
第1回わがまち自慢絵画コンクール入選作品
小学校の部

岐阜市立加納西小学校１年
大家 一乃（おおや いちの）

題 名和昆虫博物館のギフチョウ

岐阜市立早田小学校１年
田原 史織（たはら しおり）

題 うかい



岐阜市立長良東小学校１年
今福 淳（いまふく じゅん）

題 ぎふのひまつり

大垣市立荒崎小学校1年
野原 彩羽（のはら いろは）

題 ざりがに

羽島市立小熊小学校１年
山田 明依（やまだ めい）
題 きらきら はしまし

揖斐川町立揖斐小学校１年
向山 藍（むかいやま あい）

題 たにぐみのもり



土岐市立濃南小学校１年
田中 咲希（たなか さき）

題 あさやけ

土岐市立濃南小学校1年
片桐 颯亮（かたぎり そうすけ）

題 さんぽみち

羽島市立堀津小学校２年
志水 天音（しみず あまね）

題 わたしのすきな学校と夏雲

大垣市立小学校２年
古田 愛実（ふるた まなみ）

題 大すきなおじいちゃんとふな下り



岐阜市立加納小学校2年
しばた さゆき（しばた さゆき）

題 つきとおしろ

羽島市立足近小学校２年
木村 彩晴きむら いろは（）

題 どこまでつながるたけはなせん

羽島市立竹鼻小学校２年
安尾 優（やすお ゆう）
題 佐吉大仏と大賀ハス

羽島市立竹鼻小学校２年
佐宗 亮祐（さそう りょうすけ）

題ぼくのまちのシンボルたけはなせんとたけはなえき



郡上市立八幡小学校2年
酒井 美空（さかい みく）

題 いがわの小径

郡上市立高鷲小学校２年
日置 真理奈（ひおき まりな）
題 わたしのすきな天王川

土岐市立濃南小学校２年
中尻 花野（なかじり はなの）

題 わたしの学校



本巣市立席田小学校３年
杉野 央佳（すぎの おうか）

題 ぼくの町のおいし～い かき

羽島市立竹鼻小学校３年
金森 彩歌里（かのもり あかり）

題 元気なイネ

岐阜市立岩野田北小学校３年
金子 莉土（かねこ らいと）

題 ぎふはぼくの宝物

岐阜市立常磐小学校３年
江本 結理（えもと ゆり）
題 わたしのすきな町



岐阜市立長良東小学校３年
江﨑 万奈（えさき まな）

題 岐阜市の夏の夜

羽島市立竹鼻小学校３年
荒木 唯花（あらき ゆいか）

題 竹鼻の藤の花

大垣市立中川小学校３年
宮崎 咲羽（みやざき さわ）

題 水まんじゅう

大垣市立東小学校３年
宮脇 旺佑（みやわき おうすけ）

題 水都大垣



関ケ原町立関ケ原小学校３年
岩田 朔太郎（いわた さくたろう）

題 野上の松並木

池田町立温知小学校３年
樋口 斗環（ひぐち とわ）
題 池田町のちゃばたけ

池田町立宮地小学校３年
山崎 美空（やまざき みそら）

題 大好きな粕川

郡上市立八幡小学校３年
和田 昇悟（わだ しょうご）
題 吉田川で遊ぶみんな



土岐市立濃南小学校３年
田中 誠真（たなか せいま）

題 ホタルの里

瑞浪市立瑞浪小学校３年
稲葉 笑子（いなば えこ）

題 花火の日

恵那市立大井第二小学校３年
藤井 紗帆（ふじい さほ）

題 しぜんな町

恵那市立大井第二小学校３年
林 みつき（はやし みつき）

題 じんぺいざか公園



恵那市立明智小学校３年
阿部 愛央（あべ まお）

題 バラいっぱい

恵那市立明智小学校３年
勝野 琉亜（かつの るあ）

題 花いっぱい電車

飛騨市立河合小学校３年
政井 怜太（まさい りょうた）
題 天生の大きなカツラの木

飛騨市立古川小学校３年
野村 格眞（のむら かくま）

題 闘鶏楽（古川祭り）



岐阜市立厚見小学校４年
米田 ひかり（よねだ ひかり）

題 岐阜城と満月

岐阜市立長良西小学校４年
鹿島 菜々春（かしま ななは）

題 また花火が見たいな

羽島市立足近小学校４年
加藤 優奈（かとう ゆな）
題 羽島市のじまんのふじ

羽島市立竹鼻小学校４年
森 帆那（もり はんな）

題 羽島のげんかん岐阜羽島駅



羽島市立福寿小学校４年
石黒 莉奈（いしぐろ りな）

題 はすの花

瑞穂市立本田小学校４年
阪本 柚依（さかもと ゆい）

題 柿のしゅうかく

岐南町立西小学校４年
井上 志乃（いのうえ しの）
題 おいしいよ！徳田ネギ

大垣市立東小学校４年
笠野 旭（かさの あさひ）

題 水都の大垣



海津市立石津小学校４年
古閑 真桜（こが まお）

題 みんな大好きチューリップ祭り

輪之内町立仁木小学校４年
近藤 未典（こんどう みのり）
題 まどからみえる風けい

池田町立温知小学校４年
小室 柚菜（こむろ ゆな）

題 自ぜんがたくさんある池田町

関市立武儀小学校４年
森 夢佳（もり ゆめか）
題 森の中の乙女滝



郡上市立高鷲北小学校４年
髙田 幸（たかだ さち）

題 二階の窓から見える大日岳

土岐市立濃南小学校４年
山田 桔平（やまだ きっぺい）
題 まどから見たほたるの光

瑞浪立土岐小学校４年
小木曽 愛依（おぎそ あい）
題 世界一の美濃焼こま犬

土岐市立泉西小学校４年
阪口 ほの香（さかぐち ほのか）

題 おとひめ様のために作られたおとづか古ふん



恵那市立岩邑小学校４年
田代 奏翔（たしろ かなと）

題 ふるさと恵那

中津川市立付知南小学校４年
粥川 明日美（かゆかわ あすみ）

題 しぜんいっぱいの付知

岐阜市立市橋小学校５年
宮川 結衣（みやがわ ゆい）

題 岐阜の鵜飼

羽島立足近小学校５年
高木 優伍（たかぎ ゆうご）

題 ４つの思い出



北方町立北方南小学校５年
藤川 栞（ふじかわ しおり）
題 自然ゆたかな北方町

大垣市立中川小学校５年
大橋 ひかる（おおはし ひかる）

題 大垣橋

垂井町立合原小学校５年
栗田 陽咲（くりた ひさき）
題 相川でおよぐこいのぼり

揖斐川町立清水小学校５年
土屋 和弘（つちや かずひろ）

題 恋のつり橋



池田町立池田小学校５年
岩谷 千陽（いわや ちよ）

題 自まんのきれいな川や桜

飛騨市立古川西小学校５年
田腰 咲帆（たごし さほ）

題 緑に囲まれた不動明王のほこら

岐阜市立岩野田北小学校６年
桒原 杏羽（くわばら ももは）

題 月夜の鮎

岐阜市立厚見小学校６年
仲村 勇人（なかむら ゆうと）

題 岐阜城と長良川



羽島市立小熊小学校年
岩田 眞依（いわた まい）

題 銀杏寺

羽島市立足近小学校６年
浅井 璃音（あさい りお）

題 羽島駅と円空

羽島市立福寿小学校６年
味岡 佑樹（あじおか ゆうき）

題 わがまち自まんの大賀ハスの花と葉

北方町立北方西小学校６年
長谷川 優人（はせがわ ゆうと）

題 笑顔の北方町



大垣市立南小学校６年
野田 優月（のだ ゆうづき）
題 はく力満点、自慢の大垣城

大垣市立中川小学校６年
成毛ことみ（なりけ ことみ）

題 思い出の神社

海津市立石津小学校６年
丹羽 美釉（にわ みゆ）

題 花火大会ステンドグラスで表してみました！

関ケ原町立関ケ原小学校６年
鈴木 茂波（すずき もなみ）
題 岐阜関ケ原古戦場記念館



揖斐川町立小島小学校６年
宮内 滉芽（みやうち こうが）

題 家の前の山と川

郡上市立高鷲北小学校６年
山下 愛梨（やました あいり）

題 大日と植物園

美濃加茂市立伊深小学校６年
井戸 啓陽（いど たかや）

題 正眼寺

多治見市立南姫小学校６年
片野 美空（かたの みく）

題 自まんできる絵



土岐立濃南小学校６年
山田 紅葉（やまだ こは）

題 きれいな校舎にうつる大自然

恵那市立恵那北小学校６年
米満 竜都（よねみつ りゅうと）

題 水のきれいな不動の滝

恵那市立山岡小学校６年
小木曽 暖希（おぎそ はるき）

題 きれいな水車

恵那市立中野方小学校６年
柘植 真衣（つげ まい）

題 工夫が詰まったお米と棚田


