
<参考資料>

【最優秀賞】
都道府県 学校名 学年 氏名 作品名

小学生の部 島根県 松江市立八雲小学校 6 石倉　要 雨のめぐみを生かした能楽堂

中学生の部 岡山県 金光学園中学校 3 細井　里桂子 マツダスタジアムの意外な一面

小学生の部 兵庫県 尼崎市立明城小学校 5 岡本　颯 雨水が育む命

中学生の部 神奈川県 秦野市立南が丘中学校 2 鈴木　悠天 天水（あまみず）と共に生きる

小学生の部 長野県 長野市立緑ヶ丘小学校 4 西村　瑚春 何で山の方は雨がふりやすいか？

中学生の部 岡山県 岡山県立倉敷天城中学校 3 土肥　桃子
雨水のコントロールによる農業生産物の品質向上を考える
～水の与え方とトマトの糖度の関係を調べる～

小学生の部 沖縄県 那覇市立泊小学校 1 黒木　拓斗 あまみずは　おふろやといれの　ちょきんばこ

中学生の部 茨城県 守谷市立御所ケ丘中学校 2 秋田　友香 水の星　雨でつながる　命の輪

【優秀賞】
都道府県 学校名 学年 氏名 作品名

小学生の部 宮城県 仙台市立南吉成小学校 3 堀内　夕太朗 おじいちゃんが教えてくれたこと。

中学生の部 奈良県 帝塚山中学校 1 太田　有紗 雨水で音楽を奏でよう

小学生の部 静岡県 富士宮市立大富士小学校 5 深澤　亜希 この水1ぱいにもかんしゃの心を

中学生の部 大阪府 大阪市立大宮中学校 1 浪岡　宙輝 自然と共に生きる力　恵の雨を大切に

小学生の部 宮城県 仙台市立台原小学校 4 川上　楓音 雨の特長を生かしてエコな活用を考える実験

小学生の部 愛知県 豊橋市立西郷小学校 2 萩原　聖也 雨の音を楽しむレインハット

中学生の部 東京都 千代田区立九段中等教育学校 2 菊池　優吾 雨水と水道水　どちらが植物の成長に良いのか

小学生の部 高知県 須崎市立新荘小学校 5 浅岡　志歩 あめふった　おそらからの　プレゼント

中学生の部 滋賀県 大津市立瀬田北中学校 1 杉本　瑞季 雨水で　育つよエコの芽　自然の芽

【佳作】
都道府県 学校名 学年 氏名 作品名

大阪府 八尾市立長池小学校 4 深井　由季 雨水とかばちゃん

岡山県 朝日塾小学校 4 菅　悠希 雨のせいのねがい

京都府 立命館小学校 3 太田　尚輝 み来の町

香川県 香川大学教育学部附属坂出小学校 3 松岡　まとい 大切な雨水

福岡県 筑紫野市立吉木小学校 3 富川　叶大 雨水を活用する

埼玉県 さいたま市立浦和中学校 2 姫　越翔 雨を使おう

滋賀県 大津市立瀬田北中学校 2 平井　ゆう 東京オリンピック

岐阜県 岐阜市立加納中学校 1 園部　月梨 雨水ボタン

静岡県 浜松市立三方原中学校 1 柏木　遥翔 雨蛙王国に学ぶ雨活

兵庫県 兵庫県立大学附属中学校 1 髙見　華 蘇れ廃校の小学校

栃木県 日光市立大沢小学校 6 八鍬　希梨 恵の雨に感謝『ありがとう』

熊本県 益城町立広安小学校 6 溝口　はな 大切な一滴

熊本県 益城町立広安小学校 5 小形　梨奈 雨水を大切に

神奈川県 相模原市立谷口台小学校 4 井田　美南 雨水調整フィルター

岡山県 朝日塾小学校 4 荒木　詩織 世界に命を守る雨水を

千葉県 八千代松陰中学校 3 古川　真帆 雨水は天水　その一滴から無限の可能性

東京都 東京学芸大学附属国際中等教育学校 3 城　穂歌 雨水が地球を救う

宮城県 登米市立豊里中学校 2 阿部　向日葵 雨は活きている

東京都 調布市立調布中学校 2 岡部　創 雨活アイデア

愛知県 名古屋市立冨士中学校 2 長谷川　桜 水源の森

山梨県 上野原市立上野原西中学校 1 石井　美羽 大切な資源

愛媛県 松山市立北条小学校 4 吉野　開翔 雲ができるしくみ

岡山県 朝日塾小学校 4 藤田　暖生 雨活ドライブ

京都府 立命館小学校 2 佐藤　真莉 みんなが楽しい雨水ランド

千葉県 千葉市立こてはし台中学校 2 菅野　晴聖 ガレージの屋根を利用した非常用水の貯水タンク

兵庫県 滝川第二中学校 2
中山　紗蘭
北山　晃靖
宮本　花果

雨が埃をきれいにする!?

埼玉県 さいたま市立西原中学校 1 科学部 雨の日をハッピーに

兵庫県 滝川第二中学校 1 矢部　俊道 土が吸収する雨水量を評価する

東京都 練馬区立光和小学校 6 加藤　大和 雨水は　ためるとお得な　ポイントだ

東京都 練馬区立光和小学校 6 赤羽　俊哉 ぼくたちの　くらしをまもる　ひとしずく

福岡県 福岡市立百道浜小学校 5 眞子　友希 夕立が　花の水やり　お手つだい

東京都 国立学園小学校 4 鈴木　彩良 水源林　よごれは通さず　水通す

東京都 昭島市立玉川小学校 1 杉山　生真 あつまれば　せいかつたすける　ちからもち

東京都 千代田女学園中学校 3 渡　紗英 雨の旅　緑のダムから　青い海

香川県 綾川町立綾南中学校 3 笠松　久人 森と川　守ろう雨の　通り道

東京都 東京都立大泉高等学校附属中学校 2 持田　唯花 繋げよう　恵みの雨の　リサイクル

香川県 高松市立高松第一中学校 2 小西　涼菜 もったいない　工夫次第で　生きる水

東京都 成城中学校 1 伊藤　涼介 雨の旅　集めた水で　七変化
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【努力賞】
都道府県 学校名 学年 氏名 作品名

茨城県 土浦市立真鍋小学校 6 鈴木　蒼生 ぼくが考える雨活用方法

山梨県 山梨市立日下部小学校 6 山田　晴日 雨の日の音楽会

大阪府 堺市立南八下小学校 5 河合　愛穂 考えよう！雨水活用法

和歌山県 田辺市立田辺第二小学校 5 土井　幹太 雨水は何に活用できるか

福岡県 福岡市立百道浜小学校 1 岡田　百恵 あめをたいせつにするほうほう

埼玉県 さいたま市立浦和中学校 2 大島　駿 雨を貯めずに活用する方法

静岡県 浜松市立西部中学校 2 澤村　紀香 雨子ちゃんの大冒険！

兵庫県 関西学院中学部 2 藤原　彩花 雨水の活用

福島県 いわき市立玉川中学校 1 若松　心春 雨水をどう活用するか

京都府 八幡市立男山東中学校 1 藤林　咲恵 雨のお祭り

大阪府 吹田市立第五中学校 1 横田　菜月 無題

静岡県 富士宮市立大富士小学校 5 眞島　侑香 雨水でエコ！

福岡県 福岡市立美和台小学校 5 中村　玲菜 雨水活用！

宮城県 仙台市立松森小学校 4 渡邉　聖和 雨森水を大切に

大阪府 八尾市立長池小学校 4 川ノ上　敢太 雨を利用しよう

大阪府 大阪市立波除小学校 4 山下　乃愛 雨を大切に

岡山県 朝日塾小学校 4 忠政　奈歩 この雨水を有効に

沖縄県 豊見城市立豊見城小学校 4 大宜見　羽世 水は大切

宮城県 登米市立豊里中学校 3 佐々木　まいか 雨は地球の宝

愛知県 名古屋市立冨士中学校 3 岡村　珠樹 水のリンネ

兵庫県 神戸市立夢野中学校 3 杉田　彩夏 空からの恵み

福岡県 福岡市立野間中学校 2 出利葉　樂 雲からのプレゼント

福岡県 福岡市立野間中学校 2 吉川　らら 雨水は地球をうるおわせる。

山梨県 上野原市立上野原西中学校 1 工藤　ひなこ 雨水のじゅんかん

岐阜県 多治見市立平和中学校 1 石川　雄也 Ｗで雨水活用カー

長野県 軽井沢町立軽井沢西部小学校 6
鈴村　朋佳
水澤　胡桃

ろ過装置を作ろうパート２

福岡県 福岡市立百道浜小学校 5 鈴木　貴桃 雨水の再利用

宮城県 仙台市立台原小学校 4 大友　研次郎 雨の量を調べよう

岡山県 朝日塾小学校 4 浅井　雫 トマトとキュウリがおいしくできる方法

千葉県 千葉市立平山小学校 6 平野　拓真 雨を使って暮らしを豊かにね

福島県 福島市立福島第三小学校 5 遠藤　萌花 雨水コンサート

千葉県 市川市立八幡小学校 5 大久保　凪紗 エコ観覧車

香川県 香川大学教育学部附属坂出小学校 4 筒井　眞心 無題

石川県 北陸学院小学校 3 本倉　三麒 雨水を活用した夢の機械

熊本県 益城町立広安小学校 3 大塚　太郎丸 雨は楽しい音楽会

北海道 札幌市立米里中学校 1～3 科学部 側溝のイバラトミヨの保護活動4年目

東京都 千代田区立九段中等教育学校 2 髙田　隆真 ナスから考える酸性雨

東京都 東京都立大泉高等学校附属中学校 2 長野　桜 ビオトープと雨水利用

東京都 大田区立羽田中学校 1 古澤　愛 雨活実験　～雨水をきれいにしよう～

東京都 東京都立三鷹中等教育学校 2 髙森　芽依 雨をキレイに活用

宮崎県 宮崎大学教育学部附属中学校 2 石川　達郎 雨水を使う洗車機

京都府 立命館宇治中学校 1 赤松　胡美 不快な状況を仲間と共に

兵庫県 兵庫県立大学附属中学校 1 山脇　愛理 ケンちゃんと雨

神奈川県 相模原市立淵野辺小学校 6 小堀　瑞季 雨水は　「さあ使って」と　待っている

兵庫県 神戸市立本山第一小学校 6 前河内　里紗 雨活は　水を大事に　する心

広島県 東広島市立郷田小学校 6 山野　由貴 雨水を　ためて活用　広がる未来

宮城県 仙台市立吉成小学校 5 横溝　惺哉 雨活で　昔の知恵が　生かされる

愛知県 小牧市立三ツ渕小学校 5 澤田　侑茉 水ぶそく　雨水活かして　解消だ

福岡県 福岡市立花畑小学校 5 赤坂　風花 夢はねぇ　雨で電気を　つくるんだ

秋田県 潟上市立飯田川小学校 4 伊藤　大晟 雨の日は　自然の作った　オルゴール

岡山県 朝日塾小学校 4 賀山　桜 雨水で　じいちゃんの野菜　おいしいよ

福岡県 北九州市立寿山小学校 4 森川　凜花 雨の日に　しずくの音で　えんそう会

栃木県 真岡市立真岡西中学校 3 石崎　月菜 雨水は　もしもの時の　命綱

香川県 綾川町立綾南中学校 3 兵頭　侑樹 雨水は　みんなを支える　希望の光

香川県 綾川町立綾南中学校 3 小島　桃花 雨水も　大事な1つの　非常水

宮城県 石巻市立蛇田中学校 2 森田　めぐみ 広げよう　雨の力を　未来へと

茨城県 守谷市立御所ケ丘中学校 2 濵野　南夏 雨水は　「生きろ」と地球の　メッセージ

東京都 中央区立晴海中学校 2 石倉　涼葉 雨の日も　雨活すれば　いい気持ち

東京都 東京都立三鷹中等教育学校 2 大澤　愛沙美 雨水は　無料で使える　おくりもの　活用次第で　未来も潤う

兵庫県 賢明女子学院中学校 1 藤原　聖奈 姿変え　時間と手間で資源へと　大地のめぐみ　つながる輪っか

【団体奨励賞】
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瀧川学園　滝川第二中学校

大田区立羽田中学校

益城町立広安小学校

八幡市立男山東中学校

大阪市立波除小学校


