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後援 名古屋市教育委員会
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と き 令和元年１０月１８日（金）～２０日（日）

午前１０時～午後４時（最終日のみ午後３時まで）

ところ 港区役所 講堂

作品目録



最優秀賞
きれいなかい
みーつけた

清水 麗楽 福田小 2年
ぶどうが

おいしかったよ
本 村 悠 神宮寺小 1年

優 秀 賞
イルカに

さわったよ。
加藤 百結 港西小 2年 江戸兵衛 迫 田 健 神宮寺小 1年

〃
クロベンケイガニ
つかまえた！！

木戸口 虹清 西築地小 3年
こせいぶつと
たいぼうけん

澤田 薙知 中川小 1年

〃 きれいなはなび 白木 絢子 中川小 1年 いるかとジャンプ 河野 颯輝 中川小 1年

佳 作 鳥と花に囲まれて 板敷 優花 中川小 3年 はなび つづき りほ 中川小 1年

〃
あつがっている

いきモノ
森 響 子 港西小 2年 水の中 中尾 帆那 中川小 1年

〃 おうたは楽しいな 伊藤 光音 中川小 2年 深海 鬼頭 歩佳 中川小 2年

〃 ぞうにのって 西 村 藍 正保小 1年 すいかのとり合い 中尾 莉々 中川小 2年

〃 うみ 森上 天馬 稲永小 1年 大好きな海と私 畑山 空咲 中川小 2年

家族みんなで、虹色
花ばたけ

田村 莉織 港楽小 1年
かわいいシャチの

親子
髙橋 麻見 中川小 3年

花火 兼原 蒼葉 高木小 3年
かぞくでうみに

いった
熊谷 佳那子 小碓小 1年

コガネメキシコイン
コとのふれあい

山本 みずき 高木小 3年
キラキラの川で
あゆつかんだよ

佐藤 莉乃愛 小碓小 1年

鳥が飛ぶ町 加藤 紗那 南陽小 3年
すいかをたべている

ぼく
杉村 心晴 小碓小 1年

はなび 高木 咲綾 南陽小 1年
おねえちゃんと

丸とまめと公園遊び
堤 優鈴花 小碓小 1年

はなび 高木 嶺衣奈 南陽小 1年 ぜつめつどうぶつ 松木 紋司 小碓小 1年

にじのうえの
わたがしやさん

髙取 茉央 南陽小 1年 なつの思い出 伊藤 亜子 小碓小 2年

ぼくのあたまのなか
のすごいもの

坂野 晴琉 南陽小 1年 恐竜の絶滅 植田 有翔 小碓小 2年

バレエの発表会 坂野 柚希 南陽小 3年 おいしいな　かき氷 川角 佳大 小碓小 2年

夜の観覧車 向井 玲実 南陽小 2年 サンパチェンス 木藤 叶來 小碓小 2年

星空の下猫が
フルーツをみている

馬明 沙弥 稲永小 2年
わたしの大好物
　夏のくだもの

鬼頭 加帆 小碓小 2年

魚釣り 井上 聖羅 稲永小 3年 おはかまいり 神野 未采 小碓小 2年

海の中 森上 朱莉 稲永小 3年 夏のひまわり 橋本 桃花 小碓小 2年

ひまわり畑 山下 愛結奈 港西小 2年
オリンピックを

みんなでたのしもう！
西川原 華綾 高木小 2年

水遊び 橋本 千翔 港西小 3年 すきなもののえ 秋野 陸斗 正保小 1年

楽しかったお花畑 芳賀 千夏 港西小 3年 すきなもの 池田 有寿 正保小 1年

大きいイクラどん！ 西 垣 薫 港西小 2年
好きなもの
　いっぱい

岩瀬 仁香 正保小 1年

天国旅立つ
おばあちゃん

山岸 朝陽 港西小 3年 たいよう 大石 あゆり 正保小 1年

たのしかった
すいぞくかん

亀井 陽貴 港西小 1年 ぼくのすきなもの 大西 恭雅 正保小 1年

みんなで行った
小田の火まつり

田中 空斗 神宮寺小 1年 おおぞら 奥迫 佑礼 正保小 1年

低 学 年 の 部



ショッピングモール 各務 武尊 正保小 1年 あめ 町上 旅人 正保小 1年

うみに　いった　ひ 勝 りょう 正保小 1年 好きなキャラクター 宮本 鈴菜 正保小 1年

にじ 加藤 蒼葉 正保小 1年 すきなものシリーズ 森 琉一呂 正保小 1年

ふねにのって 加藤 智尋 正保小 1年 かわいいハムスター 山田 果乃葉 正保小 1年

わたしの好きなもの 壁谷 香輪 正保小 1年
ちょうちょのひこう

き
山田 穂乃夏 正保小 1年

おそらの上にいく 河合 伽歩 正保小 1年 たのしい　えんそく 山田 悠斗 正保小 1年

すきなもの 河 野 縁 正保小 1年 カラフル　たいよう 山本 於音 正保小 1年

ぼくのすきなもの 小塚 綾人 正保小 1年 バッタとこども 横山 小貴 正保小 1年

どんここうえんの
シロツメクサ

小林 大和 正保小 1年
パンジング

　ロケットにのって
吉川 秀成 正保小 1年

ロケットでうちゅう
へ
酒井 樹菜 正保小 1年 ドラゴンボール 吉村 龍彦 正保小 1年

にこにこ　たいよう 坂本 結萌 正保小 1年 未来のせかい 後藤 凛太郎 正保小 2年

にこにこ　たいよう 崎原 向日葵 正保小 1年 スライダー 佐藤 花帆子 正保小 2年

たのしい　えんそく 佐藤 泰政 正保小 1年 マグロ 豊田 満爽 正保小 2年

えんそく 佐藤 由依 正保小 1年 ハゼがつれたよ 二村 直樹 正保小 2年

でんしゃ 髙橋 謙悟 正保小 1年 人魚ひめ 豊田 満悠 正保小 3年

めいてつ　でんしゃ 髙橋 知成 正保小 1年 うみ 瀬戸山 朱生 正保小 1年

しぜんが　だいすき 髙橋 保成 正保小 1年 すきなもののえ 髙木 彩名 正保小 1年

ちょうちょにのって 田近 茉希 正保小 1年 ベルーガ 前田 優芽 成章小 1年

でんしゃでもりへ 谷口 楓果 正保小 1年 水族館 牧野 令奈 成章小 1年

バッタと
てんとうむし

築 山 浬 正保小 1年 街の交差点 内野 時阿 成章小 1年

かおのある
　たいよう

長尾 まや 正保小 1年 ラジオ体操 多喜 彩乃 成章小 1年

ゴリラの家 中野 恵太 正保小 1年 しんエリアのかめ 渡邊 慧準 成章小 1年

ちょうちょの
のりもの

野崎 千愛 正保小 1年 いわしのトルネード 渡邊 慈準 成章小 1年

虫とり 橋本 琉玖 正保小 1年 どうぶつえんのわに 渡邊 智準 成章小 1年

えんそく
ピアニオ ジャズ
和 泉 ル ー カ ン 正保小 1年

はくぶつかんできょう
りゅうを見つけたよ！ 五戸 結菜 成章小 2年

あかるい　たいよう 藤田 春斗 正保小 1年 海ってたのしいな 福田 紗耶 成章小 3年

たいよう 細田 聖空 正保小 1年 流しそうめん 時吉 千光 成章小 3年

好きな食べもの 前田 光里 正保小 1年 ねことあそんだよ 大嶽 実愛 成章小 3年

でんしゃのえ 前野 瑞希 正保小 1年 いろいろなせかい 水野 英怜奈 成章小 3年



うみ 小川 晃平 東築地小 1年

すいか 岩井 英利咲 東築地小 1年

たのしい　プール 大嶋 里央 東築地小 1年

恐竜の世界 西本 大星 東築地小 2年

月の中のうさぎの
生活

髙井 虹来 東築地小 2年

鯉のえさやり 小川 明莉 東築地小 3年

スライダー 松井 梨々虹 東築地小 3年

立山登山をして　ミク
リガ池にとうちゃく 徳常 海渡 東築地小 3年

楽しかったキャンプ
ファイヤー

西山 惟央理 東築地小 3年

花火 内山 智淳 東築地小 3年

野菜いっぱい
とれたよ！

水 谷 蘭 中川小 3年

トマトを
そだてよう！！

青木 優乃 当知小 1年

さかなたちと
おさんぽ

熊谷 青葉 当知小 1年

海の生物 渋谷 真一 当知小 1年

おぼん（ばあちゃんの
おはぎでおむかえ） 竹内 もか 当知小 2年

たのしかった
みなとプール

渡辺 優奈 当知小 2年

花火を見ている
ところ

益滿 蓮介 当知小 2年

楽しかった日間賀島 西川 光莉 当知小 3年

楽しく食事 上利 嘉寿 当知小 3年

ジンタにあいたくて 富田 そよ風 当知小 3年

キャンプファイヤー 福林 悠香 当知小 3年

風とひまわり 岩本 悠花 当知小 3年

夏の風りん 渡部 花音 当知小 3年

山ときれいな海 金原 和花 髙木小 3年

ひまわり 橋本 結月 福春小 3年

じいじのいえで
すいかわり

山崎 登大 港西小 1年

ぼんおどりでたいこ
をたたいたよ

山崎 永翔 港西小 3年

はなび 藤 部 詩 正保小 1年



最優秀賞 初めての夜釣り 伊藤 彩有里 港西小 4年 たのしい夏休み 佐藤 大輝 小碓小 4年

優 秀 賞 とるぞ、カブトムシ 國松 翔太 当知小 6年 大昔の世界 牧嶋 蒼太郎 小碓小 4年

〃 海辺の夕日 西村 美奈実 小碓小 5年
初めての

赤ちゃんパンダ
杉 浦 鳴 小碓小 5年

〃 大迫力な水上バス 近藤 賀月 小碓小 6年 大きなひまわり畑 杉村 優音 小碓小 5年

佳 作
おばあちゃん、トマ
トいっぱいとれたね

小 桒 亮 輔 東築地小 4年 お祭り 木村 優希 小碓小 6年

〃
海遊館での
写真さつえい

山 田 駿 正保小 5年 遠くまで飛ばせー 國松 侑奈 小碓小 6年

〃 たのしいキャンプ 石 川 怜 奈 髙木小 4年 グラス作り 冨田 絢三朗 正保小 4年

〃
ひまわり畑でのおに

ごっこ
小野 桜子 小碓小 6年 大きな　花火 河野 すみれ 正保小 5年

〃 闇の中にいる梟 石田 莉夢 東築地小 5年
カブトムシ見つけ

た！
田中 大遥 正保小 5年

きれいな名古屋港の
花火

岡本 紗希 高木小 4年
令和時代に生きる

仲間たち
西川 美優 正保小 5年

キャンプ 西 川 善 髙木小 4年 大好きなペロちゃん 二村 彩花 正保小 5年

輝く街 井藤 志音 南陽小 6年 楽しい海での思い出 渡部 美月 正保小 5年

宝はっけん
　ききいっぱつ！

堀 光 琉 南陽小 5年 イルカのショー 青木 果穂 正保小 6年

楽しいお祭り 杉浦 杏奈 稲永小 4年 来年の春 宮田 梓叶 成章小 6年

舞台で踊る
バレリーナ

鬼頭 佑奈 稲永小 6年
お父さんの

働いている場所
鈴木 想愛 成章小 5年

夏祭り 岩井 波月 稲永小 6年
野原で楽しく
おにごっこ

切江 桜子 成章小 4年

のこぎりくわがた 水野 寿桃 稲永小 6年 すずしい夏
デ ィ ア ス
ビ ア ン カ

成章小 5年

神龍降臨！ 瀬辺 志温 西福田小 6年
お祭りでバトンの

ステージ
村木 佐羽 東築地小 4年

神社にて 竹内 花菜子 港西小 5年 スズメ 古市 はな子 東築地小 4年

ちゅらうみ
水ぞくかんの思い出

長谷川 由 港西小 5年
夏の日ざしの下
での、川あそび

仲森 大翔 東築地小 4年

夜の動物園 仲宗根 愛良 港西小 5年
世界が物で
できたなら。

青木 天音 東築地小 5年

５人の友情 田中 杏奈 港西小 5年 幸せな少女 土 井 雅 東築地小 5年

ペンギンの兄妹 江塚 愛未衣 神宮寺小 5年 水族館 内山 遼仁 東築地小 5年

ごうかなパン 冨田 美涼 神宮寺小 4年 家族とゆったり時間 永谷 碧梨 東築地小 5年

自由 阿知波 杏花 中川小 6年
バッタをつかまえて
ほ食するカマキリ

加藤 大和 東築地小 5年

ゼウーシュ・ゼィ・
バームロール

櫻井 芙優花 中川小 6年 家庭の日 西村 はぐみ 東築地小 5年

楽しかったチアの
発表会

藤原 彩羽 中川小 6年 家庭の日 渡辺 ゆかり 東築地小 5年

みんな元気に
な～れっ

村 上 碧 中川小 6年 愛鳥週間 鬼頭 咲希 東築地小 5年

犬のキラとパール 木藤 心菜 小碓小 4年
ライオンにつれて

いってもらった宝の湖
川口 萌桃 東築地小 5年

高 学 年 の 部



できることから
　たすけあい

山下 奏海 東築地小 5年

赤い羽根 小根山 澪皇 東築地小 5年

友達がほしかった
小犬をよんで．．．

神尾 美羽 東築地小 5年

みたことない魚 川浪 ゆうじ 東築地小 6年

夜空をながめ
ながら・・・

牧田 由合 東築地小 6年

パンダの夢 松本 萌夢 東築地小 6年

ネコとご対面 熨斗 柊吾 東築地小 6年

巨人あらわる！！ 長谷川 結絆 東築地小 6年

ぬいぐるみで遊ぶ
コタロー

仲間 陽菜 東築地小 6年

愛鳥週間 櫛田 姫和 東築地小 6年

夏休みの思い出 山 上 桜 成章小 5年

宝物のぬいぐるみ 樋口 瑛太 当知小 5年

白川郷 後藤 伶奈 当知小 6年

ひまわり 岩本 彩花 当知小 6年

光りかがやく
ひまわり

浦口 心愛 当知小 6年
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