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令和３年10月30日(土)～31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
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2021 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

　　応募者本人の作品で未発表のもの１点に限ります。

 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。

●八戸会場　　日　　時：令和３年11月３日（水）～11月７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

●弘前会場　　日　　時：令和３年11月19日（金）～24日（水）10:00～20:00

 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

 ご来場おまちしております。



審　査　風　景
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2021 子どもの「科学の夢」絵画展

優　秀　賞優　秀　賞

青森市立浪岡南小学校２年

後藤　鈴結

ねぶたのハネトがはねたパワー
をためて、でんきをつかえる発
電そうちです。ぞうりの中にで
んちがあって、とりはずしてき
かいにちくでんします。

川口淳一郎氏コメント　

　この絵は、世の中一般の未来と
いう意味で、エネルギー問題、青
森の未来、青森の物産・観光とい
う３つのテーマが入っていますね。
楽しくて、非常に元気が出る絵だ
と思います。

科学の夢大賞
らせら電力～ハネト発電～

予備選考会 選考委員会 最終選考
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2021 子どもの「科学の夢」絵画展

優　秀　賞優　秀　賞

青森県知事賞
おもい雪、もっていくよ
青森市立小柳小学校３年（青森市少年少女発明クラブ）

橋本　佳典

青森県知事賞
記憶取りもどし帽子
八戸市立旭ヶ丘小学校５年（八戸市少年少女発明クラブ）

大西　紗巴

青森県知事賞
捨てるの楽 ！々！万能ゴミ箱
十和田市立三本木小学校６年

柏木　菜々莉

　川口淳一郎氏コメント　アメリカの大きなゴミ箱をひっくり返して収集するゴミ収集車を参考にしていますが、見て驚い

　たのでしょうね。その驚きを青森県の問題、課題である雪に結びつけて、何を見て何を解決しようとしているか明確な絵ですね。

　川口淳一郎氏コメント　高齢化社会に関する絵ですね。高齢化対策の認知症対策という部分に対しての夢ですね。帽子

　をかぶると、こういうことが解決されるようになったら、いいなと思います。

　川口淳一郎氏コメント　これは、環境、エネルギーなど、ＳＤＧｓ に密接にかかわる重要なテーマを扱っていると感じ

　ました。絵がわかりやすいです。

ブルドーザーがおいていく雪のかたまりを後ろのロ
ボットアームでつかみトラックへのせる。トラック内
はジェット流水で雪をとかしホースから下水道管へ。

この帽子は認知症の進行を防いで失われた記憶を取り
もどし、安心して日常生活を送ることができます。お
しゃれとして楽しむこともできます。

このゴミ箱は、ゴミの分別が不要で、ゴミを様々なエネ
ルギーに変換し、種類によってはリサイクルも可能です。
これ一つで、ゴミの有効活用が出来ます。
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特　別　賞特　別　賞

日本弁理士会会長奨励賞
みんなにやさしいお知らせペンダント
十和田市立三本木小学校５年

晴山　愛子

青森県教育委員会教育長賞
勇気のシール缶づめ
十和田市立三本木小学校３年

大村　暖乃

朝日新聞青森総局長賞
雪たいじライトセンサー
黒石市立東英小学校１年

熊澤　市華

ペンダントを身に付けると今いる場所でその人に必要
な情報やきけんな事を知らせてくれます。どんな人で
も安心して楽しく生活することができます。

このシールを貼ると、「もう少し勇気があれば」という
時に、力が出ます。私はなかなか手を上げられないので、
こんなものがあればいいなと思います。

雪がふりはじめるとセンサーがはんのうし、センサー
からあつい光がでてきます。雪をいっしゅんでとかす
ので、大雪でもじょ雪をしなくてすみます。

　川口淳一郎氏コメント　これは、ＩoＴに関する技術的な夢に関する絵で良いですね。実際に子ども、老人の見守りシス

　テムが存在していますが、これがあれば安心して生活ができますね。

　川口淳一郎氏コメント　勇気が出るという心の問題をテーマにしているところが良いです。どんなアイデアがあっても、

　物怖じして発表できなければ結局埋もれてしまいますからね。大事なことです。

　川口淳一郎氏コメント　絵がとても上手に思うし、扱っているテーマが現実的ではなく、とても未来的ですね。
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特　別　賞特　別　賞

日本原燃株式会社社長賞
見守りきのうつきランドセル
黒石市立東英小学校１年

古澤　結愛

日本原燃株式会社社長賞
犬とおさんぽじどう車いす
黒石市立東英小学校１年

伊藤　紗弥

日本原燃株式会社社長賞
歩行を助けるベスト
十和田市立三本木小学校５年

厨川　颯太

日本原燃株式会社社長賞
下から出てくる安全ポール
十和田市立三本木小学校４年

法量　來愛

ランドセルにカメラきのうがあり、スマホで
見守ることができます。きけんをはっ見する
と、マイクをつかってきけんをしらせ、
１１０ばんにつうほうします。

スマホにおさんぽコースを入力すると、車い
すがじどうでうごきます。犬のあるくはやさ
にも合わせてくれるので、あんぜんにおさん
ぽできます。

足こしの弱いお年よりや車いすの人がこのベ
ストを着ると、救命ベストの様にうく力が働
いて、楽に歩行出来ます。

赤信号になると、下から安全ポールが出てき
て、信号が青に変わるまで車は進めません。
きけんな運転や信号むしをする人がへり、歩
行者も安心安全です。

　川口淳一郎氏コメント　この絵は、上手ですね。
私も犬を飼っているので、親近感がありますね。楽
しくて、こういうことができるようになったらいい
なと思います。

　川口淳一郎氏コメント　現実的な問題を解決しよ
うとしている絵ですね。視点がいいです。

　川口淳一郎氏コメント　これも高齢化社会に対
し、体力を補う観点から夢を描いたものですね。こ
れがあれば、体力温存できますね。

　川口淳一郎氏コメント　子供が安心できるという
ことは、重要なファクターなので、大変いい絵だと
思います。
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奨　励　賞奨　励　賞

ク・サランラップ
十和田市立三本木小学校１年

小島　浩平

みらいのアスパム
黒石市立東英小学校１年

盛　純平

着るとどこでもすぐ寝られる
無重力パジャマ
おいらせ町立百石小学校１年
（おいらせ町少年少女アイデアクラブ）

加藤　有彩

わすれものチェックセンサー
十和田市立北園小学校２年

田中　凜優

太陽のねつをちょうどよくする
ぼうし
十和田市立三本木小学校２年

山本　結生

でんきじどうバス水ぞくかん
黒石市立東英小学校１年

森　愛遥

さいがいからきゅう出ドローン
黒石市立東英小学校２年

後藤　大吉

木の上の学校
青森市立堤小学校３年

長尾　芳賢

おしらせはぶらし
十和田市立三本木小学校１年

佐々木　陽大

どこでも通れる車イス
十和田市立三本木小学校３年

小関　幸音

お天気ドローン
弘前市立時敏小学校３年
（弘前市少年少女発明クラブ）

山﨑　大和

虫と会話できるきかい
三沢市立木崎野小学校３年

澤座　岳

一般社団法人青森県発明協会会長賞
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奨　励　賞奨　励　賞

せんたく機発電
十和田市立三本木小学校４年

楠部　美衣子

雪かきルンバ
十和田市立三本木小学校３年

山本　沙楽

エネルギースコップ
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）

大野　陽

青森の深海へようこそ
青森市立北小学校４年

奥谷　琉生

心が通じるメガネ
十和田市立三本木小学校３年

山崎　翔亜

みんな幸せに！
パートナーシップウォッチ
弘前大学教育学部附属小学校４年
（弘前市少年少女発明クラブ）

久保　徹馬

サスティナブルワールド
十和田市立三本木小学校３年

藤田　絆鈴

ソーラーランドセル
十和田市立三本木小学校４年

小幡　侑亜

風力発電柱
十和田市立南小学校４年
（十和田市少年少女発明クラブ）

横岡　佑汰
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雨（雪）誘導ドローン
十和田市立三本木小学校５年

工藤　陽依

全自動型支援バルーン
五所川原市立栄小学校６年

（五所川原市少年少女発明クラブ）

古賀　杏之介

月からの授業
五所川原市立中央小学校６年
（五所川原市少年少女発明クラブ）

佐藤　心香

心をつなぐロボット
八戸市立多賀台小学校６年

久保　千朔

今すぐお届け盲導犬ロボット
十和田市立三本木小学校５年

田中　瑚桜

尿発見メガネ
十和田市立藤坂小学校４年
（十和田市少年少女発明クラブ）

眞家　花奈

アルコール感知する車
十和田市立三本木小学校５年

志田　華音

変身！救助ロボット
八戸市立白銀南小学校４年
（八戸市少年少女発明クラブ）

西　葵生

奨　励　賞奨　励　賞

蚊・チューシャ
十和田市立南小学校４年

新関　乃英
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奨　励　賞奨　励　賞

食品ロスをなくすカプセル
十和田市立三本木小学校６年

島貫　仁暖

毎日安心・安全バルンカー
十和田市立三本木小学校６年

佐藤　心菜

手話がみえるスーパー手ぶくろ
十和田市立三本木小学校６年

中野渡　莉奈

サギ！ Tai-Phone
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）

苫米地　凜音

台風・豪雨抑制クラゲ
青森県立三本木高等学校附属中学校１年

新関　琥太郎

空気を燃料にして走る車
弘前市立桔梗野小学校６年

（弘前市少年少女発明クラブ）

丹野　櫂斗

太陽光ペンキ
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）

工藤　瑠華

雨量調節新幹線
八戸市立東中学校３年
（八戸市少年少女発明クラブ）

大西　皐生

外来種帰巣衛星
八戸聖ウルスラ学院中学校１年

（八戸市少年少女発明クラブ）

三浦　士
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入　　　選入　　　選
１年 タブレットきのうつきふでばこ 佐 藤   　衛 黒石市立東英小学校

びょうきがわかるベッド 佐々木 駈 真 十和田市立三本木小学校

にじさんつかまえた。 目 時　莉 瑚 十和田市立三本木小学校

未来の蕪嶋　非接触型観光案内所 北 城　悠 和 八戸市立三条小学校

２年 びょう気をやっつけるぞ 三 上　兼 誠 青森市立北小学校

クリアに見えるコンタクトレンズ 甲 斐　大 翔 十和田市立三本木小学校

リモートで天国と僕をつなぐよ 山 田 愛之介 十和田市立三本木小学校

草とりいどうイス

”

ラクラッくん” 古  　   岳 十和田市立南小学校

雨雲をふきとばすりゅうロボ 佐々木 智 香 おいらせ町立百石小学校 おいらせ町少年少女アイデアクラブ

３年 ＣＯ２吸引そうち 西 口　斗 真 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

地球温だん化について 佐々木 理 菜 八戸市立中居林小学校

じしん見えルン 工 藤 みやび 黒石市立黒石東小学校 黒石市少年少女発明クラブ

ゴミクリーンレッシャ 若 木 雄治朗 十和田市立三本木小学校

ＮＯいん酒運転ハンドル 齋 藤　由 芽 十和田市立三本木小学校

パワーグローブ 山 中　陽 貴 十和田市立三本木小学校

ゴミをしげんにリサイクルフィッシュ 佐 藤　快 成 十和田市立三本木小学校

ちょうおんぱぼうし 河 野　海 音 十和田市立三本木小学校

冬でも安心かい中電とう 大 山 ゆづ紀 十和田市立三本木小学校

ごみを食べてくれるさかなロボット 櫻 庭　永 陽 十和田市立北園小学校 十和田市少年少女発明クラブ

細かくかんさつできる水そう 甲 田　櫻 介 十和田市立東小学校 十和田市少年少女発明クラブ

変身ユニフォーム 附 田　和 士 十和田市立藤坂小学校

トンボジェット 山 崎　凌 空 十和田市立ちとせ小学校

ゆめふく習ヘルメット 豊 田　翔 真 八戸市立白山台小学校 八戸市少年少女発明クラブ

第１津波防御壁 風 張　颯 一 八戸市立小中野小学校 八戸市少年少女発明クラブ

４年 宇宙船で届けたい青森の特産品 小 栗　凜 斗 八戸市立三条小学校

家庭用風穴 小田桐 朋 希 弘前市立石川小学校 弘前市少年少女発明クラブ

さいがい受け流すくじら 木 村　実 那 十和田市立三本木小学校

ミニ太陽 海 津　愛 琉 十和田市立ちとせ小学校

地球にやさしいプランクトン 山 木　悠 生 八戸市立長者小学校 八戸市少年少女発明クラブ

海水でとけるプラスチック 佐 藤   　翼 八戸市立三条小学校 八戸市少年少女発明クラブ

スマイル電力 上 條 日毬子 八戸市立白銀小学校 八戸市少年少女発明クラブ

５年 バイオスーツ 織 笠 連太郎 東北町立上北小学校

虫歯がなくなるキャンディー 工 藤　碧 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

海のごみを集めて燃料にすることができる船 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

ワクワクチン 加賀谷 泰 徳 黒石市立黒石小学校

北極クーラー 赤 坂　愛 実 十和田市立三本木小学校

家庭用ペットボトルリサイクルマシーン 山 本　竜 生 十和田市立三本木小学校

FLAT センサー付き車イス 田 澤　志 惟 十和田市立三本木小学校

宇宙エレベーター 櫻 岡　詩 宝 十和田市立三本木小学校

ミニロボ白血球 田 村　祥 隆 十和田市立南小学校

１台で遠隔操作の米作り 附 田　紗 奈 十和田市立藤坂小学校

特効薬製造機 佐 藤　柊 嵐 十和田市立ちとせ小学校

健康な自分を作れる AI タブレット 和 田　勇 也 十和田市立ちとせ小学校 十和田市少年少女発明クラブ

未来を見よう！いきものスマホ 張 山 今日子 弘前大学教育学部附属小学校 平川市少年少女発明クラブ

６年 お天気レンタル 佐々木 郁 人 十和田市立三本木小学校

マイクロプラスチック回収メカ 向 井 健太郎 十和田市立三本木小学校

環境をキレイに保つ車 四 戸　柚 妃 十和田市立三本木小学校

熱中症予防ウォッチ 小長根 悠 生 十和田市立三本木小学校

いつの間にか！蚊型予防接種機 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

アンビュランスレインボー 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
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◆　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

第63回 青森県発明くふう展について



審　査　風　景
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第63回青森県発明くふう展

青森県知事賞

くるくるマスクとり出しケース
八戸市立長者小学校３年

川口　紗織

ハンドルを回すと、マスクが１枚ずつ出てくる箱です。マスクの耳をそろえ、
取り出し口に出し、ローラーをセットして入れておきます。ローラーにすべ
り止めをつけ、少しゴムで押さえるようにして、１枚ずつマスクが出るよう
にしました。透明なケースに入れておくことで、どのくらい使ったのかが分
かります。また、ほこりがつかず、家族みんなで使っても直接マスクの面に
触れずに取り出せるので、清潔なまま気持ちよく使えます。

優　秀　賞優　秀　賞
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第63回青森県発明くふう展

東北経済産業局長賞

地しんがきてもたおれない本だな
十和田市立三本木小学校４年

大澤　あいか

この作品は、地しんがおきた時でも本がたおれてこない本だなです。
なぜ、この作品を作ったかというと強い地しんがきたとき本が落ち
てしまうからこの作品をつくりました。大切な本やおきに入りの本
をしまってささえるところに親指を中心の方に入れて右にスライド
すると動かすことができます。本をささえるところのしかけがおか
しくなったらバネのところを上にあげたりすれば、直ります。

優　秀　賞優　秀　賞

青森県議会議長賞

四面引き出し
十和田市立三本木小学校６年

大山　美紗希

この四面引き出しは、作品名の通り、前、後、左、右に引
き出す事ができます。テーブルの真ん中においても良いし、
使う人によって場所を選びません。引き出しが前にしか出
せない引き出しだと、探したい物が一番奥にあったり、そ
れが何かの下になっていたりすると、引き出しごとぬき出
さなければいけません。でもこの四面引き出しなら前後左
右に引き出せるのですぐに探し物を見つける事ができて便
利だと思います。

日本弁理士会会長奨励賞

らくらく紙パックフォルダー
おいらせ町立百石小学校４年

（おいらせ町少年少女アイデアクラブ）

佐々木　吉秀

らくらく紙パックフォルダーをどうして作ったのかですが、
紙パックを一度開けてしまうと、冷蔵庫のドアポケットし
か入れる事が出来なくなり保存するスペースが少ないので
作りました。ある時テーブルの上で、牛乳を倒したらたま
たま、ティッシュボックスの上にのって止まって、牛乳が
こぼれませんでした。この時の角度を測定したら約 20 度
だったので、少しずつたおして、その限界角度 18 度を発見
しました。その角度で紙パックの収納が出来る収納フォル
ダーを作りました。
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第63回青森県発明くふう展

優　秀　賞優　秀　賞

公益社団法人発明協会会長奨励賞

のびるこくばんけしケース
八戸市立島守小学校２年

門前　岳人

台に上がっても、高いところに黒板消しが届かず、す
ぐに次の勉強時間になりました。そこで、教室の黒板
の上まで消せる道具を考えました。片手で持って消せ
るように、軽い木を使いました。①軽いので、片手で
扱うことができる　②片手を上まで伸ばすと黒板の上
まで届く　③少し振っても黒板消しは外れない　④角
に輪ゴムを付けたことで、使っていて黒板消しが落ち
ない、という工夫をしました。次の時間までに上手に
消せそうです。

青森県教育委員会教育長賞

スッキリ筆洗い
十和田市立三本木小学校５年

氣仙　結菜

習字や絵の具の筆を洗う時に、洗い場が汚れない方法は
ないかと考え、身近な物を使って作ってみたいと考え、
家にあるペットボトルを使って出来上がったものです。
①小さな穴を、いくつか開け、筆についた汚れを落とす
ことが出来ます。②キャップのふたに穴を開けて、一カ
所から水が落ちるようになっていて、汚れた水が、周り
に飛び散るのを防いでくれます。身近にある不用な物を
使い、リサイクルをして、とても便利なものが作れまし
た。



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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第63回青森県発明くふう展

優　秀　賞優　秀　賞

青森県発明協会会長奨励賞

片手で開け閉めらくらくボトル
八戸市立長者小学校５年

横内　健成

片手しか使えない状態でペットボトルのふたを開けたり閉めたりでき
るようにしました。ペットボトルを中に入れ、少し下に押しつけてふ
たを回すと、すべり止めがついているので、片手で簡単に開け閉めす
ることができます。工夫したところは、底の外側にもすべり止めをつ
けたり、飲む時にキャップを置くための収納できる部分を用意したり
したところです。内側がなめらかで取り出しやすく、いろいろな高さ
のペットボトルにも対応できます。

青森県発明協会会長奨励賞

ストップステッキ
八戸市立第三中学校３年（八戸市少年少女発明クラブ）

田中　幸穂

この作品は、杖を使って坂を下る際に安全に下るための道具です。この
作品の特徴は、杖にブレーキと四輪のタイヤと後輪にストッパーを付け
たところです。工夫したところは、坂を下りやすくするために前輪を高
くしたことと、ブレーキハンドルとして自転車のブレーキを使ったこと
です。この作品を作ったきっかけは、祖母が「杖で坂を下るのは危ない」
と言っていたからです。実際に使ってみて、４つの小さなタイヤしかな
いので、砂利道は使いにくいとわかったので改良していきたいです。
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第63回青森県発明くふう展

特　別　賞特　別　賞

東奥日報社長賞
ドーナツ型ブルーシート
十和田市立南小学校６年

下山　ももな

陸奥新報社長賞
地震かんちき
三沢市立岡三沢小学校２年（三沢市少年少女発明クラブ）

風穴　晃汰

青森県市長会会長賞
ダイエットしゃもじ
十和田市立三本木小学校４年

附田　あぐり

青森商工会議所会頭賞
牛の虫よけ首輪
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）

鍋西　遥
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第63回青森県発明くふう展

特　別　賞特　別　賞

デーリー東北新聞社社長賞
持ち手を外せる？！安心かさ
八戸市立小中野小学校５年

知野　瑛俊

毎日新聞青森支局長賞
プルタブいれよう！どれみふぁそ
八戸市立長者小学校１年

横内　大致

青森放送賞
支柱直立検査器
十和田市立洞内小学校５年

（十和田市少年少女発明クラブ）

佐藤　結弦

青森テレビ賞
てまもりじょうぎ
三沢市立三沢小学校２年（三沢市少年少女発明クラブ）

櫻庭　悠真
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第63回青森県発明くふう展

青森朝日放送賞
これですっきり！ふくろケース
十和田市立南小学校２年

佐々木　斗真

東弘電機賞
安ブレライト
十和田市立西小学校３年

里村　陽斗

東北電力株式会社青森支店長賞
じしゃくハンガー
十和田市立南小学校４年

梅内　涼太

特　別　賞特　別　賞



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

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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第63回青森県発明くふう展

日本原燃株式会社社長賞
決めた分だけエサケース
八戸市立八戸小学校３年

（八戸市少年少女発明クラブ）

柏村　圭亮

日本原燃株式会社社長賞
しゅうのうともち運びができるゴミ箱
十和田市立三本木小学校５年

小川　侑揮

日本原燃株式会社社長賞
あきかんみずとりき
三沢市立岡三沢小学校５年

（三沢市少年少女発明クラブ）

小比類巻　悠人

特　別　賞特　別　賞
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第63回青森県発明くふう展

奨　励　賞奨　励　賞

１年 ひんやりそうじき 米 澤　太 智 青森市立佃小学校

けんこうまっさあじ（こどもよう） 布 施　百 恵 十和田市立三本木小学校

わすれないでね、ボード 橋 本　   啓 十和田市立三本木小学校

２年 べんきょうセット　まとめるくん 吉 田　蒼 汰 十和田市立南小学校

どこでもなんどでもおたすけ
　百ますけいさんボード

小山田 夏 那 十和田市立藤坂小学校

おひとりさまかんきせん 落 合　紀 也 八戸市立是川小学校

３年 つながりばんそうこうシュッ 佐 藤　小 苺 三沢市立木崎野小学校 三沢市少年少女発明クラブ

メモリテープ 小笠原 崇 介 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

かた手で開けようペットボトル 知 野　和 仁 八戸市立小中野小学校 八戸市少年少女発明クラブ

びっくり！ぺダル式
　トイレットペーパーとりだし

沼 端　良 弥 おいらせ町立百石小学校 おいらせ町少年少女アイデアクラブ

くつポタキャッチ 米内口 絢 鉱 おいらせ町立木ノ下小学校 おいらせ町少年少女アイデアクラブ

４年 持ち歩きできるかさいれ 布 施　匠 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

ラクラクそうじセット 久 保　惣 介 十和田市立南小学校 十和田市少年少女発明クラブ

野菜・くだもの簡単しゅうかく機 眞 家　花 奈 十和田市立藤坂小学校 十和田市少年少女発明クラブ

安全べら 赤 石 帆乃香 八戸市立白山台小学校

キッズ用お手伝い「ゆで上手」 西　　 葵 生 八戸市立白銀南小学校 八戸市少年少女発明クラブ

５年 ゆびきれない 赤 松　志 龍 十和田市立三本木小学校

詰め替えサンドローラー 大 西　紗 巴 八戸市立旭ヶ丘小学校 八戸市少年少女発明クラブ

６年 らくぬげ君 伊 藤 アトム 十和田市立南小学校

すみっこブラシ 室 谷　巧 信 おいらせ町立木ノ下小学校 おいらせ町少年少女アイデアクラブ

中１ USB スムーズ 三 浦　　 士 八戸聖ウルスラ学院中学校 八戸市少年少女発明クラブ

中２ 釘止め機 木 村　創 史 三沢市立第五中学校 三沢市少年少女発明クラブ

中３ スッキリまとめるボード君 横 田 賢汰郎 八戸市立三条中学校



広告協賛企業名（順不同）

事業協賛企業名

東和電機工業株式会社　様

日本原燃株式会社　様

上北建設株式会社　様

株式会社コーア　様

株式会社小坂工務店　様

青森県商工会議所連合会　様

株式会社東北総合研究社　様

株式会社青森テレビ　様

日本弁理士会東北会　様

広和計装株式会社　様

ｍｉｚｕｉｒｏ株式会社　様

株式会社デーリー東北新聞社　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



法人会員のご紹介

㈱ササキコーポレーション

東和電機工業㈱

カネショウ㈱

㈱青森銀行

日本原燃㈱

東北電力㈱青森支店

上北建設㈱

㈱小坂工務店

東弘電機㈱

テフコ青森㈱

沖舘鉄工㈲

㈱技研

六ヶ所エンジニアリング㈱

ヒバ開発㈱

金八神漁網㈱

㈱東北総合研究社

㈱苫米地技研工業

㈱コーア

㈱今井産業

㈱リビエラ

㈲柏崎青果

㈱ヤザキコーポレーション

伊勢屋金網工業㈱八戸営業所

㈱ラビプレ

㈱藤林商会

㈱カロリアジャパン

広和計装㈱

㈱協和医療器

㈱竹内建築研究所

十武建設㈱

㈱スパン・ライフ

ｍｉｚｕｉｒｏ㈱

㈱サン・コンピュータ

㈱三誠ファーム

（地独）青森県産業技術センター

青森市

十和田市

弘前市

八戸市

黒石市

三沢市

青森商工会議所

弘前商工会議所

十和田商工会議所

五所川原商工会議所

黒石商工会議所

八戸商工会議所

むつ商工会議所

三沢市商工会

十和田市発明協会

� 令和３年９月30日現在（敬称略・順不同）

　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。



〒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：https://www.aomori-ipc.jp


