
2022子どもの「科学の夢」絵画展

作 品 名 氏 名 学 校 名 学年 クラブ

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 １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 ２年 黒石市

病気を治すカメラ 倉岡 大和 十和田市立三本木小学校 ２年

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 ２年

おまもりバッジ 小島 浩平 十和田市立三本木小学校 ２年

電気にかわるゴミ箱 佐藤 由惟 弘前市立文京小学校 ３年 弘前市

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 ３年

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 ３年

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 ３年

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 ３年

～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 ３年

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 ３年

重力ゼロスプレー 西口 斗真 五所川原市立三輪小学校 ４年 五所川原市

海のそうじき 神 健人 青森市立筒井小学校 ４年 青森市

虫よけアンドエコハウス 豊嶋 誠人 青森市立原別小学校 ４年 青森市

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 ４年 青森市

さがしものメガネ 甲田 漸大 東北町立東北小学校 ４年

ごみ拾い分別カバン 山本 沙楽 十和田市立三本木小学校 ４年

空気きれい草 小島 すみれ 十和田市立三本木小学校 ４年

湿度快適ハウス 齋藤 由芽 十和田市立三本木小学校 ４年

入 選



作 品 名 氏 名 学 校 名 学年 クラブ

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 ４年

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 ４年

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 ４年

お手伝いロボット 金渕 瑛士 十和田市立南小学校 ４年 十和田市

どこでも海の森 蜂屋 匠洋 八戸市立白銀小学校 ４年 八戸市

ぴかぴかバブル 柳谷 咲花 八戸市立根岸小学校 ４年 八戸市

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 ５年

空飛ぶリサイクル車 馬場 孔雅 十和田市立三本木小学校 ５年

助けるドローン 水尻 龍之右 十和田市立三本木小学校 ５年

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 ５年

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 ５年 十和田市

健康分かり時計 高森 映 十和田市立藤坂小学校 ５年 十和田市

水族館遊園地へゴー！ 柴田 晴月 青森市立原別小学校 ５年

発電スポーツパーク 西 葵生 八戸市立白銀南小学校 ５年 八戸市

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 ５年 八戸市

空気をきれいにしようカー 大川 隼 弘前市立三省小学校 ６年 弘前市

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 ６年

食物→電気変換装置 工藤 陽依 十和田市立三本木小学校 ６年

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 ６年

すずしい花火 山本 竜生 十和田市立三本木小学校 ６年



作品名 氏名 学校 学年 クラブ

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 ６年

健康発電機 田村 祥隆 十和田市立南小学校 ６年

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 ６年

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 ６年 十和田市

形状記憶建築 佐藤 柊嵐 十和田市立ちとせ小学校 ６年

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 １年 黒石市

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 １年 八戸市

ゴミを回収し隊！ 三部 瑞姫 南部町立名川中学校 １年

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 ２年 八戸市

ねん土移植 岡田 愛佳 十和田市立三本木中学校 ３年 十和田市


