
１年	 ざりがにの　うた	 御嵩町	 伏見小学校	 斎藤　莉々彩

２年	 夏の色	 大垣市	 赤坂小学校	 伊藤　晟冴

３年	 お手つだい　大すき	 岐阜市	 岩小学校	 丹羽　あいり

５年	 感しゃ	 岐阜市	 岩小学校	 丹羽　玲菜

６年	 今を生きる	 神戸町	 下宮小学校	 大井　葵葉

特選 佳作
１年	 あさがお	 岐阜市	 藍川小学校	 平岡　優輝

２年	 ねがい	 岐阜市	 長森西小学校	 竹坊　元希

２年	 あついあつい夏休み	 岐阜市	 	 	 	 	

	 	 岐阜聖徳学園大学附属小学校	 西田　悠真

３年	 セミの羽化	 岐阜市	 茜部小学校	 上浦　奈々

４年	 線香花火	 岐阜市	 藍川小学校	 中島　心美

５年	 いい人見つけたね	 各務原市	 中央小学校	 池光　莉乃

６年	 夏の思い出	 大垣市	 静里小学校	 髙木　聡美
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２年	 あつい夏休み	 坂祝町	 坂祝小学校	 髙木　ゆうな

２年	 おうちキャンプ	 神戸町	 下宮小学校	 宇野　翼

２年	 ひまわり	 羽島市	 中央小学校	 松本　彩芽

２年	 ぼくとセミ	 岐阜市	 日野小学校	 林　真那斗

２年	 ぼくの大すきな日	 大垣市	 中川小学校	 今村　朔久

２年	 お手伝いしたよ	 大垣市	 小野小学校	 藤田　彩花

２年	 アオスジアゲハ	 岐阜市	 	 	 	 	

	 	 岐阜聖徳学園大学附属小学校	 登田　晟路

３年	 あげみとあげりん	 岐南町	 西小学校	 山本　咲月

３年	 じいちゃんとこ屋	 関市	 下有知小学校	 小瀨　航大

３年	 いつもとちがう夏休み	 岐阜市	 茜部小学校	 島崎　未季

４年	 前へ前へ	 中津川市	 西小学校	 相場　純

４年	 ポワン	 岐阜市	 岩小学校	 加藤　めろ

４年	 私をよぶ声	 岐阜市	 長森西小学校	 中山　みお

５年	 私のスキルアップ	 羽島市	 中島小学校	 足名　美音

５年	 夕立ち	 岐阜市	 日野小学校	 林　百杏奈

５年	 きみの歌声	 岐阜市	 岩小学校	 加藤　七海

入選

詩 部門



１年	 ミニトマトがり	 飛騨市	 古川小学校	 菅沼　燈真
１年	 すいかわり	 飛騨市	 古川小学校	 原田　琉菜
１年	 あゆを　たべたよ	 飛騨市	 古川小学校	 南　文也
１年	 やさいとり	 神戸町	 神戸小学校	 下野　杏奈
１年	 とうもろこしがりに　いったよ	 瑞穂市	 本田小学校	 家田　侑奈
１年	 スライムづくり	 本巣市	 弾正小学校	 やまもと　そら
１年	 ママの　ぷれぜんと	 岐南町	 北小学校	 輿水　玲奈
１年	 ぼくと　ねこ	 岐南町	 北小学校	 志田　大耀
１年	 プールあそびを　したよ	 岐南町	 北小学校	 鈴木　香穂
１年	 ロープウェー	 岐南町	 北小学校	 山下　和胡
１年	 クロール　がんばったよ	 養老町	 池辺小学校	 田中　咲妃
１年	 まんてんの　ほし	 高山市	 北小学校	 川津　友里
１年	 れごの　れすとらん	 美濃加茂市	 伊深小学校	 岸本　紗歩
１年	 かわあそび	 美濃加茂市	 伊深小学校	 坂井　あおば
１年	 かわあそび	 美濃加茂市	 伊深小学校	 土屋　凛太郎
１年	 たのしかった　はなび	 揖斐川町	 谷汲小学校	 高間　陽弘
１年	 かきごおり	 本巣市	 土貴野小学校	 おの　みずき
１年	 こうもり	 本巣市	 土貴野小学校	 まぶち　はると
１年	 かせきを　とったよ	 大垣市	 安井小学校	 馬渕　夏向
１年	 ぎふじょうに　いったよ	 岐阜市	 本荘小学校	 鈴木　大隆
１年	 リフトで　ちょうじょうへ　のぼったよ	 	 	
	 	 岐阜市	 本荘小学校	 中林　深緒
１年	 みずあそびを　したよ	 岐阜市	 本荘小学校	 長谷川　実夏
１年	 うみで　さかなを　みつけたよ	 岐阜市	 本荘小学校	 本橋　知真
１年	 あゆの　つかみどり	 岐阜市	 日野小学校	 木ノ下　葵
１年	 いるかに　のったよ	 安八町	 名森小学校	 坂　采佳
１年	 はなび	 安八町	 名森小学校	 岩田　雅弘
１年	 テレビでんわ	 可児市	 桜ヶ丘小学校	 黒井　皇冴
１年	 ワクワク　しょうにゅうどう	 岐阜市	 則武小学校	 中島　唯千香
１年	 かわせみ　はっけん	 池田町	 宮地小学校	 安田　圭佑
１年	 はなび	 岐阜市	 茜部小学校	 竹市　開登
１年	 あさがおが　さいたひ	 岐阜市	 茜部小学校	 村瀬　琴葉
１年	 プール	 岐阜市	 茜部小学校	 長屋　智子
１年	 かぞくで　きゃんぷ	 岐阜市	 茜部小学校	 岩田　歩
１年	 かぞくで　きゃんぷ	 岐阜市	 茜部小学校	 岩田　登
１年	 こども　まつり	 岐阜市	 茜部小学校	 小寺　由乃
１年	 あさがおの　みずやり	 岐阜市	 茜部小学校	 髙田　紗良
１年	 おてつだい	 岐阜市	 茜部小学校	 廣部　琉晴
１年	 おとうさんと　さっかー	 岐阜市	 茜部小学校	 宮谷　治樹
１年	 メロンを　たべたよ	 岐阜市	 茜部小学校	 司馬　佑一
１年	 おふろあらい	 岐阜市	 七郷小学校	 白﨑　奈波
１年	 なつまつり	 岐阜市	 岩小学校	 くぼ　ゆずの
１年	 ゆうがた	 岐阜市	 岩小学校	 にわ　あんり
１年	 いぬを　みにいった	 岐阜市	 岩小学校	 ゆぐち　こまき

１年	 はじめての　かていさいえん	 岐阜市	 岩小学校	 なかむら　げんき
１年	 じてんしゃの　れんしゅう	 岐阜市	 長良西小学校	 熊田　治央
１年	 げんきになる　うなぎ	 岐阜市	 長良西小学校	 山水　咲良
１年	 くさむしりを　したよ	 岐阜市	 長良西小学校	 熊﨑　湊大
１年	 ぐじょうはちまん	 岐阜市	 柳津小学校	 横山　莉子
２年	 はじめてカマスをつったよ	 本巣市	 本巣小学校	 藤田　航輔
２年	 しなないでハリヨ	 大垣市	 安井小学校	 村上　結理
２年	 しょうにゅうどう	 大垣市	 静里小学校	 種村　和真
２年	 さか上がり	 大垣市	 小野小学校	 藤田　彩花
２年	 アイスクリーム	 岐阜市	 茜部小学校	 坪井　元希
２年	 なつの思い出	 岐阜市	 岩小学校	 あさの　しゅうせい
２年	 とりあいバーベキュー	 岐阜市	 岩小学校	 林　りょうご
２年	 妹とはじめてのプール	 岐阜市	 長森西小学校	 ももい　つぐみ
２年	 スイカわり	 岐阜市	 長森西小学校	 そのべ　ももか
２年	 おんせんりょこう	 岐阜市	 長森西小学校	 かとう　夏や
２年	 あゆのつかみどり	 岐阜市	 長森西小学校	 にわ　このみ
２年	 しんぶんっておもしろいな	 岐阜市	 長森西小学校	 小野田　紘人
２年	 夏休みにつくったもの	 岐阜市	 長森西小学校	 山田　あかね
２年	 子どもあんどんまつり絵が書どうてん
	 	 岐阜市	 長森西小学校	 むねひろ　りょうた
２年	 すきがふえた夏休み	 岐阜市	 長森西小学校	 森さか　ゆうじん
２年	 水あそびとバーベキュー	 岐阜市	 長森西小学校	 かたぎり　はるひ
２年	 百メートルおよげたよ	 岐阜市
	 	 岐阜大学教育学部附属小中学校	 髙井　望乃加
３年	 夏休みに出会ったすてきな生き物たち	 	 	
	 	 高山市	 東小学校	 矢　原　綺乃
３年	 あやかの夏まつり	 岐阜市	 長良小学校	 中村　恵嘉
３年	 いろいろな事を学んだ夏休み	 池田町	 温知小学校	 内藤　健心
３年	 きそく正しい夏休み	 岐阜市	 茜部小学校	 澤田　怜諭
３年	 川でドンコをつかまえたよ	 岐阜市	 岩小学校	 かとう　れみ
３年	 先ぞくようとおぼん	 岐阜市	 岩小学校	 くまざわ　ゆいな
３年	 ひまわりを育てたよ	 岐阜市	 三輪北小学校	 岡部　莉央
３年	 夏休み	 岐阜市	 長森西小学校	 わし本　りいな
３年	 家族のためにお手つだい	 岐阜市	 長森西小学校	 黒田　一心
４年	 料理にちょうせん	 羽島市	 中央小学校	 河合　統星
４年	 楽しかったプール	 岐阜市	 岩小学校	 丹羽　知奈里
４年	 プールあそび	 岐阜市	 岩小学校	 恒川　優芽
４年	 ついに夏休みの目ひょう達成	 岐阜市	 長森西小学校	 島　希心
５年	 今年だからこそ	 土岐市	 土岐津小学校	 宮地　利奈
５年	 今日の川はきれいだった！	 岐南町	 西小学校	 安藤　佑奈
５年	 板取川であそんだよ	 岐阜市	 岩小学校	 加藤　悠亜
５年	 宝物作りをがんばったよ	 岐阜市	 岩小学校	 廣江　健汰
５年	 夏の合宿	 岐阜市	 長森西小学校	 伊藤　志音
６年	 おばあちゃんの畑	 下呂市	 金山小学校	 兼山　真空

入選

１年	 みずやり	 岐阜市	 黒野小学校	 おおが	しゅうま
１年	 おてつだい	 岐阜市	 茜部小学校	 久保　依愛
１年	 はしならべ	 岐阜市	 七郷小学校	 長縄　璃音
２年	 きゅうきゅう車にのったなつ休み	 大垣市	 静里小学校	 中原　蓮

３年	 いつもとちがう夏休みの思い出	 岐阜市	 茜部小学校	 松原　虎大朗
４年	 今、私にできること	 各務原市	 那加第二小学校	 道上　愛己
５年	 僕の宝物	 羽島市	 中島小学校	 河合　慶悟
６年	 バッタ	 岐阜市	 網代小学校	 森　未来

特選

１年	 なかんじょがわで　にじますを　つかまえたよ	 	 	 	
	 	 飛騨市	 古川小学校	 中村　蒼人
１年	 たまごやきを　つくったよ	 飛騨市	 古川小学校	 三浦　司彩
１年	 なつやすみの　おはかまいり	 神戸町	 神戸小学校	 岩見　壮真
１年	 ぷーるあそび	 神戸町	 神戸小学校	 東　日向汰
１年	 はじめて　もぐれた	 美濃加茂市	 伊深小学校	 久保田　千歳
１年	 しらたま　づくり	 岐阜市	 本荘小学校	 新井　結依
１年	 おうちで　まつり	 安八町	 名森小学校	 服部　彩夢
１年	 とくべつなひ	 大野町	 西小学校	 今枝　孝介
１年	 あゆの　つかみどり	 大野町	 南小学校	 青木　桜和
１年	 つり	 岐阜市	 茜部小学校	 汲田　翼
１年	 すずしく　なったよ	 岐阜市	 七郷小学校	 島崎　友暉
１年	 がんばれ　カブトムシ	 岐阜市	 西郷小学校	 山上　真太朗

１年	 すいぞくかんへ　いったよ	 岐阜市	 厚見小学校	 辻　菜月葉
２年	 にじ色の夏休み	 瑞穂市	 生津小学校	 牛島　巧人
２年	 ぼくとおばあちゃんのエピソード
	 	 八百津町	 和知小学校	 井戸　柊作
２年	 ゴーヤりょうりに　ちょうせん	 岐阜市	 岩小学校	 にわ　けいご
２年	 コオロギ	 岐阜市	 長森西小学校	 いけ田　しいな
２年	 生きる力	 岐阜市	 長森東小学校	 平光　皆登
３年	 はじめてやって来たメダカさん	 多治見市	 南姫小学校	 伴　香羽
３年	 国道めぐり	 岐阜市	 長森西小学校	 篠田　有衣子
４年	 ぼくが守るもの	 岐阜市	 柳津小学校	 大蔦　昂志
５年	 お昼ごはん大作戦	 岐阜市	 岩小学校	 大野　琥珀
５年	 家で夏祭り	 岐阜市	 岩小学校	 西川　智貴
６年	 剣道を通して学んだこと	 岐阜市	 長森西小学校	 臼井　瑛洸

佳作

作文 部門


