
第３８回石川県科学の夢絵画展　受賞者名簿 1／2

金賞（１１作品）
作品名 学年 氏名 ふりがな 学校名 学校 №

よわないミラクルめがね 1 髙橋　仙李 たかはし　せんり 志賀町立志賀小学校 9

なんでもみえーる虫メガネ 2 旭　謙聖 あさひ　けんせい 加賀市立作見小学校 20

赤ちゃんの気持ちが分かるリモコン 2 松能　奈々佳 まつの　ななか 津幡町立英田小学校 22

どうぶつのゆったことがわかるスマートホン 2 田代　一花 たしろ　いちか 野々市市立御園小学校 30

いつでもどこでもふれあいハッピータイム 3 朋政　結翔 ともまさ　ゆうと 金沢市立額小学校 32

ＡＩロボットが仕事をする未来 3 森田　海斗 もりた　かいと 羽咋市立羽咋小学校 36

ふしん者キャッチャー 4 北本　涼葉 きたもと　すずは 金沢市立金石町小学校 29

未来のグリーン充電器 5 大沼　美旺 おおぬま　みお 金沢市立泉小学校 13

吸い込め！トラッシュボックス 6 瀧口　蒼太 たきぐち　そうた 中能登町立鹿島小学校 41

ＰＵＺＺＬＥ　ＥＡＲＴＨ 6 稲田　笙子 いなだ　しょうこ 金沢市立泉野小学校 43

ＤｉｖｅｒｓｉｔｙＪｅｗｅｒｌｙ 2 喜多　美乃莉 きた　みのり かほく市立河北台中学校 39

銀賞（２０作品）
作品名 学年 氏名 ふりがな 学校名 学校 №

生き物みんなが楽しくくらせる移動式ハウス 1 木之下　佳奏 きのした　かな 金沢市立新神田小学校 19

つくってみたいおんがくロボット 1 源　賢翔 みなもと　けんと 金沢市立犀川小学校 34

コロナウイルスを見つけてやっつけろ 2 古迫　聖晴 ふるさこ　しょうせい 羽咋市立瑞穂小学校 5

録画ができる！！夢をうつすマシーン 2 酒井　真彩 さかい　まや 羽咋市立邑知小学校 6

しぜんとともにぼくのみらい 2 島崎　楓万 しまざき　ふうま 加賀市立錦城小学校 8

空とぶ家 2 稲垣　菜々子 いながき　ななこ 七尾市立山王小学校 23

ロケット船の海そうじ 2 加田　來琉 かた　らいる 金沢市立米丸小学校 28

水の中で人気もの 2 森田　樹歩 もりた　きほ 羽咋市立羽咋小学校 36

食材管理する透明冷蔵庫 3 升　惇宇 ます　あつたか 金沢市立泉野小学校 43

見守り君 3 升　惇亘 ます　あつのぶ 金沢市立泉野小学校 43

害虫くじょＧＰＳ機能付きハチロボ 4 小栗　怜大 おぐり　りょうた 志賀町立志賀小学校 9

コロナキンミエルソーチ 4 森田　樹生 もりた　いつき 羽咋市立羽咋小学校 36

水害すいとりスポンジ 5 村井　心結 むらい　みゆ 小松市立月津小学校 1

洪水・干ばつ・火事をお助けするゾウ！ 5 亀田　光理 かめだ　ひかり 金沢市立泉小学校 13

未来の農業 6 中野　心瑚 なかの　ここ 七尾市立山王小学校 23

カードスキャンでイメチェン 6 定塚　心瑚 じょうづか　みこ 中能登町立鹿島小学校 41

行けるよリング 6 白石　望乃華 しらいし　ののか 中能登町立鹿島小学校 41

餌をまきながら進むルアー 6 山田　哲誠 やまだ　てっせい 中能登町立鹿島小学校 41

Ｌｏｓｔ ａｎｄ ｆｏｕｎｄ ｓｅａｒｃｈ 1 表　もも おもて　もも かほく市立河北台中学校 39

食品ロス０へ 2 高野　日菜 たかの　ひな かほく市立河北台中学校 39
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銅賞（３１作品）
作品名 学年 氏名 ふりがな 学校名 学校 №

わたしのおうちはロボットだよ 1 永井　優杏 ながい　ゆあ 加賀市立作見小学校 20

地球と宇宙へ続く線路 1 上田　琥大朗 うえだ　こたろう 金沢市立明成小学校 37

ちりはまおそうじ隊 2 畑谷　旬 はたたに　しゅん 羽咋市立邑知小学校 6

海であそべるのりものたち 2 藤田　真央 ふじた　まお 志賀町立志賀小学校 9

自分だけのふしぎな車で水中を運転する 2 吉岡　二奈 よしおか　にな
オータニアートスクー
ル金沢

15

たのしくすごせるレバー 2 佐々木　ゆき ささき　ゆき 野々市市立御園小学校 30

天しの羽 2 溪本　りさ たにもと　りさ 野々市市立御園小学校 30

ねこむげんき 2 梶谷　美心 かじたに　みこと 野々市市立御園小学校 30

えんぴつがおれてもだいじょうぶなふでばこ 2 越村　美咲 こしむら　みさき 野々市市立御園小学校 30

きれいな羽 2 清水　さくら しみず　さくら 野々市市立御園小学校 30

にじや雲にのれるじてんしゃ 2 宝島　芽衣子 ほうしま　めいこ 野々市市立御園小学校 30

おてつだいロボット 2 南茂　可憐 なんも　かれん 野々市市立御園小学校 30

しんごうきロボット 3 坪田　美祐 つぼた　みゆう 羽咋市立邑知小学校 6

プラスチックレストラン 3 林　美歩 はやし　みほ 金沢市立泉小学校 13

お出かけ安心ペンダント 3 板東　咲和花 ばんどう　さわか 加賀市立作見小学校 20

フワフワスプレー 3 稲田　道成 いなだ　みちなり 金沢市立泉野小学校 43

外国語マスク 4 小坂　麻結 こざか　まゆ 能美市立宮竹小学校 14

帽子ｄｅ防止 4 木戸口　愛理 きどぐち　あいり 金沢市立額小学校 32

海のおそうじくじらロボ 4 伊東　陽葵 いとう　ひまり 加賀市立山代小学校 35

地球のこわいパワーを明るいパワーに！ 5 山下　晴 やました　はれる 羽咋市立邑知小学校 6

未来の海洋調査船 5 下坂　健太 しもさか　けんた　　 かほく市立宇ノ気小学校 17

亡くなった方と話せる電話 5 早崎　小春 はやさき　こはる 金沢市立田上小学校 26

水やりをしただけで… 6 川森　あすか かわもり　あすか 中能登町立鹿島小学校 41

ポッケトカー（車） 6 久井　侑七 ひさい　ゆな 中能登町立鹿島小学校 41

本の世界に行ける本 6 福井　優愛 ふくい　ゆあ 中能登町立鹿島小学校 41

シェフロボ 6 鈴木　友太 すずき　ともた 中能登町立鹿島小学校 41

ボタンをおすと服が出てくる本 6 長田　空 ながた　そら 中能登町立鹿島小学校 41

ファッション自動選択（洗濯）クローゼット 6 升　麗愛 ます　れいあ 金沢市立泉野小学校 43

細菌まで見えるめがね 1 勝崎　心晴 かつざき　みはる 津幡町立津幡中学校 24

未来の自習室 2 松嶋　宏香 まつしま　ひろか 津幡町立津幡中学校 24

非常時必需品無料販売機 3 金森　由依 かなもり　ゆい 津幡町立津幡中学校 24

入選（４作品）
作品名 学年 氏名 ふりがな 学校名 学校 №

ペットの気持ちが分かるくびわ 1 東原　絵都 ひがしはら　えと 津幡町立英田小学校 22

水うきシューズ 2 小堀　楓香 こぼり　ふうか 野々市市立御園小学校 30

食べ物を運んでくれるシャボン玉 3 村井　華 むらい　はな 小松市立月津小学校 1

食料まきもどしライト 4 西江　柊理 にしえ　しゆり 金沢市立新神田小学校 19


