
１年 おてつだい 岐阜市 日野小 渡邊　創太

２年 夏のおとまり 岐阜市 本荘小 金子和佳奈

４年 郡上踊り 大垣市 東小 岩田　花林

５年 大好きな郡上 岐阜市 岐阜小 中西　真尋

６年 楽しさと恐怖の電車旅 神戸町 南平野小 水野　友翔 ３年 けんてい日 岐阜市 黒野小 石原　樹彦

３年 川遊び 岐阜市 長良東小 近江　　司

３年 ぼくのゆめ 養老町 上多度小 萱野　太誠

３年 ひまわり 神戸町 神戸小 日比彩友美

３年 水族館の生き物たち 神戸町 南平野小 林　　愛蘭

３年 風りんさん 神戸町 北小 池澤　　凜

１年 じてんしゃにのれたぼく 岐阜市 加納西小 河合　佑紀 ３年 かみなり 関市 下有知小 古田　隆桜

１年 たね 岐阜市 長森西小 伊藤　志音 ４年 やっと！やっと！やっと！ 神戸町 神戸小 中澤　光魁

２年 カワゲラウォッチング 神戸町 神戸小 水野　裕成 ４年 川 神戸町 神戸小 牧野　正嗣

３年 一秒のかべ 岐阜市 岩小 丹羽　亮雅 ４年 花火 神戸町 神戸小 渡邊　朝日

３年 いらっしゃいませ 安八町 結小 髙木　大輔 ４年 きもだめしなんかこわくない 神戸町 北小 清水　来地

４年 わたくん 神戸町 神戸小 宇野　日和 ４年 はじめてのサッカーキャンプ 安八町 名森小 浅野　稜磨

５年 戦争のない平和な国 養老町 広幡小 樋口　隼斗 ４年 やりきったプール 安八町 結小 車戸　敬太

５年 みんな元気だ 養老町 上多度小 末谷　怜亜 ４年 友達 郡上市 高鷲小 林　真里佳

６年 たまごやき 安八町 結小 金野　咲楽 ５年 打ち上げ花火 羽島市 竹鼻小 香田　笑夢

６年 心の中で 郡上市 高鷲小 林　　香好 ５年 真夏の花 大垣市 安井小 日比　優和

５年 スイカ 神戸町 神戸小 日比　悠介

５年 オリンピック 神戸町 神戸小 渡邊　敬斗

５年 花火 神戸町 南平野小 名和　秀晃

５年 図書館ボランティア 神戸町 南平野小 日比野里沙

５年 山登り 神戸町 南平野小 水野陽茉莉

１年 おりんぴっく 岐阜市 藍川小 あさのはるき ５年 はじめての鵜飼 神戸町 南平野小 村西　美優

１年 ひいおばあちゃんはどこだ 岐阜市 長良東小 阿部　平宗 ５年 海 神戸町 南平野小 渡邊　　藍

１年 くまぜみのひみつ 山県市 美山小 山田　晃大 ６年 夏の思い出 岐阜市 長良東小 田中　　陽

１年 ぷうる 神戸町 神戸小 まきのつばさ ６年 夏の色 神戸町 神戸小 小林湖々乃

１年 なつのちから 輪之内町 大薮小 河合　輝空 ６年 登りきった夜叉ヶ池 神戸町 南平野小 上村　靜葉

１年 わたしのアサガオ 下呂市 下呂小 熊﨑　　南 ６年 少年団のテニス 神戸町 南平野小 大場　泉希

２年 ひまわりばたけ 神戸町 神戸小 はしもとしょうへい ６年 いろいろなプール 神戸町 南平野小 大場　皇輝

２年 くもり止めしょく人 神戸町 神戸小 ふじつかしゅんた ６年 最高のプール 神戸町 南平野小 篠田　早希

２年 ぼくのスイカ 神戸町 北小 石原　明空 ６年 毎日のラジオ体操 神戸町 南平野小 馬渕　　綾

２年 シオカラトンボ 安八町 結小 堀　　伸圭 ６年 お手伝い 安八町 結小 石山ゆめの

２年 スターマイン 関市 旭ヶ丘小 羽生　早希 ６年 夏まつり 安八町 結小 水谷　　彩
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平成2288年度　夏休みの詩と作文コンクール入�賞者  

入�選  

県内全域から，詩が292点，
作文（絵日記）が760点の
ご応募がありました。 
ありがとうございました。 



１年 あさがおとはやおきたいけつ 山県市 伊自良北小 佐村　哉和 １年 うみへいったよ 岐阜市 長森北小 藤山ひかり

１年 はじめての、のりあいくん 美濃市 大矢田小 市原　　塁 １年 うみでひとでをみつけたよ 岐阜市 岩小 おおのこはく

１年 ちがういろのはながさいたよ 美濃市 大矢田小 大西　奏佑 １年 おおさかりょこう 岐阜市 岩小 にわけいと

１年 きいろりぼんがもらえたよ 美濃市 大矢田小 須輪　咲音 １年 ピザづくり 岐阜市 岩小 はやしかずと

１年 おやこすいか 下呂市 萩原小 大林　蒼依 １年 あどべんちゃーわーるど 岐阜市 岩小 やぎれんじゅ

３年 バスでチャレンジ 下呂市 下呂小 熊﨑　　亮 １年 おうちがたったこと 岐阜市 岩小 やまだののか

５年 真田石とぼく 岐阜市 長良東小 大谷　陽祐 １年 ごひきのいるか 岐阜市 鏡島小 あかばゆうた

５年 あこがれの白鷺城 下呂市 下呂小 熊﨑　　快 １年 がっこうたんけん 岐阜市 鏡島小 いのうえかいり

１年 すずしいなあ 岐阜市 鏡島小 いわたいつき

１年 いぶきやま 岐阜市 鏡島小 おおはしいっき

１年 ひがしやまどうぶつえん 岐阜市 鏡島小 おがわせいすけ

１年 バーベキュー 岐阜市 鏡島小 おのしゅんじ

１年 うみ 岐阜市 鏡島小 ちばこうき

１年 はじめてのかわ 岐阜市 則武小 北嶋　結花 １年 えにっき 各務原市 蘇原第一小 いとうあさ

１年 かきごおりつくったよ 岐阜市 則武小 吉村　梓矢 １年 えにっき 各務原市 蘇原第一小 いとうりきや

１年 うまのせなか 岐阜市 岩小 伊藤　暖真 １年 えにっき 各務原市 蘇原第一小 いぬかいゆうき

１年 いたやがわにすんでいるかめ 岐阜市 岩小 西川　智貴 １年 えにっき 各務原市 蘇原第一小 うさみけいと

１年 にじのとんねる 岐阜市 岩小 丹羽　玲菜 １年 えにっき 各務原市 蘇原第一小 おがわにこ

１年 すくなかぼちゃ 岐阜市 岩小 廣江　健汰 １年 えにっき 各務原市 蘇原第一小 せざきゆい

１年 おがせいけ 岐阜市 鏡島小 井奈波奏太 １年 えにっき 各務原市 蘇原第一小 ほぼはなり

１年 やきゅうかんせん 岐阜市 鏡島小 大野　唯花 １年 えにっき 各務原市 蘇原第一小 わださくら

１年 はなびと、き 岐阜市 鏡島小 中村　修士 １年 ぐじょうおどりにいった 山県市 梅原小 やまだみお

１年 ふたつのはなび 岐阜市 鏡島小 増矢　百夏 １年 げんかんそうじ 山県市 梅原小 よりとみあいる

１年 こうぼうさまへ 岐阜市 鏡島小 山田　愛華 １年 にじ 山県市 梅原小 わかいこうせい

１年 うみへいったよ 羽島市 足近小 髙野　晴貴 １年 ぷうるで８めえとる 山県市 伊自良北小 佐村　　憩

１年 きゅうしゅうのはなび 各務原市 蘇原第一小 山田　凰介 １年 やさいとり 本巣市 席田小 あさいじゅんせい

１年 おてつだいがんばってるよ 山県市 伊自良北小 梅田　歩果 １年 とらのあかちゃん 本巣市 席田小 たなばしひなた

１年 すらいだあにのったよ 本巣市 席田小 髙橋　優芽 １年 しょうかきをつかいました 本巣市 席田小 やすだたいき

１年 あさがおのかんさつ 岐南町 西小 葛谷　華子 １年 ふたつのはなび 本巣市 席田小 やまだはる

１年 すいかとはいったおふろ 岐南町 西小 田辺　心菜 １年 ビーズネックレスをつくったよ 岐南町 西小 安藤　佑奈

１年 おふろにはいったよ 岐南町 西小 正村　優奈 １年 うんていがうまくなった 岐南町 西小 大野　　蓮

１年 はなびたいかい 垂井町 府中小 山下　凌生 １年 もんぷるへあそびにいったよ 岐南町 西小 加藤　　凰

１年 ふねでうみにいったよ 神戸町 神戸小 川本　奈緒 １年 エルコスのいのり 岐南町 西小 葛谷　明璃

１年 おとうさんとぷーる 神戸町 神戸小 谷口　美優 １年 どうくつたんけん 岐南町 西小 後藤　舞衣

１年 なつまつり 神戸町 神戸小 深貝　佳広 １年 ひこうきをみたよ 岐南町 西小 澤田　崚平

１年 おてつだいしたよ 神戸町 神戸小 馬淵　陽大 １年 ピアノのはっぴょうかいがんばったよ 岐南町 西小 篠田　紗羅

１年 うかいをみたよ 神戸町 南平野小 村西　健吾 １年 みやまちのまつり 岐南町 西小 千田こころ

１年 だいすきなうみにいったよ 揖斐川町 揖斐小 玉垣奏一郎 １年 ２じゅうはなびたいかい 岐南町 西小 林　　桃花

１年 うまにのったよ 恵那市 三郷小 佐野そよ佳 １年 グリーンパーク山東 岐南町 西小 廣瀬　和香

２年 おとうとのようち園の夏まつり 岐阜市 岩小 丹羽　功季 １年 なごやすいぞくかんにいったよ 岐南町 西小 洞山　　蓮

３年 弟とわたしの夏休み 岐阜市 七郷小 村瀬　未來 １年 ぱんをつくったよ 岐南町 西小 堀場　彩李

４年 ダイヤモンド 岐阜市 岩小 筒井　叶人 １年 すごくべちょぬれ 岐南町 西小 正村　悠笑

１年 すごくきれいなはなびたいかい 岐南町 西小 室岡　美帆

１年 くろべだむにいったよ  岐南町 西小 山口　朝海

１年 みにかさよこちょう 岐南町 西小 山田　芽生

１年 わたしのともだち 岐南町 西小 横井　李音

入�選  
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１年 えにっき 養老町 広幡小 おくだゆうせい １年 はじめてのうかい 関市 安桜小 加藤　泰地

１年 えにっき 養老町 広幡小 こだましんのすけ １年 らじおたいそう 美濃市 大矢田小 野村　采那

１年 バレーボールきょうしつにいったよ 養老町 上多度小 問山颯太朗 １年 うみへいった 郡上市 明宝小 原　　琉玖

１年 はじめてのウインナーづくり 養老町 上多度小 濃添　芽衣 １年 りすむらにいったよ 多治見市 根本小 若尾　桃花

１年 きれいなうみ 養老町 上多度小 渡邊さくら １年 パンをつくったよ 瑞浪市 明世小 小栗　聖真

１年 みずあそび 養老町 池辺小 松永　絵子 １年 ざぜんをがんばったよ 瑞浪市 明世小 小畑　綾乃

１年 はなび 垂井町 府中小 おおさきりの １年 くわがたとかなぶん 恵那市 三郷小 鵜飼　康生

１年 びかうんどうをしたよ 垂井町 府中小 こたけしょうせい １年 うみでたくさんおよいだよ 恵那市 三郷小 丸山幸之介
１年 もくもくふぁあむへいったよ 垂井町 府中小 さかいあいと １年 やまへいったよ 恵那市 三郷小 丸山　紗奈
１年 プールにいったよ 垂井町 府中小 さかのうえるな １年 いもりをとったよ 恵那市 三郷小 水野　奏人
１年 みっきーにあえたよ 垂井町 府中小 さぶりゆい １年 はなびたいかい 高山市 久々野小 田立　悠真
１年 ぴーまんをきったよ 垂井町 府中小 たがはるか １年 しましまのさかな 高山市 久々野小 向畑　香春
１年 ブルーベリーがり 垂井町 府中小 ふじかわあきひろ １年 きょうりゅうのほね 下呂市 萩原小 桂川　　幸
１年 むしとり 垂井町 府中小 まついゆうき １年 あくあととにいったよ 下呂市 萩原小 阪中　　翼
１年 はなびたいかい 垂井町 府中小 みわなおき １年 りゅうじんまつり 下呂市 萩原小 田口　大夢
１年 ぷうるにいった 垂井町 府中小 やまだしゅり ２年 夏休みのお手つだい 瑞穂市 南小 吉田れやと
１年 ころっけをつくったよ 垂井町 府中小 やまだるり ２年 わたしのおぼん 本巣市 席田小 柳瀬由衣乃
１年 おまつりへいったよ 垂井町 府中小 やまもときよか ２年 山のぼり 神戸町 南平野小 みずのあまね
１年 せんこうはなび 神戸町 神戸小 おだそうし ２年 カブト虫とぼく 安八町 結小 橋本　陽希
１年 ピアノのはっぴょうかい 神戸町 神戸小 おだひなの ２年 パパと短い夏休み 池田町 温知小 岩下　瑠奈
１年 はなびをみたよ 神戸町 神戸小 かがみりょう ３年 キャプテン 岐阜市 岐阜小 中西　匠見
１年 みなみちたビーチランドにいったよ 神戸町 神戸小 くまざわせな ３年 夏休みのおてつだい 岐阜市 常磐小 山田　星空
１年 えいが 神戸町 神戸小 こすだあやね ３年 ぜったいにあきらめない！！ 神戸町 神戸小 富田　伊吹
１年 きゅうりとれたよ 神戸町 神戸小 こでらなつき ３年 メダカの学校 安八町 名森小 坂　　梨寧
１年 かわあそび 神戸町 神戸小 ごとうみさき ４年 プール当番を手伝った事 岐阜市 島小 近藤　秀磨
１年 うみにいった 神戸町 神戸小 さかいみく ４年 おばあさんたちのすてきなえがお 岐阜市 岩小 いとうゆい
１年 みんなでりょうり 神戸町 神戸小 たなかなほ ４年 歌ぶきの合宿 瑞浪市 日吉小 浅井　胡粋
１年 おせがき 神戸町 神戸小 まぶちももか ５年 モンキサマースクール 岐阜市 本荘小 松波　奈々
１年 なつまつり 神戸町 神戸小 みずのしほ ５年 今、ぼくに出来ること 神戸町 南平野小 名和　秀晃
１年 かがくかんへいったよ 神戸町 神戸小 みのうらいっぺい ６年 スイスイ成長の夏 岐阜市 日野小 原　真之介
１年 ぶるうべりーがりにいったよ 神戸町 神戸小 やまだたいし ６年 兄の野球 岐阜市 岩小 伊藤　日南
１年 はなびをみたよ 神戸町 神戸小 よしだれんと
１年 はじめてのバイク 揖斐川町 揖斐小 久保田　織
１年 かぶとむし 揖斐川町 揖斐小 橋本　眞音
１年 にじますつり 揖斐川町 揖斐小 廣瀬　琥貴
１年 うみでとびこみをしたよ 揖斐川町 揖斐小 増田ここ南
１年 おやこりょうりきょうしつ 揖斐川町 揖斐小 若原　伊吹
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おめで
とう！

  


