
お母さんといっしょ
におりょうり

吉田 結実 東築地小 4年

海と空 増田 優香 東築地小 6年

板取川の思い出 今野 瑞希 高木小 6年

カラフル動物園 安藤 凛音 高木小 5年

夏休み 安藤 圭吾 高木小 4年

まごめの古い街なみ 伊藤 玲花 正保小 5年

思い出の首里城 早川 芙実 中川小 4年

思いでの花火 奥寺 史開 中川小 4年

可愛いねがお 藤原 彩羽 中川小 5年

家族で鈴鹿サーキットへ
行ったよ！ 浅野 紗依 成章小 4年

ひまわり畑の私 宮田 梓叶 成章小 5年

私の一番好きな乗り物
ロープウェイ 吉田 梨乃 高木小 6年

SEA FRIEND'S

（海の友達）
服部 凛生 港西小 5年

ハナ 坂口 愛莉 港楽小 6年

あこがれの
バレリーナー

井藤 志音 南陽小 5年

夜中のやきいも
おいしかったね

仲宗根 愛良 港西小 4年

きれいな　諏訪湖 長谷川 由 港西小 4年

この用紙は再生紙を使用しています
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作品目録



最優秀賞
楽しかった北山川の
いかだ下り

伊藤 彩有里 港西小 3年 花火大会 東山 芙蓉 正保小 2年 最優秀賞 真っ赤なトマトの収穫 近藤 賀月 小碓小 5年 海と夏 オーテー 百花 小碓小 5年

優 秀 賞 ぶどういっぱいたべたよ 久保薗 咲琉 高木小 1年
サプライズ
パーティー

細田 凛空 正保小 2年 優 秀 賞 つかめ川魚 國松 翔太 当知小 5年 たのしい花火大会 堂村 美月 小碓小 5年

〃
みんなで育てた

ヒマワリ
杉浦 杏奈 稲永小 3年

木のお家で
バーベキュー

壁谷 香保 正保小 2年 〃
ぶどう狩り　
楽しかったよ

久保薗 希晃 高木小 6年 アシカの大ジャンプ！ 熊谷 七后子 小碓小 6年

〃 とべ飛行機！！ 山本 晴毅 東築地小 3年 虫とり 斎場 みなみ 正保小 2年 〃 向日葵 鬼頭 優奈 明徳小 6年 おだやかな町並み 杉村 明志 小碓小 6年

佳 作
「みらいのみらい」
のえいがをみたよ

橋本 桃花 小碓小 1年 たのしいプール 白 川 未 来 正保小 2年 佳 作 夏の思い出 津川 峻太郎 港楽小 4年 金魚とヨーヨー 冨山 莉愛 小碓小 6年

〃
ひこうきにのって　
どこかへ行きたいな

森上 朱莉 稲永小 2年 花火とかき氷 冨田 絢三郎 正保小 3年 〃
スルスルすべる
スライダー

河野 すみれ 正保小 4年 金魚 水野 寿杏 稲永小 5年

〃
かぞくでおしろに

すむゆめ
山岸 朝陽 港西小 2年 はなび 向井 玲実 南陽小 1年 〃 夕方のテレビ塔 杉 浦 亮 介 稲永小 4年 ひまわり畑 岩井 波月 稲永小 5年

サッカーしあいを
したよ

益滿 蓮介 当知小 1年
家族みんなで
バーベキュー

普天間 エミリ 東築地小 5年

アサガオさいたよ 伊藤 光音 中川小 1年 ほおばったリンゴ 上利 嘉寿 当知小 2年 私の大好きなもの 蛭川 結菜 正保小 5年 水泳でゆうしょうした 松本 萌夢 東築地小 5年

たのしかった
かがくかん

兼原 蒼葉 高木小 2年 れごらんどにいったよ 牧野 太一 当知小 1年 わたしの夏 西川原 麻綾 高木小 4年 ひるねとサカナ 濵條 莉緒 東築地小 4年

『ことりたちもた～くさ
ん　

ウキウキお花畑💛』
板敷 優花 中川小 2年 宇宙への旅 上村 聖春 当知小 3年 葉っぱの色の変身 東山 稀音 正保小 4年 色とりどりの花 土 井 雅 東築地小 4年

みずうみとでんしゃ はっとり さいと 明徳小 1年 きょうりゅうのたたかい 渡部 花音 当知小 2年 つゆの花 山本 湖子 当知小 6年 レモン畑 後藤 サト 東築地小 4年

おかあさんねこは　こねこをまもる 西川原 華綾 高木小 1年 すいすい泳ぐ金魚 奈良 香蓮 当知小 3年 飛行機 樋口 瑛太 当知小 4年 「動物友だち」 渡辺 ゆかり 東築地小 4年

こう園 しま しずく 福春小 2年 夏まつり 富田 そよ風 当知小 2年 遠くを見つめる象 柴山 未帆 当知小 4年 夏のカブト虫がり 内山 遼仁 東築地小 4年

家族でみた　
港まつりの花火

島田 六花 西築地小 1年
ありがとう、さくらちゃ

ん 寺尾 美莉愛 当知小 1年 我家のハントくん 鬼頭 吏玖 当知小 6年
バスケのゴールは

もうすぐだ
石田 莉夢 東築地小 4年

プール 杉浦 優里 正保小 1年
バスでキャンプへ

行ったよ
福林 悠香 当知小 2年 夏のひととき 川浦 あんり 当知小 6年 夏の夜空に咲いた花火 諏訪園 泉 東築地小 4年

おうちでプールびらき　
２０１８ 村 瀬 椿 正保小 1年 コウモリを見つけたよ 西川 光莉 当知小 2年 当知の森の自然 鳥 山 雫 当知小 6年 ぼろぼろのまち 馬見新 大誠 東築地小 4年

はなびをやるよ 政木 実凪人 正保小 1年
すいぞくかんの
イルカショー

川瀬 千華 当知小 1年 当知の森とふじの花 乾 愛 子 当知小 6年 「二人でたっ球」 小笠原 実里 東築地小 4年

かわですいかを
たべるえ。

政木 詩衣 正保小 1年
たのしかった
すいぞくかん

渡辺 優奈 当知小 1年
校舎前の緑が

たくさんある池
鳥山 このみ 当知小 6年 夕日にジャンプ 大重 友梨奈 東築地小 6年

ながしま 伊藤 甘夏 正保小 1年 プール 吉本 珠音 当知小 1年 一番好きな場所 久保 由羽 当知小 6年 港の海 坂岡 若楓葉 東築地小 6年

プール 西川 奈希 正保小 1年 おおきかったよ 西 心都実 当知小 1年 見上げた階段 田 口 羚 当知小 6年
エルマーと１６ぴき

のりゅう
林 香 菜 東築地小 6年

かぶとをとりにいきました 瀬戸山 凛 正保小 1年 キラキラな海 平良 心麗 当知小 3年 当知の森の藤の花 谷ケ久保 弓棌 当知小 6年 静岡の海 櫻井 真帆 東築地小 6年

スイーツデコ 木藤 叶來 正保小 1年 お花ばたけ 呉山 侑璃 当知小 3年 当知の森 橋田 陽色 当知小 6年 夕日 松浦 魅玖 東築地小 6年

うみであそんだえ 池田 福多郎 正保小 1年 なつまつり 河島 世莉 当知小 1年 当知の森 溝口 瑠己 当知小 6年 夏に見つけたこと 田中 ユミ 東築地小 6年

かわあそび 佐藤 花帆子 正保小 1年 はなび 坂井 陽海 当知小 1年 思いでの当知の森 坂 野 蘭 当知小 6年 海 古一 真桜 東築地小 5年

天然プールで納涼 奥野 ひかり 正保小 2年 イルカショー 榊原 陽太 当知小 1年
おいしいアイス、

いただきまーす！！
西垣 和真 高木小 4年 弟と一緒にマスづかみ 荒 川 優 歩 東築地小 4年

花火 藤 部 彩 正保小 2年 はつたなばた 竹内 もか 当知小 1年 空に咲いた大きな花火 杉村 優音 小碓小 4年 うちあげ　花火 玉木 美咲 東築地小 5年

花火見ながらかき氷 河野 ひまり 正保小 2年
ママといっしょに

メダカをとりました
中村 さくら 当知小 1年 山の頂上でみる星空 杉 浦 鳴 小碓小 4年 夏の思い出 山内 蓮生 東築地小 5年

なつまつり 吉田 柊人 正保小 2年
上から見ても木
下から見ても木

髙 咲汰郎 港西小 1年 楽しい水ふうせん 國松 侑奈 小碓小 5年 ベランダ 中村 颯真 東築地小 6年

高 学 年 の 部低 学 年 の 部



はをみがこう 青山 琉毅 西築地小 1年 ストローがいっぱい 上滝 莉央 西築地小 2年

はをみがこう 井﨑 未来 西築地小 1年 おくる花 山森 花穂 西築地小 2年

はをみがこう 伊藤 應真 西築地小 1年
アベンジャーズたい
おばけのせいめいたい 木戸口 虹清 西築地小 2年

はをみがこう 小野 夢羽 西築地小 1年
たべられそうな
さくらんぼ

小 島 弘 西築地小 2年

はをみがこう 神谷 侑那 西築地小 1年
さかなつり
たのしいな

旭 希笑瑠 西築地小 2年

はをみがこう 久木野 陽太 西築地小 1年
お花ちょうちょばた

け　音ぷ
伊藤 百花 西築地小 2年

はをみがこう 楠田 怜美 西築地小 1年 こわいしんかい 今井 和輝 西築地小 2年

はをみがこう 古賀 悠馬 西築地小 1年
ジャンボプールのスライ
ダーたのしかったよ 上村 一華 当知小 1年

はをみがこう 後藤 穗弥 西築地小 1年 ママとおでかけ 丹下 悠未 野跡小 2年

はをみがこう 小林 暖佳 西築地小 1年
サッカーをしているとこ

ろ 川角 佳大 小碓小 1年

はをみがこう 島田 六花 西築地小 1年 むしたちのなつやすみ 杉 浦 慶 小碓小 1年

はをみがこう 白倉 彩七 西築地小 1年 すいかわり 大平 凛桜 小碓小 2年

はをみがこう 鈴木 美桜里 西築地小 1年 家族で花を植えた 鈴木 美羽 小碓小 2年

はをみがこう 高光 優月 西築地小 1年 きれいな夕日 赤尾 リアネ 小碓小 2年

はをみがこう 鶴園 美桜 西築地小 1年 きょ大な魚 城 下 蓮 小碓小 2年

はをみがこう 寺崎 叡逸 西築地小 1年 ふしぎな地球 熊谷 百和子 小碓小 2年

はをみがこう 寺本 愛那 西築地小 1年 夢を見ている女の子 菊池 心晴 小碓小 2年

はをみがこう 土井口 侑希 西築地小 1年
山で見つけた
山ショウウオ

森下 晃江 小碓小 2年

はをみがこう 中田 瑠夏 西築地小 1年 楽しかったキャンプ 鈴木 里緒 小碓小 3年

はをみがこう 入料 蘭歌 西築地小 1年 楽しかったキャンプ 水谷 優斗 小碓小 3年

はをみがこう 長谷川 紫音 西築地小 1年 楽しい夏休みのプール 佐藤 大輝 小碓小 3年

はをみがこう 秦 希 羽 西築地小 1年
がんばって泳いだ

クロール
安達 龍翔 小碓小 3年

はをみがこう 増岡 初実 西築地小 1年 サッカーをしたよ 楫 日 向 小碓小 3年

はをみがこう 八木 大空 西築地小 1年
ビート板イスを
ひっくり返して 川角 郁羽 小碓小 3年

はをみがこう 山田 響己 西築地小 1年 海の中 井上 聖羅 稲永小 2年

はをみがこう 吉原 琉以 西築地小 1年 ひまわり畑 中野 遥斗 稲永小 3年

はをみがこう 米村 萌奈未 西築地小 1年 いぬとおさんぽ 濵田 虹心 神宮寺小 1年

はをみがこう 渡邊 ひなた 西築地小 1年 おにわでダンス 徳田 琴江 神宮寺小 1年

はをみがこう 渡部 未歩子 西築地小 1年 富士山 佐藤 大介 神宮寺小 3年



みんなで
ながしそうめん

冨田 美涼 神宮寺小 3年 楽しい夏の思い出 切江 桜子 成章小 3年

沖縄の親せき大集合 藤田 鯉太郎 神宮寺小 3年 いもうと 五戸 結菜 成章小 1年

きれいな海 西田 恭也 東築地小 3年
ジンベエザメとひよ
このぴったんこバス

大橋 美友 成章小 1年

家族との海 仲森 大翔 東築地小 3年
キャンプ場の大きな

プール
澤崎 叶未 大手小 2年

キャンプでみんなと
川に入ったよ！

塩見 悠人 東築地小 3年 キラキラおさかな 服部 偉生 港西小 2年

流れるプール 松浦 魁飛 東築地小 3年 そらののりもの 益満 大蔵 当知小 2年

悪の仮面 印藤 亮介 東築地小 3年
おおきくなったら
ケーキやさん

加藤 百結 港西小 1年

川でＢＢＱ 普天間 利仁 東築地小 3年 キャンプでの花火 芳賀 千夏 港西小 2年

キャンプ 田中 美羽 東築地小 3年
大好きな

中日ドラゴンズ
二村 健心 港西小 3年

妹とプール遊び 村木 佐羽 東築地小 3年 パパとえいが 森 響 子 港西小 1年

海の中のダイオウイカを
食べるマッコウクジラ 内山 智淳 東築地小 2年

内海で波乗り 荒川 悠仁 東築地小 2年

なつまつり 松井 梨々虹 東築地小 2年

手作りした
おたん生日ケーキ

石川 恵音 東築地小 1年

家ぞくでメダカを
とりに行ったよ

河本 珠莉 東築地小 3年

ぼくのねこ 小林 愛來 東築地小 3年

花火 岡本 汐夏 高木小 2年

にじとたいよう 近藤 聖来 港楽小 1年

あばあちゃん 朝胡 まどか 正保小 1年

うちのネコちゃん 安藤 諒太 高木小 2年

ゾウとぼく 山田 大起 中川小 2年

かきごおり
おいしい！！ 水 谷 蘭 中川小 2年

レインボーかき氷、
おいしかったよ

髙橋 麻見 中川小 2年

桜島 徳山 涼平 中川小 3年

ききゅうにのって 布目 聖弥 中川小 1年

プリンセス　大集合 鬼頭 歩佳 中川小 1年

スマホモンキー 倉橋 歩夢 中川小 2年

がぞくみんなで
バーベキュー

小林 虎白 成章小 2年

雲の上って楽しいな 福田 紗耶 成章小 2年


