
ずっとずーっと友達
ニャ

山口 愛恵 正保小 4年 銀河へとびたった鉄道 土本 真夢 西築地小 4年

イルカだいすき！ 石塚 彩七 正保小 4年 天の川と思い出銀河 出口 莉央 西築地小 4年

妖怪トレジャー祭り 山口 幸輝 正保小 5年 夜の銀河鉄道 永田 颯大 西築地小 4年

親友との楽しい夏の
思い出

山田ひなの 正保小 5年 銀河鉄道に乗って 長谷 恵吾 西築地小 4年

気迫の一球！！ 立岩 蒼晴 当知小 4年 銀河ではばたく星たち 古川 心美 西築地小 4年

日本語教室 小林 叶佳 当知小 6年 夜空にかがやく鉄道 道下 颯亜 西築地小 4年

いつもの教室！！ 池田 智美 当知小 6年 銀河鉄道のオーロラ 森本 正真 西築地小 4年

まどから見える景色 髙園 胡桃 当知小 6年 銀河の電車 安 田 蓮 西築地小 4年

ドキドキスライダー 國松 翔太 当知小 4年 ベートーベン 石田渚月妃 西築地小 4年

いろんな花火 岩本 彩花 当知小 4年 スイミー 市川 美桜 西築地小 4年

当知の森 朝熊 紅葉 当知小 6年 スイミーを読んで 伊藤 悠真 西築地小 4年

カワセミ 鈴木 桜弥 当知小 5年 大すきな物語 大西 陽登 西築地小 4年

わなげ 久保薗希晃 高木小 5年 スイミー 小笠原 諒 西築地小 4年

ソーラン節 今野 瑞希 高木小 5年 モチモチの木 尾崎 緑古 西築地小 4年

ソフトボール 吉川 昂希 中川小 4年 白い花ビラ 片山美柚香 西築地小 4年

おいしいとうもろこし 藤原 彩羽 中川小 4年 スイミー 加藤 未来 西築地小 4年

インコの楽園 藤田緋那子 中川小 6年 こうふくの王子 櫛田 育良 西築地小 4年

かわいいきんぎょ 鬼頭 優奈 明徳小 5年 スイミー 倉嶌 優桜 西築地小 4年

銀河鉄道と天国のか
いだん

伊藤 壱夏 西築地小 4年 スイミーを読んで 小 林 蓮 西築地小 4年

銀河鉄道よゆけ 尾﨑 子龍 西築地小 4年 さいゆうきそんごくう 斉 藤 翔 西築地小 4年

出発！天国の世界へ 木戸口晴人 西築地小 4年 大好きな物語 佐藤 仁紀 西築地小 4年

れっしゃのむこうに
は・・・かいだんが！ 佐藤 心実 西築地小 4年 スイミー 橘 咲良子 西築地小 4年

もよう世界 島野 玲菜 西築地小 4年 白うさぎと黒うさぎ 中村 ゆあ 西築地小 4年

夜空にかがやく鉄道 髙 木 樹 西築地小 4年 おにたをよんで 濱千代のの子 西築地小 4年

それ行け銀河鉄道 鈴木 恒平 西築地小 4年 スイミー 半田 桃花 西築地小 4年

レッシャと鳥とけしき 髙橋 美凪 西築地小 4年 モチモチの木を読んで 本田 智希 西築地小 4年

たくさんの星 竹内 憂志 西築地小 4年 スイミー 三浦 快誠 西築地小 4年

ふしぎな世界 立 花 渚 西築地小 4年 スイミー 南舘 勇利 西築地小 4年

銀河にむかって 棚橋知衣奈 西築地小 4年 スイミー 安井 聖真 西築地小 4年
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最優秀賞
ナガシマプール楽し
いな。

田﨑琥太郎 東築地小 3年 きょうりゅう 馬見新大誠 東築地小 3年 最優秀賞
ぼくが好きな名古屋港
水族館のサンゴ大水槽 小島 悠輔 正保小 6年 キャッチボール 長坂 侑和 東築地小 4年

優 秀 賞 ぼくがのった飛行機 杉浦 亮介 稲永小 3年 家ぞくでキャンプ 西村はぐみ 東築地小 3年 優 秀 賞
新穂高　夏の思い出

ロープウェイ
吉田 梨乃 高木小 5年 とくべつな花火 和田 優香 東築地小 4年

〃
こうえんたんけんの

てつぼう
山田るりん 正保小 1年

夢のような　大きな　
いちご

川口 萌桃 東築地小 3年 〃
夜の街に魔法をかけ

たら
大重友梨奈 東築地小 5年 緑を大切に 奥村 七海 東築地小 5年

〃
フェリーからみた瀬

戸大橋
栁原 望利 正保小 2年 宇宙 松岡 史弥 東築地小 3年 〃 ぶどうがりと私 田﨑さくら 東築地小 6年 交通安全 浅野 エリ 東築地小 5年

佳 作
天草の海で砂遊びを

したよ
上田 咲綺 西築地小 1年 きれいな山 ナカガネクケンタロ 東築地小 3年 佳 作 緑につつまれて 玉木 美咲 東築地小 4年

がっこうのおばけず
かん

林 香 菜 東築地小 5年

〃
いっぱいいっぱいは

ながさいたよ
山本みずき 高木小 1年 花火を見たよ 荒川 優歩 東築地小 3年 〃 家族のバーベキュー 近藤 賀月 小碓小 4年

おばあちゃんとヒミ
ツの友達

木下穂乃香 東築地小 5年

〃
大きなスイカ、おい

しいよ
髙橋 麻見 中川小 1年 家でこ犬がゴトン 脇原 那奈 東築地小 3年 〃

すみやかにおやすみ
よ！！

佐々木湊十郎 西築地小 4年 海の世界 増田 優香 東築地小 5年

交通安全 裏 瑠 美 東築地小 3年 家族で花火 井田 紗彩 東築地小 5年

きょうりゅうのせかい 井手 来哉 南陽小 1年 世界中のみんなの笑顔 青木 天音 東築地小 3年 夏でも涼しい魚たち 竹内 夕月 港西小 4年 自然破壊 中村 颯真 東築地小 5年

プカプカ浮いて楽し
かったよ

伊藤彩有里 港西小 2年 さかなのくに 小林 愛來 東築地小 2年 犬猫大集合！！ 岩井 波月 稲永小 4年 田舎町 松浦 魅玖 東築地小 5年

ひこうき 森上 朱莉 稲永小 1年 カラフルな町 松浦 魁飛 東築地小 2年 犬、大好き 福村 光姫 稲永小 4年 新しい家族 中野 あい 東築地小 6年

水ぞくかんの絵 鈴木 彩心 稲永小 2年 海の中の魚 内山 智淳 東築地小 1年 花火 水野 寿杏 稲永小 4年 世界を飛ぶ飛行機 小桒 潤矢 東築地小 6年

シカと会ってうれしかった 杉浦 杏奈 稲永小 2年 よるのどうぶつえん 荒川 悠仁 東築地小 1年 プールであそんだよ 峯野絵実梨 稲永小 4年 おいしい焼魚 中野村瑠逢 東築地小 6年

日光川の思い出 中野 遥斗 稲永小 2年 クワガタとったよ！ 塩見 悠人 東築地小 2年 たのしい海 鬼頭 佑奈 稲永小 4年 花火 櫻井 真帆 東築地小 5年

とべ ちいさいプロ
ペラき

小笠原 謙 稲永小 2年 しあわせのはなび 芳賀 千夏 港西小 1年 花火 工藤 彩晴 稲永小 4年 夏祭り 坪野 美南 港西小 5年

えさをたべるクラゲ 坂本 龍太 高木小 1年 名鉄　出発！ 山口 晴弥 港西小 2年 クトゥルフの目玉 前川 炎葉 高木小 4年 アリアナグランデ 松山 もえ 小碓小 6年

およぐのじょうずだね 土井 心晴 高木小 1年
ウォータースライ

ダー
二村 健心 港西小 2年 スイーツの国 前川 桜風 高木小 6年 主人公がいない国 平尾 朱音 小碓小 6年

世界のジャングル 渡邊 世界 高木小 1年 夏休みの楽しいプール 仲宗根愛良 港西小 3年 にじ色の花畑 安藤 凛音 高木小 4年 ひまわり畑 鶴見 綾美 小碓小 6年

きのくさをたべてる
きょうりゅう

高田 唯輪 高木小 1年
かぞくでしらいとの

たきに行ったよ
長谷川 由 港西小 3年 見習い天使の休息 佐々木楽季 高木小 6年 無限の世界 オーテー真利世 小碓小 6年

私の虫かご虫パーク 深尾 梨子 高木小 3年
夏のむしとりかぶとむ

しが空たかくとんだ 髙杉真優利 港西小 3年 おとまり会 西舘陽葉理 高木小 5年 大きな雲と空 野崎 若菜 小碓小 6年

きれいなクラゲ 石川 怜奈 高木小 2年 虫の世界 船場 和生 小碓小 3年 カブトムシ見つけた！ 齊藤 幹孝 高木小 5年 ひまわり畑 長原 千桜 小碓小 6年

プールと夕日 近江谷泰駕 高木小 3年
こうせいさんとプー

ルにいったこと
熊谷壮一郎 小碓小 3年

たのしかった友達と
プール

内藤 柚帆 高木小 5年 夜空の花 伊達 咲月 小碓小 6年

うちよせるなみを
ずっと

西川原麻綾 高木小 3年
家ぞくでバーベ

キュー
河面 陽人 小碓小 3年

とっても楽しい！夏
祭り

佐藤 悠楓 高木小 5年 緊張の一球 近藤 寿名 小碓小 6年

なかよしな魚たち 伊藤 寧根 高木小 3年
アドベンチャーワールドで

パンダに会ったよ！！ 杉 浦 鳴 小碓小 3年 迷いの晴れた心 西川原彩綾 高木小 6年 真夏のプール 森 悠 夏 小碓小 5年

みんなで行ったプール 久保薗玲琉 高木小 3年 オオカマキリ 城 下 芯 小碓小 3年 夢のフワフワランド 山本のぞみ 高木小 6年 吾輩は、主人である 小坂井貴規 小碓小 5年

サマースクール 兼原 蒼葉 高木小 1年 交通安全 坂田 徠斗 小碓小 3年 きれいなひまわり畑 齊藤 喜麻 高木小 4年 ゴジラの東京破壊 オーテー百花 小碓小 4年

おおきな、ひまわり 土 井 雅 東築地小 3年 楽しいおまつり 宮川 麻菜 小碓小 3年 馬に乗って野原を走る 石川 愛琉 高木小 4年
初めて見つけた四つ

葉のクローバー
板 原 愛 正保小 5年

スマホやパソコンは、
明るくしてやろう！！ 田丸 耀臣 東築地小 3年 楽しい海 杉村 優音 小碓小 3年 海遊館のジンベイザメ 一柳ゆずは 高木小 4年 てんとう虫と空の旅 松永 心愛 明徳小 6年

みんなはなびで笑顔 林 千 乃 東築地小 3年 虫とり 山田 彩美 小碓小 3年 妖怪と遊んでる 宮園 吟河 東築地小 4年 花火がドーン！夏祭り 蛭川 結菜 正保小 4年

高 学 年 の 部低 学 年 の 部



魚の世界 西川奈々心 小碓小 3年 とまと大好き 冨田絢三朗 正保小 2年

かぞくの思い出 若山 結香 小碓小 2年 学校のほうか 平野 敦生 正保小 2年

キレイな花火 川角 郁羽 小碓小 2年
ひみつのたまごを

わったよ
田中 千愛 正保小 2年

みんななかよし 佐藤 大輝 小碓小 2年 やまねことどんぐり 阿部 晴馬 正保小 3年

いっしょにじいちゃ
んとねる。

津田 凌杜 小碓小 2年 よだかとたか 早瀬 仁翔 正保小 3年

どうぶつえん 森下 晃江 小碓小 1年
よだかがタカと話し

ているところ
山 田 駿 正保小 3年

銀メダル 菊地 心晴 小碓小 1年 かがやく星 杉浦 優奈 正保小 3年

自然を大切に 熊谷百和子 小碓小 1年
タカがよだかにむちゃなこ

とをいっているところ 加藤見優梨 正保小 3年

くもの巣 城 下 蓮 小碓小 1年
タカにおこられてい

るヨダカ
實﨑 一眞 正保小 3年

おばけのナンダッケ 中村 琉花 小碓小 2年 白いきつねとの出会い 二村 彩花 正保小 3年

Splatoon２＝む
ちゅう　

山口 想真 正保小 1年
かまで草を切るおじ

いさん
那須 楓真 正保小 3年

たのしかったかわまち
こうえんのたんけん 町上 共笑 正保小 1年 どんぐり山ねこ 松村 斗馬 正保小 3年

みんなとなかよく
シーソー

辻 綾 奈 正保小 1年 タカとヨダカ 大宮美月輝 正保小 3年

たのしかった　てつ
ぼう

佐野 陽菜 正保小 1年 えいがをみてるところ 舘 つぐみ 正保小 3年

たのしかったこうえ
んたんけん

佐藤 花菜 正保小 1年 じろうがゆきをけった 葉山 良太 正保小 3年

たのしかったこうえ
んたんけん

細田 凛空 正保小 1年
よだかがおつきさま

にはなしている。
海江田英駿 正保小 3年

たのしかった　山の
すべりだい

成 田 慧 正保小 1年
楽しいドングリと山

ねこ
崎原 悠雅 正保小 3年

みんなでこうえんた
んけん

杉浦 優成 正保小 1年 おこられよだか 大橋 柊也 正保小 3年

たのしかったこうえ
んたんけん

齊場みなみ 正保小 1年
よだかとよだかのお

とうと
上根 未来 正保小 3年

こうえんたんけんの
てつぼう

辻本 真依 正保小 1年
ふえふきといちろう

のかいわ
錦見 美凛 正保小 3年

たのしかったこうえ
んたんけん

成瀬颯太郎 正保小 1年
どうそう会できびだんごを

もらったかんことしんこ 橋本 愛麻 正保小 3年

たのしかったこうえ
んたんけん

足立 梨心 正保小 1年 木からきこえたこえ 山田乃の葉 正保小 3年

たのしかったこうえ
んたんけん

白川 未来 正保小 1年 よだかの星 足達 翔太 正保小 3年

たのしかったこうえん 大宮 絃輝 正保小 1年 白いきつね見つけた！ 野村ひかる 正保小 3年

こうえんたんけん 實 﨑 樹 正保小 1年
はがきをもらってう

れしいね
滝本 琴菜 正保小 3年

たのしかったこうえ
んたんけん

磯崎 妃葵 正保小 1年 どんぐりのサイバン 大矢 匠人 正保小 3年

たのしかったブランコ 東山 芙蓉 正保小 1年
よだかがかぶとむしを

たべようとしている 吉戸 煌月 正保小 3年

たのしかった川間こ
うえん

吉田 柊人 正保小 1年
よだかがたいように

おねがいしている
森山 遥音 正保小 3年

たのしかったこうえん
たんけんのブランコ 近藤 愛莉 正保小 1年

やまねこがどんぐりたちに
しずまれーと言っている。 東山 稀音 正保小 3年



さわぎだすどんぐり
と、おこるやまねこ

林 りいな 正保小 3年 しかと大仏 上村 聖春 当知小 2年

よだかがのみこんだ
ところ

野畑 蒼愛 正保小 3年 花火 竹内 泉汰 当知小 2年

よだかが星におねが
いしているよ。

西川 美優 正保小 3年 花火 安井 雄祐 当知小 2年

カブトムシをのみこ
むよだか。

田中 大遥 正保小 3年 川 田 口 絢 当知小 2年

よだかがカブトムシ
をつかまえるところ

田代 浩幸 正保小 3年 まつり 髙 陽 斗 当知小 2年

よだかがとんでいる
カブトを食べている

滝川 誠佳 正保小 3年 さかなのくに 上田 悠人 当知小 1年

よだかがクワガタを
つかまえている

髙橋 啓太 正保小 3年 きらきらはなび 吉本 珠莉 当知小 1年

たかに、つかまえら
れる、よだか

篠原 結佳 正保小 3年 キラキラ花火 明嵐 咲和 当知小 2年

カブトむしをつかま
えるよだか

加藤 伊織 正保小 3年
貝がらが海にうかん

でいる
豊島 蒼彩 当知小 2年

どんぐりと山ねこ 葛 西 樹 正保小 3年
さむかったかいすい

よく
福林 悠香 当知小 1年

どんぐりがうるさく
てこまる山ねこ

大矢 希歩 正保小 3年
みんなでたのしく

プール
永谷 実夢 当知小 2年

よだかが青い星にいっしょう
けんめいおねがいしている。 大嶋 美緒 正保小 3年 ひまわり 岩本 悠花 当知小 1年

きつねのお兄さんが
むかえにきた

井上颯羽葵 正保小 3年 パンづくりきょうしつ 西川 光莉 当知小 1年

山ねこのまわりにど
んぐりがいっぱい

伊藤 大空 正保小 3年 かぞくで見る花火 岩田 千遥 当知小 2年

よだかが太陽に話し
かけてる。

天野 来音 正保小 3年 美しい花 水野 美咲 高木小 2年

どんぐりがおこった 太田さくら 正保小 3年 海の夜 村岡 紗季 正保小 2年

山ねこがどんぐりにしずま
れといっているところ 冨樫涼太朗 正保小 3年

公園でかき氷を食べ
ている家族

柴田 美樹 中川小 3年

山猫あらわる。 東山 治仁 正保小 3年 夏の思い出 徳山 涼平 中川小 2年

スイカわりを楽しもう！ 河野すみれ 正保小 3年 海の絵 久木田隼都 中川小 2年

ながしまスパーランド 船橋 美侑 神宮寺小 3年 なつのスイカ 千種 利空 中川小 2年

ひまわり畑 冨田 美涼 神宮寺小 2年 あさがおのこうえん 水 谷 蘭 中川小 1年

いもうと 近藤 亜桜 神宮寺小 1年 夜空にかがやく灯 石川紗郎杜 当知小 3年

よるのいるかショー 豊田 彩心 神宮寺小 1年 おいしく焼けたよ 樋口 瑛太 当知小 3年

わくわく楽しい水ぞく館 江塚愛未衣 神宮寺小 3年
コスモス　大好きな

秋の花
富田そよ風 当知小 1年

しぜんかい 竹川 希咲 当知小 2年

みんなでバーベ
キュー

奈良 香蓮 当知小 2年

かぶと虫とかぶと虫
でえさのとりあい

中村 陸惺 当知小 2年

うみ 森山さくら 当知小 2年

おきなわのうみ 大城 慶悟 当知小 2年


