
第３回わがまち自慢絵画コンクール入選作品
小学校の部

田中 春壱 （たなか はるいち）
（岐阜市立早田小学校1年）

題 岐阜城とにじ

藤村 怜慧 （ふじむら れいえ）
（岐阜市立網代小学校1年）

題 ぼくの家の鐘



棚橋 祐介 （たなはし そうすけ）
（羽島市立竹鼻小学校１年）

題 どこまでもつづくひまわりばたけ

郷 和花 （ごう わか）
（大垣市立東小学校１年）

題 だいすきなともだちとまんとうながし

伊藤暖華 （いとう ののか）
（海津市立高須小学校１年）

題 3年ぶりの海津の花火みてきたよ

稲月 翠南 （いなつき みなみ）
（大野町立東小学１年）
題 とんぼつかまえるよ



うめつ さあや
（池田町立池田小学校１年）
あきのひまわりばたけ

山内 菜々花（やまうち ななか）
（郡上市立八幡小学校１年）

題 おしろ

篠田 裕菜 （しのだゆうな）
（岐阜市立長良西小学校２年）

題 夜のうかい

山北 陽葵（やまきた ひまり）
（羽島市立桑原学園２年）
題 羽島しのゆう名なもの



平塚 愛士 （ひらつか あいと）
（大垣市立東小学校２年）

小林 恵実（こばやし えみ）
（輪之内町立仁木小学校２年）

題 ゴーゴーあさいち

山田 音太（やまだ おんた）
（池田町立温知小学校２年）

題 ぼくのひまわりといけだ山

今西 のあ（いまにし のあ）
（池田町立池田小学校２年）

題 川のホタル



洞戸 七海（ほらど ななみ）
（郡上市立八幡小学校２年）

題 わたしのすきな八まんじょう

遠藤 花歩（えんどう かほ）
（郡上市立高鷲小学校２年）

題 フィールドミュージアムで見たホタル ぴかぴか

髙橋芽衣花（たかはし めいか）
（多治見市立市之倉小学校２年）

題 スタンドグラスのきれいな修道院

川原 実侑（かわはら みゆ）
（高山市立荘川小学校２年）
題 わたしが好きな荘川



丹波 春人（たんば はると）
（岐阜市立加納西小学校３年）

題 ぼくのすきな岐ふ城

柴田 優奈（しばた ゆうな）
（岐阜市立長良西小学校３年）

題 きれいな「長良川」と「金華山」

田代 羽奈乃（たしろ はなの）
（岐阜市立早田小学校３年）

題 メディアコスモス

水谷 佳暖（みずたに かのん）
（岐阜市立長良東小学校３年）

題 長良川のうかい



勝 陽希（かつ はるき）
（羽島市立竹鼻小学校３年）
題 地域の人との繋がり

木曽 悠司（きそ ゆうじ）
（山県市立高富小学校３年）
題 きれいなハリヨ公園

辻 陽希（つじ はるき）
（大垣市立東小学校３年）

題 ひまわりばたけ

北村 彩葉（きたむら さよ）
（大垣市立北小学校３年）

題 あざやかなハリヨの大垣の町



浅野 壱盛（あさの いっせい）
（大垣市立中川小学校３年）

題 じけいじ

小林 優衣（こばやし ゆい）
（池田町立温知小学校３年）
題 パラグライダーがとぶ町

小椋 天翔（おぐら そら）
（郡上市立高鷲小学校３年）
題 鷲伝説がある高鷲町

洞平 一成（ほりひら いっせい）
（郡上市立高鷲北小学校３年）

題 ひるがのキャンプ場



小林 ひのめ（こばやし ひのめ）
（郡上市立和良小学校３年）

題 いつもありがとう

梅田 咲花（うめだ さら）
（美濃加茂市立三和小学校３年）
題 楽しいひしょうかんさつ

伊藤 誠真（いとう せいま）
（恵那市立長島小学校３年）

題 すてきなホタル

千村 紗弓（ちむら さゆみ）
（恵那市立長島小学校３年）

題 恵那市中央図書館



北野 結菜（きたの ゆな）
（恵那市立大井第二小学校３年）

題 中山道の岩

伊藤 綾音（いとう あやね）
（恵那市立明智小学校３年）

題 大正村

佐藤 明香里（いとう あかり）
（羽島市立竹鼻小学校４年）

題 ふじのライトアップ

渡邉 悠真（わたなべ ゆうま）
（羽島市立中島小学校4年）
題 きれいなヒマワリ畑



松井 来樹（まつい らいき）
（北方町立北方南小学校4年）

題 カワセミとぼくの住みたい町

丸岡 蒼翔（まるおか あおと）
（大垣市立東小学校4年）

題 僕の町ではハリヨが住めるよ！！

辻 怜矢（つじ れいや）
（大垣市立東小学校4年）
題 ハリヨの住む場所

田中 陽翔（たなか はると）
（大垣市立北小学校4年）
大垣じまんの水まん氷



村林 弦城（むらばやし ゆづき）
（大垣市立北小学校4年）

題 大垣城

篠田 千恵（しのだ ちえ）
（大垣市立北小学校4年）

題 自然の恵み

山崎 大輝（やまざき たいき）
（大垣市立中川小学校4年）
題 わがまち自慢柿農園

長尾 静（ながお しずか）
（大垣市立中川小学校4年）
題 大垣の水まんじゅう



大橋 侑芽（おおはし ゆうが）
（海津市立石津小学校4年）

題 いろいろな色のチューリップ

土川 えみ（つちかわ えみ）
（池田町立宮地小学校4年）

題 みんなしってるくるまの神社

清水 柊（しみず しゅう）
（郡上市立八幡小学校4年）

題 いがわの小径 洗い場からの風景

山下 世愛（やました せな）
（郡上市立高鷲小学校4年）

鮎の塩焼き



加藤 美空（かとう みそら）
（可児市立南帷子小学校4年）

題 美しいカタクリの花

館林 夕依（たてばやし ゆい）
（多治見市立根本小学校4年）
題 多治見の好きなところ

宮月 心優（みやつき みゆ）
（多治見市根本小学校4年）

題 とうき祭り

原 規一郎（はら きいろう）
（土岐市立泉西小学校4年）

題 昔の土岐市をうつす久尻神社



茂利 美羽（しげり みう ）
（飛騨市市立神岡小学校4年）

題 夏の流葉スキー場

富士本 海咲（ふじもと みさき）
（岐阜市立梅林小学校５年）
題 岐阜城の城主「信長」

外山 千夏（とやま ちなつ）
（岐阜市立市橋小学校５年）
題 私の好きな岐阜県の風景



仲 美乃織（なか みのり）
（岐阜市立長良西小学校５年）
題 金華橋からみえる景色

尾関 乃愛（おぜき のあ）
（羽島市立正木小学校５年）

題 わがまちじまん

加藤 陽奈汰（かとう ひなた）
（羽島市立福寿小学校５年）

題 自然の中の新幹線

石黒 莉奈（いしぐろ りな）
（羽島市立福寿小学校５年）
題 わたしの大好きなお米



安岡 希珠（やすおか のぞみ）
（羽島市立福寿小学校５年）

題 ふじまつり

杉山 颯亮（すぎやま そうすけ）
（瑞穂市立中小学校５年）

題 美江寺駅

小森 帆乃佳（こもり ほのか）
（瑞穂市立中小学校５年）

題 秋葉神社

佐竹 由衣（さたけ ゆい）
（大垣市立興文小学校５年）

題 長く続いている大垣まつり



岩見 そよ風（いわみ そよか）
（大垣市立東小学校５年）

題 大垣まつり

名和 衿佳（なわ えりか）
（大垣市立東小学校５年）

題 大垣のわき水

坪内 望華（つぼうち みか）
（大垣市立南小学校５年）

題 自まんの桜とふなくだり

三輪 颯人（みわ はやと）
（大垣市立北小学校５年）

題 大垣城



石金 亜彩（いしがね あいさ）
（池田町立池田小学校５年）

題 私たちのいび茶

小木曽 梓（おぎそ あずさ）
（恵那市立山岡小学校５年）

題 大きな水車

森下 そら（もりした そら）
（高山市立岩滝小学校５年）

題 天空の棚田

野原 葉月（のはら はづき）
（高山市立宮小学校５年）
題 わたしの町の自慢



上子家 睦人（かみこや むつと）
（羽島市立福寿小学校６年）

題 佐吉大仏

服部 蒼飛（はっとり あおと）
（羽島市立福寿小学校６年）
題 ぼくの羽島の好きな景色

髙田 都（たかぎ みやび）
（瑞穂市立中小学校６年）
題 みんなの美江寺神社

朝井 文香（あさい あやか）
（北方町立北方南小学校６年）
題 北方町は自慢がいっぱい！



後藤 春陽（ごとう はるひ）
（大垣市立東小学校６年）

題 大垣の水

押見 夏希（おしみ なつき）
（大垣市立東小学校６年）

題 にじのはし

前川 政季（まえかわ まさき）
（大垣市立西小学校６年）

題 大垣のわき水

西脇 沙夏（にしわき さな）
（大垣市立中川小学校６年）
題 大垣祭りのおはやし



伊藤 理真（いとう りま）
（海津市立石津小学校６年）
題 自然あふれる海津市

久保田 結人（くぼた ゆうと）
（養老町立広幡小学校６年）

題 自慢の養老の滝

松浦 冴羽（まつうら さわ）
（関ヶ原町立関ケ原小学校６年）

題 最後の教室

河村 麻衣（かわむら まい）
（関ヶ原町立関ケ原小学校６年）

空、歴史、大地、関ケ原



西村 彩花（にしむら あやか）
（関ヶ原町立関ケ原小学校６年）
題 関ケ原ふれあいセンター

加藤 楓馬（かとう ふうま）
（関市立瀬尻小学校６年）
題 関の伝統 刀鍛冶

森 あゆ（もり あゆ）
（郡上市立高鷲小学校６年）

題 郡上のいい所

片田 叶代（かただ かよ ）
（中津川市立付知南小学校６年）

題 自然キレイな付知町



田腰 咲帆（たごし さほ）
（飛騨市立古川西小学校６年）

題 緑と鳥居


