
第23回「JAMSTEC海洋の夢コンテスト」 入賞作品

海洋の夢賞
CG
部門
CG
部門

「窓の向こうで会いたい深海生物」
藤田 純

神奈川県 清泉小学校 3年

海洋の夢賞

「ぼくの住所は海の中」
佐藤 碧

青森県 青森市立浦町小学校 4年

絵画
部門

海洋の夢賞

「僕らの深海クリーンロボ」
木戸口 虹清

愛知県 名古屋市立西築地小学校 4年

絵画
部門海洋の夢賞

「行けるといいな！深海旅行」
小堀 瑛太

千葉県 開智望小学校 1年

絵画
部門海洋の夢賞

アイディア

部門
アイディア

部門

「津波から人々を守るクラゲ」
川口 慶治

青森県 八戸市立長者小学校 6年

CG部門賞
CG
部門
CG
部門

「魚のゴンドラで海洋めぐり」
山ノ井 亮輔

東京都 八王子市立山田小学校 2年

絵画部門賞絵画
部門

「しんかい」
桃原 蓮

沖縄県 沖縄市立美里小学校 6年

アイディア部門賞

「ジンベイザメ型珊瑚礁養殖場」
永井 文人

千葉県 流山市立おおたかの森小学校 4年

アイディア

部門
アイディア

部門アイディア部門賞
アイディア

部門
アイディア

部門

「人と魚の暮らし」
馬庭 晴瑠

神奈川県 横須賀市立諏訪小学校 1年

文部科学大臣賞
アイディア

部門
アイディア

部門

「スケーリーフットを育てて
レアメタルを回収！」

清水 恵琉真
青森県 八戸市立白鷗小学校 2年

作品はこちらからもご覧いただけます▶▶▶http://www.jamstec.go.jp/j/kaiyounoyume/results.html
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第23回「JAMSTEC海洋の夢コンテスト」入選者 別紙２
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
岩﨑 千 大阪府 大阪教育大学付属平野小学校 1 アイディア 50年後の楽しい海

川村 悠樹 青森県 八戸市立城下小学校 1 アイディア ひれさかな
川口 紗織 青森県 八戸市立長者小学校 2 アイディア カニがじしんプレートはっけん
塩畑 遥香 千葉県 我孫子市立我孫子第三小学校 2 アイディア ゴミ食べペンギン大活やく！な海
須佐 蒼翔 青森県 八戸市立下長小学校 2 アイディア 海そうでできたペットボトル
永易 明樹 愛媛県 新居浜市立高津小学校 2 アイディア 白くまやペンギンに氷をプレゼントするマシーン

阿久津 怜夏 沖縄県 竹富町立白浜小学校 3 アイディア フィッシュホテル
新町 彩恵 青森県 八戸市立青潮小学校 3 アイディア 食べておいしいプラスチック
豊田 隆介 熊本県 熊本市立北部東小学校 3 アイディア 海洋電力発電所と海中農場
上原 昌輝 千葉県 千葉市立都賀小学校 4 アイディア 広い島を作る
平良 拓磨 沖縄県 那覇市立開南小学校 4 アイディア 海を元気にするチューブワーム基地

竹田 廉太朗 千葉県 千葉市立北貝塚小学校 4 アイディア 未来の海を美しくゆたかにするための未来技術
三浦 悠楽 岩手県 洋野町立角浜小学校 4 アイディア 国さい海中ステーション
相川 智佳 神奈川県 横浜市立川和東小学校 5 アイディア 有言実行の未来へー海をきれいに
岩崎 紗英 青森県 八戸市立西白山台小学校 5 アイディア 海洋プラスチックごみを減らす人工わかめ
大関 天晴 茨城県 つくば市立二の宮小学校 5 アイディア 海の上で野菜畑
小森 光一 神奈川県 精華小学校 5 アイディア 海を守るゾウ！！
鈴木 愛乃 栃木県 宇都宮市立桜小学校 5 アイディア オオグチボヤプラゴミ回収&分解システム
藤澤 祐輝 神奈川県 精華小学校 5 アイディア 僕の海洋開発
田渕 梢子 千葉県 千葉市立都賀小学校 6 アイディア 海をきれいに！あわあわの木

西山 くるみ 千葉県 千葉市立北貝塚小学校 6 アイディア 世界とつながる架け橋へ
古里 友太郎 青森県 八戸市立根岸小学校 6 アイディア 自動放流ブイ
前田 隼佑 大阪府 吹田市立山田第五小学校 6 アイディア 水が自我を持つ？！～水類たんじょう～

三浦 かんな 北海道 下川町立下川小学校 6 アイディア 海の別荘
和田 康汰 神奈川県 横浜市立洋光台第三小学校 6 アイディア ワールド・SHShI・アイランド
石丸 皓規 東京都 聖徳学園小学校 1 絵画 海の仲間のミーティング
浮舟 壱太 大阪府 大阪市立南大江小学校 1 絵画 ゴミをすいとり海水温を下げるたつのおとしごロボット
坂巻 構 東京都 墨田区立第四吾嬬小学校 1 絵画 みらいのクジラホテルにとまりたい

佐々木 博人 熊本県 熊本インターナショナルスクール 1 絵画 深海探索
瀬戸山 慶 鹿児島県 霧島市立国分小学校 1 絵画 クラゲタクシーへようこそ
髙橋 澪那 神奈川県 横須賀市立船越小学校 1 絵画 しんかいのうみのゆうえんち
田村 唯 青森県 八戸市立西白山台小学校 1 絵画 うみでおさんぽ

西村 月歩 神奈川県 茅ヶ崎市立小和田小学校 1 絵画 うみのホテル
畑中 士撞 青森県 むつ市立大畑小学校 1 絵画 しんかいぎょの上でサーフィン
藤本 結生 神奈川県 横浜市立港南台第一小学校 1 絵画 かわいいこどものイルカがえさをたべる
間山 大道 青森県 八戸市立西白山台小学校 1 絵画 うみの中の花火大かい
三浦 彩乃 北海道 函館市立大森浜小学校 1 絵画 みんなの楽しい海
三國 暖芽 青森県 東通村立東通小学校 1 絵画 うみののりもの
𠮷𠮷永 士朗 鹿児島県 鹿児島市立清和小学校 1 絵画 カプセルトンネル
米田 琉也 鹿児島県 いちき串木野市立羽島小学校 1 絵画 深海にいる魚たち

赤瀬 野乃花 長崎県 長崎市立西町小学校 2 絵画 カラフルな深海
尾田川 敬太 青森県 八戸市立柏崎小学校 2 絵画 クジラバス
清原 由佳 神奈川県 横浜市立鴨志田第一小学校 2 絵画 しん海えきにあそびに行こう
渋谷 雪乃 青森県 野辺地町立若葉小学校 2 絵画 50年後の海
杉山 郁季 香川県 高松市立栗林小学校 2 絵画 ゴミがなくなる海
鈴木 漣 青森県 八戸市立轟木小学校 2 絵画 うみの中でのパーティー

谷口 颯介 兵庫県 神戸市立御影北小学校 2 絵画 海のそうじ
鶴田 湧丸 沖縄県 豊見城市立上田小学校 2 絵画 海底ステーションからの新しゅはっ見
永井 秀弥 千葉県 流山市立おおたかの森小学校 2 絵画 深海博士になって、探検するぞ
平野 叶望 青森県 三沢市立古間木小学校 2 絵画 海の中のレストラン
二木 結愛 秋田県 秋田市立仁井田小学校 2 絵画 うみリンピックで新体操
松下 知颯 千葉県 市原市立牧園小学校 2 絵画 魚と会話できる海
三浦 巧真 青森県 八戸市立長者小学校 2 絵画 ダイオウイカと魚のびょういん
光本 吏翔 兵庫県 西宮市立深津小学校 2 絵画 なかよしみんな
南 士月 大阪府 大阪市立桑津小学校 2 絵画 海のなかのカプセルタウン

森松 盾太 埼玉県 越谷市立北越谷小学校 2 絵画 ピカピカの深海
小川 航 千葉県 千葉市立みつわ台南小学校 3 絵画 50年後のにじ色魚つり

小山田 虹胡 青森県 十和田市立藤坂小学校 3 絵画 魚いっぱいでゴミがないきれいな海
加藤 祥穂 埼玉県 開智小学校 3 絵画 おかえり！海の友達
篠田 明里 静岡県 静岡サレジオ小学校 3 絵画 海中ブルドーザー
竹下 皓 愛知県 名古屋市立豊が丘小学校 3 絵画 未来の海～こんなふうになったらいいな～



中村 光来 福岡県 新宮町立新宮小学校 3 絵画 海中テーマパークへようこそ！
藤浦 貴大 兵庫県 神戸市立御影北小学校 3 絵画 海底遊園地
松田 薫 大阪府 大阪市立清水丘小学校 3 絵画 五十年ごの海は、ごみだらけ
良原 光 岐阜県 岐阜市立長良小学校 3 絵画 50年ごのせんすいかん生きもの

石村 大訓 熊本県 熊本市立清水小学校 4 絵画 しん海の魚がすむ所
海老澤 幹太 東京都 羽村市立武蔵野小学校 4 絵画 楽しい海の仲間たち

小野 雅 神奈川県 横須賀市立沢山小学校 4 絵画 海の中のおとぎ話
加賀 奏菜 大阪府 堺市立大仙小学校 4 絵画 みらいの海のクラゲ

金澤 里依奈 兵庫県 西宮市立甲子園浜小学校 4 絵画 てぶくろをかいました
小玉 渚紗 神奈川県 横浜市立美しが丘西小学校 4 絵画 海中県お魚市珊瑚町1丁目
塩入 咲音 青森県 八戸市立中居林小学校 4 絵画 ようこそ私たちの町へ
髙川 花凛 東京都 目黒区立大岡山小学校 4 絵画 きれいな海でにぎやかな合唱！
長尾 恵愛 岐阜県 岐阜市立長良小学校 4 絵画 ミラクル・Sea
永島 聡士 神奈川県 横浜市立金沢小学校 4 絵画 マリンドーム
三枝 紗良 千葉県 千葉市立真砂西小学校 4 絵画 海のそうじ屋
渡辺 優吾 新潟県 小千谷市立小千谷小学校 4 絵画 タコ潜水艦で見つけた未発見深海魚
石橋 胡々 青森県 むつ市立第一田名部小学校 5 絵画 明るい深海
稲子 新菜 神奈川県 葉山町立一色小学校 5 絵画 マントル開通エレベーター

太田 理香子 青森県 八戸市立長者小学校 5 絵画 1番深い海の底のひみつ
川守田 宗佑 青森県 八戸市立吹上小学校 5 絵画 エコな海の発電所
篠原 春陽 愛知県 名古屋市立金城小学校 5 絵画 海中掃除屋『POSSE』
白岩 優波 北海道 札幌市立栄小学校 5 絵画 深海魚たちのうたげ
竹内 むぎ 静岡県 浜松市立入野小学校 5 絵画 未来の海でサイクリング
長島 紗良 静岡県 静岡市立安西小学校 5 絵画 海の仲間といっしょに海の資源を育てよう！
原田 彩良 鹿児島県 枕崎市立桜山小学校 5 絵画 未来の海
安澤 秀哉 滋賀県 栗東市立大宝小学校 5 絵画 力を合わせて大そうじ
石田 美桜 青森県 十和田市立藤坂小学校 6 絵画 潜水艦で海の旅
大城 碧海 沖縄県 名護市立大北小学校 6 絵画 海の中に沈む国
岡内 琥珀 大阪府 大阪市立真田山小学校 6 絵画 きれいな深海で楽しい生活

小田島 衣吹 北海道 札幌市立幌西小学校 6 絵画 きれいな海
梶浦 真実 青森県 八戸市立白銀南小学校 6 絵画 思いを未来へつなぐ
木下 晴花 青森県 むつ市立第二田名部小学校 6 絵画 ウミガメの群れ
熊野 弥依 青森県 むつ市立第一田名部小学校 6 絵画 笑顔がたくさん幸せな海と魚と人
野田 萌生 徳島県 徳島市立八万南小学校 6 絵画 オニイトマキエイ
東 正治 兵庫県 神戸市立御影北小学校 6 絵画 安定したきれいなかんきょう。

サンチェス 結賀 神奈川県 清泉小学校 3 CG 海をピッカピカ　キレイにしよう
玉木 蔵之介 神奈川県 清泉小学校 3 CG 未来のアクアトンネル
増崎 隆真 栃木県 宇都宮市立今泉小学校 5 CG 行け！アンコウ潜水艦
水草 寿太 福岡県 宗像市立河東西小学校 5 CG いつまでも続くクジラの海
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第 23 回「JAMSTEC海洋の夢」コンテスト 
海洋科学技術普及賞 10 団体 

 

八戸市立新井田小学校（青森県） 

八戸市立西白山台小学校（青森県） 

千葉市立北貝塚小学校（千葉県） 

千葉市立都賀小学校（千葉県） 

横須賀市立田戸小学校（神奈川県） 

静岡市立清水入江小学校（静岡県） 

名古屋市立徳重小学校（愛知県） 

神戸市立御影北小学校（兵庫県） 

南国市立大篠小学校（高知県） 

鹿児島市立伊敷小学校（鹿児島県） 
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