
都道府県 学校名 学年 氏名 作品名

小学生の部 兵庫県 川西市立清和台南小学校 3 中井　咲希 雨水活用大作戦

千葉県 八千代松陰中学校 1 小林　歩未 我が家の工夫

神奈川県 横浜共立学園中学校 1 池田　梨紗 雨の日は顔を上げて

小学生の部 兵庫県 姫路市立大津茂小学校 2 松山　淑乃 雨フレ村

中学生の部 栃木県 那須烏山市立荒川中学校 2 平間　史保 雨は命の源

小学生の部 北海道 苫小牧市立ウトナイ小学校 2 古川　良晟 雨で心をなごませる音をつくろう

中学生の部 山梨県
国立大学法人山梨大学教育人間科学部
附属中学校

1 小平　守莉 雨と一緒に暮らしちゃおう

小学生の部 山形県 山形市立西小学校 6 吉原　千尋 雨水は　りっぱな資源　地球の宝

中学生の部 神奈川県 神奈川県立平塚中等教育学校 2 櫻井　奈緒 雨水で育む　エコの芽　自然の芽

都道府県 学校名 学年 氏名 作品名

小学生の部 宮崎県 都城市立山之口小学校 5 德永　大陽 ハッピーレイニーデー

中学生の部 宮崎県 宮崎学園中学校 3 德永　万琳 雨活二百年プロジェクト

小学生の部 三重県 津市立成美小学校 6 利藤　愛菜 雨は命のしずく

中学生の部 京都府 精華町立精華西中学校 2 中西　優多朗 雨を活かそう！雨活ロボ

小学生の部 北海道 札幌市立円山小学校 5 赤祖父　ゆず香 北の雨活（雪だって空からのおくりもの）

中学生の部 佐賀県
国立大学法人佐賀大学文化教育学部
附属中学校

2 山口　颯仁 雨活温泉

小学生の部 大阪府
特定非営利活動法人
箕面こどもの森学園小学部

5 白井　岳歩 雨水を　家族で共有　水いらず

中学生の部 東京都 江東区立深川第四中学校 3 大橋　怜央 雨水を　使うと気持ちは　晴れ模様

都道府県 学校名 学年 氏名 作品名

大阪府 交野市立星田小学校 3 下薗　実桜 雨水でえがお

千葉県 千葉市立稲毛小学校 6 嶋田　莉彩 雨水の活用と雨水発電

三重県 桑名市立星見ヶ丘小学校 6 石守　楓 自然の利用

三重県 四日市市立中央小学校 6 山　由菜 世界の雨問題を解決するには

三重県 四日市市立内部東小学校 6 大家　乙人 雨水を効率良く活用するためのアイデア

千葉県 八千代松陰中学校 1 楠田　都尋 雨水について

神奈川県 横浜共立学園中学校 1 渡　那菜 雨からつながる

神奈川県 横浜共立学園中学校 1 上野　友貴 江戸時代と今と雨

香川県 坂出市立白峰中学校 2 　颯之助 雨水と人の動き

神奈川県 川崎市立久本小学校 1 浅井　咲嬉 雨もいいね

福島県 会津若松市立鶴城小学校 2 遠藤　萌花 じゅぎょうで雨水とり

鹿児島県 鹿児島市立吉野小学校 2 野元　一輝 雨水ためて　さいりよう

岡山県 倉敷市立倉敷南小学校 5 黒川　紗那 雨の恵をありがとう

香川県 高松市立高松第一小学校 5 松木　諒 雨水ためてエコ生活

静岡県 浜松市立湖東中学校 1 辻村　千佳 雨水で生活が変わる

静岡県 浜松市立湖東中学校 1 上谷　奈瑚美 大切な資源へ…

東京都 和洋九段女子中学校 2 須賀　真由 雨と暮らせている幸せ

徳島県 石井町高浦中学校 2 藤田　めい 雨は天からの恵み

徳島県 石井町高浦中学校 3 佐々木　瑞穂 暮らしを潤す雨水利用

小学生の部 岐阜県 多治見市立昭和小学校 6 吉田　亮雅 雨の研究

福岡県 中村学園女子中学校 1 新開　葵 安心安全な水

福岡県 北九州市立大谷中学校 2
笠原　桃子
森 ふうか

雨水で車を動かそう。

広島県 東広島市立郷田小学校 1 黒木　理宇 みずやりは　あめにおまかせ　ぼくのにわ

大分県 国東市立武蔵西小学校 2 上岡　知暉 雨水ためて　エコ生活　つかってにっこりお母さん

京都府 立命館小学校 4 柏木　美紅 雨活で　ひろげる知恵の輪　きづく明日

神奈川県 平塚市立金田小学校 6 山口　さくら 雨水は　自然を豊かにする力

鹿児島県 さつま町立求名小学校 6 中村　涼 雨水は大事な資源　使えるぼくらはエコ名人

東京都 中央区立日本橋中学校 1 大井　梨々花 雨水も　活用すれば　七変化

石川県 輪島市立上野台中学校 1 山下　真矢 雨水は、　山、海、空の　命のバトン

神奈川県 神奈川県立平塚中等教育学校 2 弘光　慎太郎 雨水を　ためて打ち水　夏の午後

福井県 勝山市立勝山北部中学校 2 小林　聖弥 雨水を活用し、未来へつなぐ　環境貯金

福岡県 北九州市立大谷中学校 3 中川　このみ 雨の日はしずくの奏でるコンサート
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