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－ 1 －

2022 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。

●弘前会場　　日　　時：令和４年11月４日（金）～９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9-20）

	 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４年11月19日（土）～23日（水）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。



審　査　風　景

選 考 委 員 総 評
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2022 子どもの「科学の夢」絵画展

優　秀　賞優　秀　賞

青森市立橋本小学校５年

齋藤　菜光

ゴミとして捨てられた食品を
きれいによみがえらせて、世
界中の人々の所にとどけるこ
とができる技術を持った箱を
かきました。

科学の夢大賞
食べ物よみがえり・ハッピー BOX

　優秀賞・特別賞には、最新の技術で社会課題の解決を目指した作品、みんなが幸
せになるための発想が上手に表現された作品、現実的で今すぐ欲しいと思える作品
が選ばれました。特に科学の夢大賞に選ばれた「食べ物よみがえり・ハッピー BOX」は、
暗くなりがちな食糧問題が淡く優しい色調で描かれ、皆に幸せになって欲しいとい
う気持ちがよく表現されていますし、「リサイクル」ではなく「よみがえる」という
発想も新しいと感じました。また、高い観察力を思わせる細かな描写も、選考のポ
イントになりました。
　全体として、どの作品も世の中で注目されていることをよく見ていて感心しまし
たが、世界的な環境問題、青森ならではの雪対策の問題などに加えて、心のケアな
ど弱い立場の人に寄り添った作品が多く見られたことが特徴的でした。社会的な課題に対して、解決しようと思う純粋
な気持ちと発想力が表現された絵を前にして、私たち大人も考えなければいけない点があると感じました。

予備選考会 選考委員会 各賞決定
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2022 子どもの「科学の夢」絵画展

優　秀　賞優　秀　賞

青森県知事賞
立体影像登校
おいらせ町立百石小学校２年
(おいらせ町少年少女アイデアクラブ )

加藤　有彩

青森県知事賞
ハッピー発電ぼうし
十和田市立三本木小学校３年

山田　愛之介

青森県知事賞
世界へ繋げる食ＢＯＸ
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　寿々子

いじめられたりして学校に行きたくないと思うとき、
りったいえいぞうが学校に行ってくれます。たたかれ
たりしないし、べんきょうすることができます。

「幸せ、嬉しい、楽しい、笑い」等の明るい感情エネルギー
をこの帽子が電気エネルギーに変換し、いつでも自家
発電ができる。世界中に笑顔が増える。

世界中の、貧困で食事がとれない人へ食事を届けるＢＯＸ
です。家庭で余った食事などを入れると一瞬で届けるた
め、食品ロスも軽減されます
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2022 子どもの「科学の夢」絵画展

特　別　賞特　別　賞

日本弁理士会会長奨励賞
からだ粘土
十和田市立南小学校５年

新関　乃英

青森県教育委員会教育長賞
ＨＡＰＰＹ　ＳＮＯＷ
十和田市立三本木小学校４年

山中　陽貴

朝日新聞青森総局長賞
見守りかがみ「孫見」
十和田市立北園小学校３年
(十和田市少年少女発明クラブ )

佐々木　愛謝

この粘土を使って体の部分を作ると元気な時と同じよ
うな働きをするようになります。怪我や病気で失った
機能も元通りにすることもできます。

無人雪かき機。携帯で片付けを指示できるから、おじ
いちゃんおばあちゃんの家もできる。雪を解かして電
気をつくったり、氷の棒にして保管して夏に使える。

孫を見ると笑顔になる祖父母。コロナで会えない今、
鏡の中でいつでも会える。薬やごはんの時間を教えた
り、カメラで様子を見たりさびしくないし安心！
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2022 子どもの「科学の夢」絵画展

特　別　賞特　別　賞

日本原燃株式会社社長賞
どこでも避難イス
弘前市立時敏小学校４年

(弘前市少年少女発明クラブ )

山﨑　大和

日本原燃株式会社社長賞
まごの足サポーター
十和田市立三本木小学校２年

桜田　なつめ

日本原燃株式会社社長賞
伝心柱
青森県立三本木高等学校附属中学校２年

新関　琥太郎日本原燃株式会社社長賞
通信シート
十和田市立三本木小学校４年

藤田　絆鈴

車イスをこぐと歯車でロボットの足が動き、
どんな道でも移動できる。障害のある人や高
齢者が安心して避難する道具。災害や停電、
火事等で活躍する。

まごとおばあちゃんのひざに同じサポーター
をつけて手をつなぐとまごの力がつたわっ
て、おばあちゃんが歩けるようになり、いっ
しょに色々な所に旅行できる。

この道具は人々の想いを誤解なく伝えあうこ
とが可能です。言葉の認識の齟齬による誤解、
ウソやごまかしで起こる争いを無くすことも
可能だと思います。

ねたきりや外国人などのコミュニケーション
をとりにくい人と通信シートを付けることで、
思いを伝えることができるようになります。
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2022 子どもの「科学の夢」絵画展

奨　励　賞奨　励　賞

みらいののりもの
十和田市立三本木小学校１年

阿部　獅十

はいれるえほん
十和田市立三本木小学校１年

三畑　晴慎

いろんなどうぶつとはなせるヘッドホン
十和田市立三本木小学校２年

櫻田　結真

たのしくてわくわくする木
十和田市立三本木小学校２年

田中　世那

なかなおりジュース
十和田市立三本木小学校１年

秋元　健之介

種をまくとすぐ育つツリーハウス
十和田市立三本木小学校２年

山崎　杏音

金メダルスーツ
弘前市立時敏小学校１年
(弘前市少年少女発明クラブ )

山﨑　華

声が文字になるめがね
十和田市立三本木小学校１年

二本柳　遼正

世界を飛ぶ家ロケット
十和田市立南小学校１年

高屋　洸

キッズお知らせウェーブ
十和田市立三本木小学校２年

古 　凜人

未来エネルギーは私達子どもにまかせて
十和田市立三本木小学校２年

山中　陽奈

こえがとどくマスク
十和田市立三本木小学校２年

阿部　由依

一般社団法人青森県発明協会会長賞



－ 7 －

2022 子どもの「科学の夢」絵画展

奨　励　賞奨　励　賞

ねつすいとり青空ホール
十和田市立法奥小学校３年
(十和田市少年少女発明クラブ )

樋口　陽祐

雨雲発生ドローン
十和田市立三本木小学校３年

山本　結生

はみがきライト
十和田市立藤坂小学校２年

石橋　岳空

ロード発電
黒石市立黒石小学校３年
(黒石市少年少女発明クラブ )

車谷　明泉

りょうりができる画用紙
十和田市立三本木小学校３年

八幡　桃寧

赤ちゃんことばがわかるちょうしんき
十和田市立三本木小学校２年

栗山　琳

あつさで色がかわるぼうし
十和田市立三本木小学校２年

佐々木　陽大

花がさくたいほうやてっぽう
十和田市立藤坂小学校３年
(十和田市少年少女発明クラブ )

木村　有希

電気で海のごみをかいしゅうするそうち
十和田市立ちとせ小学校３年
(十和田市少年少女発明クラブ )

久保田　瑛大
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2022 子どもの「科学の夢」絵画展

夢のランドセル
青森市立浜田小学校５年

中田　空来

戦争→きゅう命　チェンジマシーン
八戸市立小中野小学校４年
(八戸市少年少女発明クラブ )

知野　和仁

風りん力発電
十和田市立三本木小学校５年

楠部　美衣子

チクチク言葉　イヤ・イヤホン
十和田市立三本木小学校４年

大村　暖乃

手ぶくろスプレー
十和田市立三本木小学校４年

小笠原　実玲

誰でも同じ物を食べられる食器
十和田市立三本木小学校４年

山崎　翔亜

未来の昆虫図鑑
十和田市立南小学校５年

加賀沢　愛莉

いじょう感知ハンドル
十和田市立三本木小学校４年

工藤　小遥

奨　励　賞奨　励　賞

ちょうちょみたいに飛ぶ空気清浄機
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 )

別宮　志郎
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2022 子どもの「科学の夢」絵画展

奨　励　賞奨　励　賞

見守り昆虫カメラ
黒石市立黒石小学校６年

加賀谷　泰徳

ジンベイザメがたゴミしゅうしゅう船
黒石市立黒石東小学校６年
(黒石市少年少女発明クラブ )

佐々木　柊真

災害時の救助ドローン
十和田市立三本木小学校６年

晴山　愛子

音量調節あみど
十和田市立三本木小学校６年

楠部　舞衣子

孤独死を防げ！
ドクターハムスター
十和田市立三本木小学校６年

大村　茅咲

空飛ぶアクアポニックス
八戸市立根城小学校６年

田中　悠月

置き去り防止センサー
八戸市立白山台中学校１年
(八戸市少年少女発明クラブ )

豊田　逞馬

３分前に戻れる砂時計
南部町立名川中学校２年

村井　優衣

光合成する塗料
平川市立平賀西中学校１年
(平川市少年少女発明クラブ )

石岡　穂乃和
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2022 子どもの「科学の夢」絵画展

入　　　選入　　　選
１年 むしがたくさんくるむしかご 外　澤　　　尊 十和田市立三本木小学校

２年 いちごまもりんバルーン 工　藤　月希乃 黒石市立黒石小学校 黒石市少年少女発明クラブ
病気を治すカメラ 倉　岡　大　和 十和田市立三本木小学校
魚とおしゃべりするギョッ！ 新　山　楷　人 十和田市立三本木小学校
おまもりバッジ 小　島　浩　平 十和田市立三本木小学校

３年 電気にかわるゴミ箱 佐　藤　由　惟 弘前市立文京小学校 弘前市少年少女発明クラブ
みらいのくうきで動く車 中　村　昊　汰 十和田市立三本木小学校
海のゆたかさをまもろうスプレー 石　倉　彩　珠 十和田市立三本木小学校
生き物さわれるマシーン 水　尻　莉　知 十和田市立三本木小学校
お天気スマートウォッチ 田　中　凜　優 十和田市立北園小学校
～目と心をまもる～安心テレビ 小山田　夏　那 十和田市立藤坂小学校
メディアディスタンスめがね 落　合　紀　也 八戸市立是川小学校

４年 重力ゼロスプレー 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
海のそうじき 神　　　健　人 青森市立筒井小学校 青森市少年少女発明クラブ
虫よけアンドエコハウス 豊　嶋　誠　人 青森市立原別小学校 青森市少年少女発明クラブ
宇宙で小麦生産パン製造機 橋　本　佳　典 青森市立小柳小学校 青森市少年少女発明クラブ
さがしものメガネ 甲　田　漸　大 東北町立東北小学校
ごみ拾い分別カバン 山　本　沙　楽 十和田市立三本木小学校
空気きれい草 小　島　すみれ 十和田市立三本木小学校
湿度快適ハウス 齋　藤　由　芽 十和田市立三本木小学校
いつでも使える収納キーホルダー 小　関　幸　音 十和田市立三本木小学校
みんなを守るんドーム 福　村　妃　華 十和田市立三本木小学校
リサイクるんボックス 岡　山　翠　海 十和田市立三本木小学校
お手伝いロボット 金　渕　瑛　士 十和田市立南小学校 十和田市少年少女発明クラブ
どこでも海の森 蜂　屋　匠　洋 八戸市立白銀小学校 八戸市少年少女発明クラブ
ぴかぴかバブル 柳　谷　咲　花 八戸市立根岸小学校 八戸市少年少女発明クラブ

５年 生物の声や思っていることが聞こえるヘッドホン 松　田　飛　蕾 十和田市立三本木小学校
空飛ぶリサイクル車 馬　場　孔　雅 十和田市立三本木小学校
助けるドローン 水　尻　龍之右 十和田市立三本木小学校
ねんりょう作成コンバイン 横　岡　佑　汰 十和田市立南小学校
たすけて！インターネットマン 十文字　透　真 十和田市立南小学校 十和田市少年少女発明クラブ
健康分かり時計 高　森　　　映 十和田市立藤坂小学校 十和田市少年少女発明クラブ
水族館遊園地へゴー！ 柴　田　晴　月 青森市立原別小学校
発電スポーツパーク 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
海をきれいにするマシン 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

６年 空気をきれいにしようカー 大　川　　　隼 弘前市立三省小学校 弘前市少年少女発明クラブ
大雨が降っても安心な堤防 赤　坂　愛　実 十和田市立三本木小学校
食物→電気変換装置 工　藤　陽　依 十和田市立三本木小学校
アラーム付き、厚さ指数お知らせリストバンド 田　中　仁　菜 十和田市立三本木小学校
すずしい花火 山　本　竜　生 十和田市立三本木小学校
食べ物リサイクルロボット 中野渡　叶　帆 十和田市立三本木小学校
健康発電機 田　村　祥　隆 十和田市立南小学校
自然界の声を聴くことができるヘッドホン 梅　村　花　心 十和田市立南小学校
文章を心の中で作成するイヤホン 高　森　　　英 十和田市立藤坂小学校 十和田市少年少女発明クラブ
形状記憶建築 佐　藤　柊　嵐 十和田市立ちとせ小学校

中１ 飛雷蓄電式バッテリーがさ　りんご模様 津　川　優　基 黒石市立中郷中学校 黒石市少年少女発明クラブ
脳波キャッチで危険ぼうし 松　山　結　宇 南部町立名川中学校 八戸市少年少女発明クラブ
ゴミを回収し隊！ 三　部　瑞　姫 南部町立名川中学校

中２ 角型砂で建築資材不足解消 吉　野　　　秀 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３ ねん土移植 岡　田　愛　佳 十和田市立三本木中学校 十和田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64回 青森県発明くふう展について



審　査　風　景
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青森県知事賞

旅行でも安心！！自動で水やりできちゃいます
八戸市立長者小学校６年

横内　健成

夏休みに祖父母の家へ遊びに行くとき、弟が、育てているミニトマトの水や
りを心配していたので、自動で水やりができる装置を考えました。水の蒸発
はゆっくりですが、水やりは１日に１回できればいいので、１日後や２日後
に水が出る仕組みに蒸発はぴったりでした。蒸発皿の水とストローの口の間
隔は、表面張力があるので、１日後用で水面ぎりぎりに、２日後用では水面
から１ｍｍになるように調節します。台は、高さを調節することができ、コ
ンパクトに収納することもできます。

優　秀　賞優　秀　賞
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東北経済産業局長賞

まちがっちゃダメだフォーン
十和田市立三本木小学校１年

福村　華梨

おばあちゃんは目があまりよく見えないので、電話をかける時
にかけ間違えることがよくあります。「また、間違っちゃった笑。」
と言っているおばあちゃんに、電話のかけ間違いをなくせる何
かを作ってあげたいと思い考えました。よく電話をかける家族
の番号をそれぞれ色分けして、色でも誰の番号か分かるように
しました。電話番号の使うボタンだけ穴があいているので、番
号順にボタンを押すだけでかけ間違いをなくすことができます。

優　秀　賞優　秀　賞

青森県議会議長賞

いれたらぜんたいにとどくよ
十和田市立三本木小学校１年

佐々木　海璃

このさくひんは、えいようざいをいれたら、ぜんたいにと
どいて、おはなにえいようがいって、げんきになります。
がんばったところはストローをくっつけるところです。あ
なをあけるところもがんばりました。あなは、ドリルをつ
かったのでおとうさんとがんばりました。はちにさすぼう
にあながあいていたのでこのさくひんづくりがすこしらく
になりました。このさくひんでたくさんのおはながげんき
になってほしいです。

日本弁理士会会長奨励賞

どかスノー
十和田市立南小学校４年

（十和田市少年少女発明クラブ）

北澤　環奈

どうしてこれを作ろうと思ったかというと、雪かきをした
後、きん肉つうになってたいへんだからです。使い方は、
片足を入れて、反対の足でふんばって雪をどかします。　
在来品とのちがいは、今までの雪かき道具には、持つ所が
あったけれど、どかスノーは、足だけを使って雪かきをす
ることと、ミニスキーを使っている所です。工夫点は、雪
は重いので、板がたおれてしまうから、金ぞくの板を曲げ
たものを取りつけたことです。
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優　秀　賞優　秀　賞

公益社団法人発明協会会長奨励賞

耳らくヘアバンド
十和田市立三本木小学校２年

渡部　朱梨

わたしのひいおじいちゃんは、ほちょうきをつけています。め
がねやマスクもつけると、耳に３つもひっかかっていて、マス
クをとりたいときに、めがねやほちょうきもいっしょにとれて
しまったり、からまったりしてたいへんそうです。耳のそばに
べつのひっかけるものがあればいいなと思って、これを作りま
した。これがあると、耳にはほちょうきだけがひっかかり、め
がねやマスクはバンドのボタンのところにひっかかるので耳も
らくだし、とりはずしもしやすくなりました。

青森県教育委員会教育長賞

大雨からまもるんです
八戸市立長者小学校２年

横内　大致

今年は大雨が多い夏休みでした。大雨が降ると、せっか
く実ったミニトマトが落ちてしまわないか心配で、何回
も家の中に入れました。なんとか、家に入れなくても大
丈夫なように考えたのが、この作品です。大雨が降ると、
自動的にかさが開きミニトマトなどの植物を守ってくれ
ます。仕組みは、ワンタッチタイプのかさの押す部分を
取ってしまい、水にとける布でしばっています。小雨だ
ととけず、大雨だとすぐにとけてかさが開きます。アル
ミワイヤーでスタンドや支柱に固定して使います。
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優　秀　賞優　秀　賞

青森県発明協会会長奨励賞

ランドセルのまま安心 防さい頭きん
八戸市立小中野小学校４年

（八戸市少年少女発明クラブ）

知野　和仁

青森県発明協会会長奨励賞

砂浜も楽々ベビーカー
南部町立名川中学校１年

（八戸市少年少女発明クラブ）

松山　結宇

砂浜でベビーカーのタイヤが破裂したという事故（熱によ
る空気の膨張が原因）のニュースを見て、砂浜を安全に走
行できるベビーカーを作りたいと思ったことがアイデアの
きっかけです。既存のベビーカーを使用した砂浜でのテス
トでは、どんなに力を入れても全く動かすことができな
かったものが、

”

砂浜でも楽々ベビーカー”を使用したと
ころ、前進させることに成功しました。平地では、既存の
タイヤで走行できるので、平地でも砂浜でも楽々です！

災害時にランドセルをいちいち下ろさなくても簡単に被れる防災頭巾を考えました。い
ざという時ワン・ツー・スリーで被り、避難できます。外側は防水シート、内側は抗菌
タオル・ガーゼで不織布を縫い込み、けむりやウイルスをブロックします。笛とライト
付きで、ひもの長さ調整ができます。反射材も付いていて暗くなっても安心です。たた
んでいる時は、転んだ時に首を守るクッションになり、リュックにも取り付けできます。
みんなが安心して登下校できると良いな、と思いました。
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特　別　賞特　別　賞

東奥日報社長賞
３つ又ピン
三沢市立三沢小学校３年

（三沢市少年少女発明クラブ）

櫻庭　悠真

陸奥新報社長賞
エコファン
弘前市立時敏小学校４年

（弘前市少年少女発明クラブ）

山﨑　大和

青森県市長会会長賞
トングバシ
十和田市立南小学校５年

梅内　涼太

青森商工会議所会頭賞
ワンプッシュ
ハミガキ粉マシーン
十和田市立北園小学校５年

（十和田市少年少女発明クラブ）

畑山　宝



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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特　別　賞特　別　賞

デーリー東北新聞社社長賞
くるりんパッ！
十和田市立四和小学校４年

（十和田市少年少女発明クラブ）

杉沢　心

毎日新聞青森支局長賞
ワンタッチ式ア！ブレない
八戸市立長者小学校６年

戸　新

青森商工会議所会頭賞
ワンプッシュ
ハミガキ粉マシーン
十和田市立北園小学校５年

（十和田市少年少女発明クラブ）

畑山　宝

青森放送賞
３ほうこうえんぴつたて
三沢市立三沢小学校２年

（三沢市少年少女発明クラブ）

近藤　章宏

青森テレビ賞
どこでも筆乾燥器
八戸市立八戸小学校２年

金入　さわ



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。

事業内容：総合建設業 / 不動産仲介・賃貸管理業 / 携帯電話販売業

より快適な街づくり。

　笑顔のある暮らし。

　　それが私たちの

　　　　デーマです。

小坂工務店は事業活動を通じて持続可能な開発目標
の関連する１２の目標達成に貢献していきます。

https://kosakagc.co.jp
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青森朝日放送賞
雨の日でもげんかんピカピカラクラク！！
くつラック
十和田市立南小学校３年

佐々木　斗真

東弘電機賞
しゃくとりーニング
おいらせ町立木ノ下小学校１年

（おいらせ町少年少女アイデアクラブ）

柳本　和睦

東北電力株式会社青森支店長賞
イライラつりゲーム
八戸市立吹上小学校１年

藤原　彩羽

特　別　賞特　別　賞



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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日本原燃株式会社社長賞
だれでも楽しく遊べる
ＳＤＧｓクイズスゴロク
十和田市立北園小学校３年

（十和田市少年少女発明クラブ）

濱野　あめり

日本原燃株式会社社長賞
うごクーラー
おいらせ町立木ノ下小学校４年

（おいらせ町少年少女アイデアクラブ）

関　翔太

日本原燃株式会社社長賞
１人でゆびにばんそうこうはれる君
八戸市立根城小学校５年

田中　悠月

特　別　賞特　別　賞
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奨　励　賞奨　励　賞

２年 こわれてもあんしんネームバンド 里　村　悠　真 十和田市立西小学校

紙がぐしゃぐしゃにならない下じき 赤　石　幹　太 八戸市立白山台小学校

４年 もどらない防止機 漆　坂　空　音 十和田市立三本木小学校

ゴミ箱にだって落としぶた 氣　仙　和　輝 十和田市立三本木小学校

いそがしいときでもつかえるくつ下ガチャ 柴　田　裕　美 十和田市立三本木小学校

食べ物さまし機 土　岐　直　澄 八戸市立八戸小学校 八戸市少年少女発明クラブ

すそまもーる 柳　谷　咲　花 八戸市立根岸小学校 八戸市少年少女発明クラブ

のびーる洗たくばさみ 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

５年 分解エコバック 附　田　あぐり 十和田市立三本木小学校

８面使えるノートぞうきん 鈴　木　哲　平 十和田市立三本木小学校 十和田市少年少女発明クラブ

虫とりＢＯＸ 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

カップラーメン支える君 松　坂　謙　芯 十和田市立北園小学校

エコ！ソーラー発電冷風扇 鍋　西　　　遥 十和田市立北園小学校 十和田市少年少女発明クラブ

両手でできちゃう！？ラクラク収穫セット 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

コロコロカッター 海　津　愛　琉 十和田市立ちとせ小学校

６年 靴下ハンガー縦連鎖式 氣　仙　結　菜 十和田市立三本木小学校

組み立てスタンド 村　 　嘉　治 十和田市立三本木小学校

伸縮自由自在スマホも置けるペーパーストッカー 濱　野　　　暖 十和田市立北園小学校 十和田市少年少女発明クラブ

スルッとピタッとＨｅｅｌ 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

コップイラーズ 中　居　れいな 八戸市立是川小学校

中２ ペーパーホルダー 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



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

株式会社ササキコーポレーション　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

株式会社サン・コンピュータ　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㈱

㈱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

㈲クロタキ

（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４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。
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　を応援しています。

〒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


