
 

 

報道関係者各位 

（財）つくば科学万博記念財団 

つくばエキスポセンター 

 

 

第８回ジュニア発明展の入賞作品及び作品展示会の開催について 

 

(財)つくば科学万博記念財団(理事長 木阪 崇司）では、昨年に引き続き、今年も全国

の小中学生を対象に「第８回ジュニア発明展」を開催いたしております。 

 去る１１月２１日（火）に松本零士氏を審査委員長とする発明作品審査会を開催し、

別紙の入賞作品が決定いたしましたので、お知らせいたします。 

 また、１１月２５日（土）から１月２８日（日）まで、つくばエキスポセンター２階

ＡＶホールにて作品展示会を開催いたしますので、合わせてお知らせいたします。 

 今後ともジュニア発明展にご支援ご協力の程よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜このリリースに関するお問い合わせ先＞ 
（財）つくば科学万博記念財団 〒305-0031 茨城県つくば市吾妻２－９ 

TEL:029-858-1100 FAX:029-858-1107 
【取材に関する問い合わせ】       企画調整室  小林／山口／浜 
【ジュニア発明展に関する問い合わせ】  運営業務部  島 

つくばエキスポセンター 
2006年11月24日 



参考資料 

 

日程 

 応募受付        平成１８年４月１日（土）～同年６月２３日（金） 

アイディア審査会    平成１８年７月７日（金） 

アイディア審査結果送付 平成１８年７月１３日（木）：応募者あてに発送 

作品提出締め切り    平成１８年１１月１０日（金） 

発明作品審査会     平成１８年１１月２１日（火） 

発明作品審査結果通知  平成１８年１１月２２日（水）：入賞者のみ通知    

作品展示会       平成１８年１１月２５日（土） 

～平成１９年１月２８日（日）：エキスポセンター 

平成１９年２月３日（土） 

～平成１９年３月４日（日）：板橋区立教育科学館 

表彰式         平成１９年１月１３日（土） 

作品返送        平成１９年３月中 

 

 

応募数等 

応募数：応募されたアイディア数 

  小学生部門  ７２７点 

  中学生部門 ４４７０点 

    その他    ２点     合計 ５１９９点 

入選数：アイディア審査入選数 

  小学生部門  ７４点 

  中学生部門 １０５点 

その他   １点       合計 １８０点 

作品数：提出された作品数 

 小学生部門 ７３点 

  中学生部門 ９７点 

その他  １点        合計 １７１点 

 



第8回ジュニア発明展入賞者一覧 

 

小学生部門 

最優秀賞 山本 颯太 すきまくん 岡崎市立竜美丘小学校６年 

優秀賞 田中 大樹 定規付き紙に穴のあかな

いコンパス 

刈谷市立小垣江小学校４年 

優秀賞 柘植 千智 すきまに入る自転車 豊田少年少女発明クラブ５

年 

優良賞 鈴木 千穂 １つの水とうの中に３つ

ののみ物 

土浦市立神立小学校４年 

優良賞 久松 浩暉 楽ちん座布団 刈谷市立東刈谷小学校６年 

優良賞 片田 莉奈 スカートになるシャツ 刈谷市立東刈谷小学校６年 

子供の科学賞 加藤 青大 ペットボトルのラベル

楽々とりき 

刈谷市立東刈谷小学校５年 

発明学会賞 村上 和希 すみそうじ 便利ぼうき 八戸市少年少女発明クラブ

５年 

学習研究社賞 村松 嵩大 ページめくりき 刈谷市立東刈谷小学校３年 

佳作 松山 玲奈 ０ｃｍピッタリ定規 かすみがうら市立佐賀小学

校５年 

佳作 三上 潤 らくちんぞうきんかけ 刈谷市立東刈谷小学校４年 

佳作 坂口 勇太 ソースアンドしょうゆ入

れ 

岡崎市立矢作東小学校６年 

佳作 和田 真実矢 キュービックチェアー 豊田少年少女発明クラブ５

年 

佳作 長澤 佳奈 両方本たおれ止めミニ本

立て 

刈谷市立小垣江小学校４年 

佳作 三井 元希 土草ふんべつき 刈谷市立小垣江小学校４年 

佳作 塩見 圭史 食事しマスク 七田チャイルドアカデミー

岐阜教室６年 

佳作 松本 光司 手ぶらかさ 岡山市立城東台小学校５年 

佳作 西村 佳恵 お知らせです！換気扇『カ

エドキ』フィルター 

北区立王子第五小学校５年 

佳作 正田 真悟 うごく太陽系パート３ つくば市立桜南小学校４年 

団体奨励賞 刈谷市立東刈谷小学校 

審査委員長特

別賞 

土浦市立神立小学校 

 



中学生部門 

最優秀賞 鈴木 澪莉 盗難防止用傘 刈谷市立朝日中学校２年 

優秀賞 斎能 和輝 グラグラ湯呑みストッパ

ー 

愛知教育大学附属岡崎中学

校１年 

優秀賞 吉谷 拓真 指先ＬＩＧＨＴ 神戸市立平野中学校２年 

優良賞 三治 利城 落ちないどっちでも引き

出し 

刈谷市立依佐美中学校２年 

優良賞 山本 麗美 つり棚用オートロックレ

バー 

刈谷市立朝日中学校２年 

優良賞 鈴木 啓史 指「揮」者くん 刈谷市立雁が音中学校１年 

子供の科学賞 野村 亜希 暗記めがね 刈谷市立刈谷南中学校３年 

発明学会賞 早矢仕 華穂 スッポリシューズ 刈谷市立刈谷東中学校1年 

学習研究社賞 日本宇宙少年

団武雄分団 

かさプラネタリウム  

佳作 中村 太一 あけたらアクとれーる。 渋谷教育学園幕張中学校１

年 

佳作 大橋 裕 かんたんファイル 知立市立竜北中学校１年 

佳作 加藤 一輝 ブルブルぶとん 刈谷市立朝日中学校２年 

佳作 筒井 ありみ 静電気ハタキ付き すき

間ノズル 

刈谷市立富士松中学校２年 

佳作 早川 洋平 麻婆豆腐カッター 刈谷市立富士松中学校２年 

佳作 小林 飛也 形状記おく合金ギブス 刈谷市立富士松中学校1年 

佳作 小野 綾子 クルッとパ！ 愛知教育大学附属岡崎中学

校３年 

佳作 古本 真也 すし上手 刈谷市立刈谷東中学校1年 

佳作 杉阪 朋也 ジャストキーロック 刈谷市立刈谷東中学校３年 

佳作 神谷 浩子 らくらくかさとじ 刈谷市立刈谷南中学校３年 

佳作 小嶋 里佳 思いやりバー 刈谷市立刈谷南中学校３年 

佳作 近藤 真里 やさしい孫の手 刈谷市立刈谷南中学校１年 

佳作 三浦 健太郎 高さが変わる変形チェア

ー 

刈谷市立依佐美中学校３年 

団体奨励賞 刈谷市立朝日中学校 

審査委員長特

別賞 

土浦市立土浦第四中学校 

 

 


