
アート部門賞アート
部門

「行ってみたいな！こんな海」
上田 舜太朗

宮崎県 宮崎市立檍小学校 1年

アイディア部門賞
アイディア

部門
アイディア

部門

「月に海を造る」
土橋 里咲

神奈川県 横浜市立洋光台第三小学校 5年

アイディア部門賞
アイディア

部門
アイディア

部門

「巨大な人工クジラ」
長島 凪沙

神奈川県 逗子市立逗子小学校 6年

文部科学大臣賞アート
部門

「海はカラフル大冒険」
田中 陽奈

愛媛県 愛媛大学教育学部附属小学校 6年

アート部門賞アート
部門

「しんかいミュージアム」
阿久澤 竜誠

群馬県 安中市立細野小学校 2年

海洋の夢賞アート
部門

「海中花火」
倉本 菜々

青森県 むつ市立大平小学校 6年

海洋の夢賞アート
部門

「海底水族館で神秘見学」
山本 晃太

奈良県 奈良市立西大寺北小学校 6年

海洋の夢賞
アイディア

部門
アイディア

部門

「海底火山を爆発させてつくる島」
木内 一翔

神奈川県 川崎市立新作小学校 2年

海洋の夢賞
アイディア

部門
アイディア

部門

「ウミウシカフェを作りたい！」
十日市 史奈

青森県 八戸市立柏崎小学校 3年

海洋の夢賞

「ダイオウイカに会いたい！」
岸田 陽葵

東京都 日野市立日野第四小学校 6年

アート
部門

第22回 JAMSTEC海洋の夢コンテスト 入賞作品入賞作品



第22回「JAMSTEC海洋の夢コンテスト」入選者 別紙２
入選（佳作）　サポーター賞　3作品

名前 都道府県 小学校名 学年 部門 作品題名

渡邉　景斗 神奈川県 横浜市立嶮山小学校 6 ｱｲﾃﾞｨｱ 水圧でごみをつぶせ！！

奥薗　裕大 広島県 広島大学附属小学校 3 ｱｰﾄ くじらに乗って海で探検
サポーター賞（株式会社東陽テクニカ）

松村　晃之介 青森県 八戸市立日計ヶ丘小学校 4 ｱｲﾃﾞｨｱ 不思議な音波

入選（佳作）100作品
名前 都道府県 小学校名 学年 部門 作品題名

岩渕　那津 青森県 むつ市立第一田名部小学校 1 ｱｰﾄ ふしぎな海の泡さんぽ
宮本　紘太朗 青森県 青森市立浜田小学校 1 ｱｰﾄ 深海でスキー
熊谷　英杜 神奈川県 逗子市立逗子小学校 1 ｱｰﾄ 海の中のレストランで食事
古屋　耕世 神奈川県 横浜市立篠原西小学校 1 ｱｰﾄ 海中エレベーターで水中たんけん
市川　美藍 埼玉県 加須市立騎西小学校 1 ｱｰﾄ 海底温泉旅行へ行こう！！
春藤　椿 徳島県 徳島市立佐古小学校 1 ｱｰﾄ なかよしのさかな
除本　航 神奈川県 横浜市立南台小学校 1 ｱｰﾄ 深海でおよぐ僕
小泉　颯士 新潟県 新潟市立曽野木小学校 1 ｱｰﾄ うみでおにごっこ
新谷　紗彩 千葉県 船橋市立二和小学校 1 ｱｰﾄ 海の中のクリスマスパーティー
杉山　彩羽 青森県 六戸町立六戸小学校 1 ｱｰﾄ 海の恐竜にあいたいな！
川村　奏菜 東京都 中野区立白桜小学校 1 ｱｰﾄ たこのからおけたいかい
渡辺　光 愛媛県 今治市立富田小学校 1 ｱｰﾄ しんかいプラネタリウム
藤原　絵麻 大阪府 大阪市立桃陽小学校 1 ｱｰﾄ 海の音楽隊
二木　結愛 秋田県 秋田市立仁井田小学校 1 ｱｰﾄ うみがめのゆめのせかい
鹿内　りん 青森県 むつ市立大平小学校 2 ｱｰﾄ お魚の町
三嶽　倫英 北海道 札幌市立宮の森小学校 2 ｱｰﾄ ダイオウイカＶＳマッコウクジラのたたかいを見るぼく
山口　虎太朗 岩手県 二戸市立石切所小学校 2 ｱｰﾄ 絶滅危惧種の日本うなぎ大発見
照屋　響 千葉県 千葉市立弥生小学校 2 ｱｰﾄ 海の中でハッピーバースデー！
水口　浩杜 神奈川県 玉川学園小学部 2 ｱｰﾄ 海の食物れんさの研究が地球をすくう
成田　椿輝 青森県 むつ市立大平小学校 2 ｱｰﾄ 深海生物とふれ合いたい
中村　帆花 北海道 登別市立青葉小学校 2 ｱｰﾄ 見つけだせ！長生きのひみつはクラゲの中に
中村　唯瑞 青森県 八戸市立吹上小学校 2 ｱｰﾄ さめからお手紙がきたよ!!
津村　悠 大阪府 羽曳野市立埴生南小学校 2 ｱｰﾄ 海の深さで色違い
堤　新之助 神奈川県 逗子市立逗子小学校 2 ｱｰﾄ 水中バイクでゴミ拾い
野中　仁愛 神奈川県 逗子市立沼間小学校 2 ｱｰﾄ カニとり合戦
浪岡　優至 青森県 八戸市立城下小学校 2 ｱｰﾄ タコときょうだいになりたい
石田　佑汰 愛知県 岡崎市立広幡小学校 3 ｱｰﾄ タコの海底そうじき
𠮷𠮷田　海晴 愛知県 名古屋市立名北小学校 3 ｱｰﾄ しんかい６５００と一緒に深海を探検したいなあ。
阿部　稀 神奈川県 横浜市立金沢小学校 3 ｱｰﾄ うみのかがやくパーティ
久米　銀河 愛媛県 愛媛大学教育学部附属小学校 3 ｱｰﾄ シャチと魚たち
宮内　健匠 愛媛県 愛媛大学教育学部附属小学校 3 ｱｰﾄ 朝の海と夜の海
佐藤　碧 青森県 青森市立浦町小学校 3 ｱｰﾄ 超深海底のコンサート
山嵜　実 愛知県 犬山市立池野小学校 3 ｱｰﾄ しんかいおにごっこ
小泉　優月 山形県 山形市立蔵王第一小学校 3 ｱｰﾄ 深海魚の王国を作りたい（海の中の水族館）
星　剛人 青森県 むつ市立第二田名部小学校 3 ｱｰﾄ 海洋オリンピック
南部　優太 愛知県 名古屋市立富士見台小学校 3 ｱｰﾄ カメといっしょにりゅうぐうじょうへ
澤谷　琥太郎 愛知県 名古屋市立滝川小学校 3 ｱｰﾄ ウミガメといっしょに自由に海を泳ぎたいな！
髙橋　萌花 埼玉県 坂戸市立上谷小学校 3 ｱｰﾄ 魚と泊まれる海底ホテル
丹治　色 愛知県 武豊町立緑丘小学校 4 ｱｰﾄ 海の中の植物園
横山　優奈 愛媛県 松山市立道後小学校 4 ｱｰﾄ じんべいざめのどうくつ
岩崎　紗英 青森県 八戸市立西白山台小学校 4 ｱｰﾄ もしも、海に都市を作り、生き物達とくらせたら
橘　如花 青森県 八戸市立城下小学校 4 ｱｰﾄ 深海の夏祭り
式尾　天音 青森県 むつ市立苫生小学校 4 ｱｰﾄ イルカの花畑
小島　光莉 神奈川県 横須賀市立神明小学校 4 ｱｰﾄ 今年の旅行は深海だ！！
松村　拓実 神奈川県 横須賀市立田戸小学校 4 ｱｰﾄ 海の自然水ぞく館
青山　小梅 青森県 むつ市立第二田名部小学校 4 ｱｰﾄ オートイカレース
仲亀　真基 神奈川県 川崎市立菅生小学校 4 ｱｰﾄ 亀でジェットスキー
田中　滉大 埼玉県 三郷市立新和小学校 4 ｱｰﾄ くじらもつれるまほうのつりざお
馬場　彩羽 青森県 むつ市立大平小学校 4 ｱｰﾄ 海底火山で料理実験
冨田　暖人 青森県 三沢市立三沢小学校 4 ｱｰﾄ ジンベイザメの家族
北村　莉音 愛媛県 松山市立湯築小学校 4 ｱｰﾄ 海の森
森　姫愛 青森県 八戸市立城北小学校 5 ｱｰﾄ 海でライトアップ
井上　仁登 兵庫県 稲美町立天満小学校 5 ｱｰﾄ 海のスーパードクター
岡内　琥珀 大阪府 大阪市立真田山小学校 5 ｱｰﾄ 海の魚たちとの深海探査
金城　綾夏 福岡県 福岡市立香住丘小学校 5 ｱｰﾄ クラゲの潜水艦で海遊ツアー
金城　春佑 滋賀県 大津市立瀬田小学校 5 ｱｰﾄ 海の底に桜を咲かせたい！
原山　蓮野 神奈川県 横須賀市立浦郷小学校 5 ｱｰﾄ 海の中から生き物たちとそらをながめる
後藤　拓也 熊本県 熊本市立山ノ内小学校 5 ｱｰﾄ 行ってみたいな龍宮城の初もうで
山上　耀嗣 東京都 八王子市立山田小学校 5 ｱｰﾄ 海水エネルギースタンド
大滝　麗 山形県 鶴岡市立藤島小学校 5 ｱｰﾄ 思いやりでクジラを救おう
瀧澤　冬弥 北海道 士幌町立士幌小学校 5 ｱｰﾄ 海の中で絵を描きたい。
菊地　遥斗 青森県 八戸市立西白山台小学校 6 ｱｰﾄ 海底2万マイルで旅してみた!!
荒木　瑚偉 群馬県 渋川市立中郷小学校 6 ｱｰﾄ 熱水噴出孔を使った海底温泉
荒木　桜輔 福岡県 大木町立大溝小学校 6 ｱｰﾄ 古代魚復活
石橋　美羽 佐賀県 嬉野市立久間小学校 6 ｱｰﾄ 今年のキャンプは海の中
濱田　琉衣 青森県 むつ市立大湊小学校 6 ｱｰﾄ 海洋オリンピック2020
清水　恵琉真 青森県 八戸市立白鷗小学校 1 ｱｲﾃﾞｨｱ シロナガスクジラけんきゅうロボ
日髙　柚羽 青森県 八戸市立西白山台小学校 1 ｱｲﾃﾞｨｱ 青森からみやざきまでひとっとび
平田　あい 宮崎県 宮崎市立東大宮小学校 1 ｱｲﾃﾞｨｱ さかなたちとのダンスパーティー
木村　環 青森県 むつ市立第一田名部小学校 1 ｱｲﾃﾞｨｱ 海づかいの私
續石　香玲 岩手県 洋野町立種市小学校 1 ｱｲﾃﾞｨｱ うみのはたけ

（裏面へつづく）

サポーター賞（オール清水）

サポーター賞（ダイハツディーゼル株式会社）



（つづき）
齊木　悠仁 広島県 三次市立酒河小学校 2 ｱｲﾃﾞｨｱ やさしいおさかなせん
稲垣　武 愛媛県 今治市立清水小学校 2 ｱｲﾃﾞｨｱ 食べても大丈夫な小さなカメラ
橋本　拓実 神奈川県 逗子市立逗子小学校 2 ｱｲﾃﾞｨｱ 海の中でキャンプ
豊田　隆介 熊本県 熊本市立北部東小学校 2 ｱｲﾃﾞｨｱ 深海ひなん公園
石原　弘太郎 兵庫県 姫路市立広畑第二小学校 3 ｱｲﾃﾞｨｱ 深海魚を見ながら入れる海底温泉
久保田　栞帆 神奈川県 横浜市立境木小学校 3 ｱｲﾃﾞｨｱ 海の上の農園
手塚　康輔 栃木県 日光市立落合東小学校 3 ｱｲﾃﾞｨｱ サバイバルエコロジーカー
石川　実和 神奈川県 藤沢市立長後小学校 3 ｱｲﾃﾞｨｱ ねっ水でおなべ
平良　拓磨 沖縄県 那覇市立開南小学校 3 ｱｲﾃﾞｨｱ 深海水圧電池
小野　晏梛 青森県 むつ市立苫生小学校 4 ｱｲﾃﾞｨｱ 海中オペラハウス
岡本　奈々 北海道 北海道教育大学附属函館小学校 4 ｱｲﾃﾞｨｱ 津波が来たら、海底に避難する！
山口　旺志朗 神奈川県 横須賀市立夏島小学校 4 ｱｲﾃﾞｨｱ リサイクルトンネル
赤塚　雄星 神奈川県 横浜市立洋光台第一小学校 4 ｱｲﾃﾞｨｱ 深海魚のお寿司屋さん
田中　雄清 北海道 函館市立日吉が丘小学校 4 ｱｲﾃﾞｨｱ これで津波の心配なし
能代　航史郎 東京都 むさしの学園小学校 4 ｱｲﾃﾞｨｱ イワシのむれと海流にのって外国へ
鈴木　愛乃 栃木県 宇都宮市立桜小学校 4 ｱｲﾃﾞｨｱ 深海ハウス１００００
鈴木　緑夏 愛知県 みよし市立北部小学校 4 ｱｲﾃﾞｨｱ 水の花火大会
浪岡　知聖 青森県 八戸市立城下小学校 4 ｱｲﾃﾞｨｱ 海を固める「海洋レジン」
秋元　弓汰 沖縄県 沖縄三育小学校 5 ｱｲﾃﾞｨｱ 鉱物採集ロボット(鉱スケット)
井手籠　隼人 神奈川県 横須賀市立大楠小学校 5 ｱｲﾃﾞｨｱ 多機能多用途マイクロオキアミ
宮下　和樹 神奈川県 横浜市立洋光台第三小学校 5 ｱｲﾃﾞｨｱ 深海魚でイルミネーション
山田　晴臣 神奈川県 逗子市立逗子小学校 5 ｱｲﾃﾞｨｱ オールマイティ・イカイカ号
村山　悠彩 青森県 八戸市立白銀南小学校 6 ｱｲﾃﾞｨｱ 生き物たちとお話
井田　陽菜 高知県 南国市立大篠小学校 6 ｱｲﾃﾞｨｱ 海を使ってものが作れる!!
宮沢　晃大 静岡県 静岡市立伝馬町小学校 6 ｱｲﾃﾞｨｱ 地球を守る技術
荒牧　希乃 福岡県 福岡市立愛宕浜小学校 6 ｱｲﾃﾞｨｱ 海の生き物の会話が聞こえるヘッドホン
大髙　光輝 広島県 広島市立井口台小学校 6 ｱｲﾃﾞｨｱ カメ産卵スペース
渡部　恕 青森県 八戸市立旭ヶ丘小学校 6 ｱｲﾃﾞｨｱ 国境をこえて、海を使う
蜂屋　海晴 青森県 八戸市立白銀小学校 6 ｱｲﾃﾞｨｱ 深海底MRI

（以上、入選者100名）



別紙３ 

 

第 22 回「JAMSTEC 海洋の夢コンテスト」 

海洋科学技術普及賞 12 団体 

 

むつ市立大平小学校（青森県） 

むつ市立苫生小学校（青森県） 

八戸市立柏崎小学校（青森県） 

八戸市立西白山台小学校（青森県） 

横須賀市立公郷小学校（神奈川県） 

横須賀市立夏島小学校（神奈川県） 

逗子市立逗子小学校（神奈川県） 

千葉市立あやめ台小学校（千葉県） 

千葉市立都賀小学校（千葉県） 

狛江市立狛江第五小学校（東京都） 

名古屋市立徳重小学校（愛知県） 

南国市立十市小学校（高知県） 
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