三省小学校 弘前市少年少女発明クラブ

４年 すぐ分かる物知りカメラ 渋谷　莉子 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
マウスピース歯ブラシ 長尾　鉄生 五所川原市立東峰小学校 五所川原市少年少女発明クラブ
陸・空・海どこでも乗れる乗り物 木村　庵吏 八戸市立多賀台小学校
見えるかんたん目薬 仲山　結満 八戸市立旭ヶ丘小学校 八戸市少年少女発明クラブ
花粉バキューム 豊田　逞馬 八戸市立白山台小学校 八戸市少年少女発明クラブ
火事レスキューロボット 松山　結宇 南部町立名久井小学校 八戸市少年少女発明クラブ
SOS 紙飛行機 八嶋勇乃心 国立弘前大学教育学部附属小学校 弘前市少年少女発明クラブ
津波用ひなんバッグ 堀　偉来冬 青森市立後潟小学校 青森市少年少女発明クラブ
ウイルス発見機 田高　　翔 十和田市立三本木小学校
雪をとかす道路スイッチ 佐藤　心菜 十和田市立三本木小学校
水分ほきゅうできるグミ 柏木菜々莉 十和田市立三本木小学校
火事を消すまほうの球 藤田　航太 十和田市立三本木小学校
ゴミボタルの清掃 田栗昌之輔 十和田市立三本木小学校
楽ちん！道が分かりやすいくつ 戸舘ひかる 十和田市立三本木小学校
運動能力発見マシン 丹野　櫂斗 弘前市立桔梗野小学校 弘前市少年少女発明クラブ

５年 草取り名人号 小山内愛梨 五所川原市立三輪小学校 五所川原市少年少女発明クラブ
ストレス解消ヘッドフォン 村岡寿々子 黒石市立中郷小学校 黒石市少年少女発明クラブ
血液データ分かルンです 近江　　尚 青森市立浜館小学校
自動分別ごみばこ　らくわけ 山本　隼生 十和田市立三本木小学校
暗い時や急な雨でも安心なカバン 小関　幸輝 十和田市立三本木小学校
熱中症予防ブザー 野村　元祐 十和田市立三本木小学校
油を水に変える薬 山本　哲也 十和田市立三本木小学校
音声道案内つえ 簗場瑚都加 十和田市立三本木小学校
ゴミ箱式リサイクル機 田中　空斗 十和田市立三本木小学校
お家バリア 織田　　凛 十和田市立三本木小学校
かえっ笛て！ 篠田茉理亜 十和田市立三本木小学校
万能リーフマスク 奥寺　小椿 十和田市立西小学校

６年 季節変化ボックス 玉田このは 黒石市立北陽小学校
雨水精水変換機 藍原　睦稀 八戸市立白銀小学校 八戸市少年少女発明クラブ
ホット＆クール手ぶくろ 漆戸　海翔 十和田市立三本木小学校
しん水ガードバルーン 浦田　華彩 十和田市立三本木小学校
ヒマワリの種が世界を救う 藤田　大輔 十和田市立三本木小学校

中１ 津波から日本を守る壁 吉野　遥佳 八戸市立東中学校 八戸市少年少女発明クラブ

中２ 救急表示救命シート 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３ 野菜・果物なんでも計 村岡千寿子 国立弘前大学教育学部附属中学校 黒石市少年少女発明クラブ



第61回 青森県発明くふう展について

◆　募集の内容

　　（１）応募資格

　　　　　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）

　　　　　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、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。

－ 12 －



－ 13 －

第61回青森県発明くふう展

青森県議会議長賞

ピカッとソルトポット
八戸市立東中学校１年

（八戸市少年少女発明クラブ）

吉野　遥佳

青森県知事賞

牛乳パックあけフォーク
八戸市立旭ヶ丘小学校４年
（八戸市少年少女発明クラブ）

仲山　結満

作ったきっかけは、わたしが牛乳パックをあけている
ときに、あけにくいときがあったからです。
工夫したところは子どももかんたんにあけられるとこ
ろとあけやすくなって、すぐに牛乳を飲めるところで
す。使い方は、牛乳パックあけフォークをさして、お
したら開きます。むずかしかったところは、フォーク
の曲げる向きを決めることでした。いろいろな向きに
曲げてみたり、さす方向をかえたり、何回もためして
あけやすい向きが決まりました。あけやすくなってよ
かったです。

優　秀　賞

母がよく塩と砂糖をまちがえるので、パッと見て２つの
調味料を区別できないかと考えたことがきっかけです。
食塩は、電気を通さないと学校で習いました。しかし、
市販の塩でためすと非常に微弱ながら電気を通しまし
た。そこで砂糖は電気を通さないことを利用し、塩の容
器だけが光るようにしたことがポイントです。微弱な電
流で光るように発明クラブで教わったタッチセンサーの
回路を応用しました。また、ワンタッチでふたを開けた
ときだけ光るため、電池の節約になります。
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日本弁理士会会長奨励賞

プロペラシューズハンガー
八戸市立小中野小学校３年

（八戸市少年少女発明クラブ）

知野　瑛俊

作ったきっかけは、母の一言でした。「内ズックをあらったんだ
けど、そのままほしてもかわきにくいの。できるだけ早くかわ
かしたいんだけど。」そこで、ぼくは何とかしたいと思いました。
「せんたく機のだっ水のように回転させればどうだろう。」と思
いついたぼくはさっそくやってみました。ペットボトルをまっ
ぷたつにしたり、ピンチハンガーにあなをあけたりする時はむ
ずかしいので、父に手伝ってもらいました。「これでちゃんとか
わくといいな。」と思いました。

優　秀　賞

東北経済産業局長賞

ふみまちがい　よびかけき
八戸市立城北小学校５年

青山　凪咲

工夫したところは、ペダルの穴に太ゴムを通した
ことです。くつの底につけてある金属板とペダル
につけてある金属板が重なると、声が聞こえます。
「アクセルだよ。」「ブレーキだよ。」とよびかけて
くれます。こうすることで、ペダルのふみまちが
いがへるのではないかと思います。

公益社団法人発明協会会長奨励賞

軽楽ンドセル
八戸市立白銀小学校６年

（八戸市少年少女発明クラブ）

藍原　睦稀

テレビで、小学生がランドセルでかたを痛めていると、
ニュースで見たことがあるので、どうすれば軽く感じら
れるかを考えました。まず、荷物が体の近くで持つと軽
く感じられたので、教科書をまとめ、背中側から離れな
いようにぬえるボードとマジックテープでバンドを作成
しました。次に、重心が高い（重い物の下に軽い物を置く）
と軽く感じられたのでランドセルの底にクッションをし
いて軽く感じられる工夫をしました。
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優　秀　賞

青森県教育委員会教育長賞

じゃぐちふやすぞう
八戸市立島守小学校２年

古里　優心

じいちゃんのはたけからやさいをしゅうかくしたとき、じゃぐち
が１つしかなかったのであらう手つだいができませんでした。こ
れをつかうと、水が３かしょから出るので、じいちゃんやばあちゃ
んのお手つだいができます。２人でつかうときは、まん中の口に
キャップでふたをします。りょうはしからだけ水が出るので、水
がむだになりません。

青森県発明協会会長奨励賞

のび～るエアコン
八戸市立三条小学校４年

（八戸市少年少女発明クラブ）

根城　晴斗

車の後部ざせきにいる妹の方へエアコンの風をとどけ
てすずしくさせたいと思いつくりました。
ホースをじゃばらにしてあるので、しゅうのうしやすい
し、持ち手をつけて、妹がいろいろなところに風をあて
ることができます。使ってみての感想は、じゃばらをつ
くるのがむずかしくて、大人にも協力してもらったけれ
ど、妹がよろこんでくれたので、とてもうれしかったで
す。

青森県発明協会会長奨励賞

２倍にほせちゃうせんたくばさみ
十和田市立三本木小学校５年

古舘　愛瑠

作ったきっかけは、妹がうまれて、ガーゼやよだれかけなど、小
さいせんたく物が多くなって、もっとほせたらいいなと思って、
思いつきました。工夫したところは、はさむときに、じゃまにな
らないように、ストッパーが内側にくるように、しました。もう
１つは、結束バンドをあまりきつくしめると、はさみづらくなっ
てしまうので、調節しながら、ちょうどいいところでしめました。
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特　別　賞

青森県市長会会長賞
あせもができない長ぐつ
十和田市立南小学校４年

（十和田市少年少女発明クラブ）

小守　珠月穂

青森商工会議所会頭賞
机につけられる本たて
十和田市立三本木小学校６年

成田　凌

東奥日報社長賞
ゴキブリぱっくんちょ
八戸市立根岸小学校５年

小川　諒真

陸奥新報社長賞
らくらくスポンジ
十和田市立三本木小学校５年

中河原　鈴衣



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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特　別　賞

青森放送賞
でこぼこくん
八戸市立八戸小学校３年

（八戸市少年少女発明クラブ）

淡路　清一郎

青森テレビ賞
ワンタッチ洗たく物回収機
おいらせ町立木内々小学校６年

（おいらせ町少年少女アイデアクラブ）

市村　仁貴

デーリー東北新聞社社長賞
ふでばこ用ミニパンチ
八戸市立下長小学校６年

（八戸市少年少女発明クラブ）

坂口　遼

毎日新聞青森支局長賞
ホックをとめてすぐできる　介護立体エプロン
八戸市立第一中学校３年

関口　実佳
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特　別　賞

青森朝日放送賞
弁当安定リュック
八戸市立第三中学校１年

（八戸市少年少女発明クラブ）

田中　幸穂

東北電力株式会社青森支店長賞
学習用毛玉防止椅子
十和田市立東中学校１年

（十和田市少年少女発明クラブ）

鈴木　理華子

東弘電機賞
底が三角！良いこと色々コップ
十和田市立三本木小学校６年

水尻　知音



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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日本原燃株式会社社長賞
涼風ネット
十和田市立三本木小学校１年

川村　泰清

日本原燃株式会社社長賞
防災レインコート
八戸市立根城小学校４年

（八戸市少年少女発明クラブ）

下村　優菜

日本原燃株式会社社長賞
ふせんノート
八戸市立根岸小学校３年

栗橋　永

特　別　賞
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奨　励　賞

１年 お手伝いも楽ちん！ゴミ回収が楽になるゴミ箱 里村　陽斗 十和田市立西小学校

２年 つかいきりボトル 附田あぐり 十和田市立三本木小学校

めざましきりふきどけい 海津　愛琉 十和田市立ちとせ小学校

じじせんようわすれないくすりいれくるくるくん 松坂　謙芯 十和田市立北園小学校

３年 教えてくれるすず 城前　航汰 八戸市立多賀台小学校

ぴたっとくっつくのりのふた 山田　　倫 八戸市立吹上小学校

たおれにくくするリング 厨川　颯太 十和田市立三本木小学校

指ガード 佐藤　涼玖 十和田市立三本木小学校

らくらくふであらい 赤松　志龍 十和田市立三本木小学校

虫キャッチ＆リリース ミキュイン アネラ 三沢市立岡三沢小学校 三沢市少年少女発明クラブ

４年 ちりとばず 豊田　逞馬 八戸市立白山台小学校 八戸市少年少女発明クラブ

楽らくサプリ 山田　　開 八戸市立城下小学校

スリーハンド君 福沢　悠太 十和田市立北園小学校 十和田市少年少女発明クラブ

５年 旅行用プチ・乾燥機 吉野　　秀 八戸市立吹上小学校 八戸市少年少女発明クラブ

小型ジップロック 川原　慶太 十和田市立三本木小学校

地震報告センサーライト 菩提寺慶昌 十和田市立北園小学校 十和田市少年少女発明クラブ

折りたたみ式ドロ落し 布施　裕翔 十和田市立三本木小学校 十和田市少年少女発明クラブ

とりかえ可のうおそうじスリッパ 中島　麻結 十和田市立三本木小学校

おしてももとにもどる 気田　温人 十和田市立三本木小学校

６年 うで時計が外から見える服 櫻田　哲大 十和田市立南小学校 十和田市少年少女発明クラブ

のび～るほせ～るかわけ～る 郡川　琉維 十和田市立南小学校 十和田市少年少女発明クラブ

水の量を調整できるキャップ 松本　　歩 三沢市立上久保小学校 三沢市少年少女発明クラブ

中 1 ティッシュ楽々取り出し機 藤井　優多 十和田市立東中学校 十和田市少年少女発明クラブ

水のやりすぎ防止！植物浮土水多ー 秋林　永遠 三沢市立堀口中学校 三沢市少年少女発明クラブ



－ 21 －

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

東奥日報社　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



　この展覧会は、青森県発明協会の法人会員、個人会員の皆様のご支援により、

次代を担う青少年の創造力の開発・育成、創造性豊かな人格形成を目指し本県

の産業・技術の発展に資する事を目的として開催しています。

団体正会員のご紹介

㈱ササキコーポレーション 伊勢屋金網工業㈱八戸営業所

かねさ㈱ ㈱ラビプレ

東和電機工業㈱ ㈱藤林商会

カネショウ㈱ ㈱カロリアジャパン

㈱青森銀行 拓新設計㈱

日本原燃㈱ 広和計装㈱

東北電力㈱青森支店 （地独）青森県産業技術センター

上北建設㈱ 青森市

㈱小坂工務店 十和田市

東弘電機㈱ 弘前市

テフコ青森㈱ 八戸市

㈱みちのく銀行 黒石市

沖舘鉄工㈲ 三沢市

㈱技研 青森商工会議所

㈲日医商事 弘前商工会議所

六ヶ所エンジニアリング㈱ 十和田商工会議所

ヒバ開発㈱ 五所川原商工会議所

金八神漁網㈱ 黒石商工会議所

㈱東北総合研究社 むつ商工会議所

㈱苫米地技研工業 三沢市商工会

㈱コーア 十和田市発明協会

㈱今井産業

㈱リビエラ

㈲柏崎青果

㈱ヤザキコーポレーション 令和元年９月 30 日現在（敬称略・順不同）



〒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


