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ニュースリリース 

報道関係者各位 

2009 年 10 月 16 日 

財団法人つくば科学万博記念財団 

 

第 11 回ジュニア発明展入賞作品決定のお知らせ 
 

財団法人つくば科学万博記念財団（理事長：木阪崇司，所在地：茨城県つくば市吾妻 2－

9，TEL：029-858-1100）は，10 月 15 日（木）に漫画家・松本零士氏を審査委員長とする第

11 回ジュニア発明展の発明作品審査を行い，小中学生各部門から最優秀賞に跡見理紗（あ

とみりさ）さんの「片手で出せるポンプ」，原田悟（はらださとる）君の「牛乳パックリサ

イクル安全カッター」を選出しました。また，この他，37点の作品が入賞となりました。 

ジュニア発明展は，アイディアを形にするというプロセスを通して将来を担う子どもたち

の創造性を高めることを目的とし，全国の小中学生を対象に毎年開催しています。今年は昨

年を上回る 6,966 点のアイディアの応募があり，第 1次審査を通過した 173 点の発明作品に

ついて入賞作品の選定を行いました。 

なお，子どもたちの発明作品は，10 月 17 日（土）から平成 22 年 1 月 31 日（日）まで，

つくばエキスポセンターで開催する作品展示会で展示します。子どもたちの創造力あふれる

作品をぜひご覧下さい。 

 

＜最優秀作品の紹介＞ 

  

小学生部門 跡見理紗さんの作品 

「片手で出せるポンプ」 

中学生部門 原田悟君の作品 

「牛乳パックリサイクル安全カッター」 

受賞のポイント 

片手だけでシャンプーやボディソープを出

すことができ，介護用品としても利用できる

実用性が評価されました。 

受賞のポイント 

安全に牛乳パックの底を切ることができる

実用性と安全性，また，その工作技能の高さ

が評価されました。 

 

 

 

‐‐‐お問い合わせ‐‐‐ 

財団法人つくば科学万博記念財団 

TEL：029-858-1100（代），FAX：029-858-1107 

画像提供・取材に関するお問い合わせ ジュニア発明展に関するお問い合わせ 

企画調整室 小林／小岩井 運営業務部 島 
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【参考資料】 

1.入賞者一覧 

■小学生部門 

賞 氏名 作品名 学校名・団体名 

最優秀賞 

 

跡見 理紗 

(あとみ りさ) 

片手で出せるポンプ 愛知県刈谷市立双葉小

学校 5年 

優秀賞 植田 晃仁 

(うえだ あきひと) 

エコ遊園地 豊田少年少女発明クラ

ブ 6年 

優秀賞 福井 もも 

(ふくい もも) 

ゆめのバレリーナ 豊田少年少女発明クラ

ブ 3年 

優良賞 

 

鈴木 孝寛 

(すずき たかひろ) 

まほうのえのぐせっと 愛知県刈谷市立双葉小

学校 1年 

優良賞 

 

佐藤 史尚 

(さとう ふみひさ) 

近くに見える虫かご 愛知県刈谷市立双葉小

学校 3年 

優良賞 平澤津 実紗希 

(ひらさわつ みさき) 

あなたのおなかはメタ

ボ！信号機タオル 

愛知県刈谷市立富士松

北小学校 6年 

子供の科学賞 

 

足立 雅樹 

(あだち まさき) 

おでかけ安全チェック箱 愛知県大府市立大府小

学校 4年 

発明学会賞 羽島 大貴 

(はじま だいき) 

エコ＆エチケットふくろ

つきかさ 

東京都渋谷区立長谷戸

小学校 2年 

学習研究社賞 

 

加藤 貴大 

(かとう たかひろ) 

見守り君 愛知県刈谷市立双葉小

学校 6年 

発明作品審査 

委員長特別賞 

田中 誠温 

(たなか まさはる) 

車イス用万能テーブル 青森県八戸市立下長小

学校 5年 

佳作 妹尾 咲良 

(せのお さくら) 

500 円玉しか入らない貯

金箱 

愛知県刈谷市立双葉小

学校 3年 

佳作 石川 歩夢 

(いしかわ あゆむ) 

おりたたみがさカバーも

う失くさん 

愛知県刈谷市立双葉小

学校 3年 

佳作 中野 雅也 

(なかの まさや) 

飛び出る皿入れ 愛知県刈谷市立富士松

北小学校 4年 

佳作 石井 健聖 

(いしい けんせい) 

止まらない車 豊田少年少女発明クラ

ブ 3年 

佳作 

 

吉原 舞 

(よしわら まい) 

らくらくびんのゴムあけ 茨城県阿見町立阿見小

学校 6年 

佳作 来栖 澄香 

(くるす さやか) 

ゆでたまコロコロ 茨城県つくば市立二の

宮小学校 5年 

佳作 松崎 朝花 

(まつざき あさか) 

マグネットピン 茨城県つくば市立二の

宮小学校 6年 

佳作 古市 息吹 

(ふるいち いぶき) 

楽々ドライヤー 茨城県つくば市立二の

宮小学校 6年 

佳作 大八木 玲奈 

(おおやぎ れな) 

魔法のせんたく物ほし 茨城県つくば市立二の

宮小学校 4年 

佳作 吉田 真也 

(よしだ しんや) 

荷物にもシートベルト 茨城県取手市立戸頭西

小学校 6年 

団体奨励賞 愛知県刈谷市立双葉小学校 

団体特別賞 茨城県つくば市立二の宮小学校 
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■中学生部門 

賞 氏名 作品名 所属 

最優秀賞 原田 悟 

(はらだ さとる) 

牛乳パックリサイクル安

全カッター 

愛知県安城市立安城北

中学校 3年 

優秀賞 松吉 志 

(まつよし のぞみ) 

楽らく速クス 茨城県高萩市立高萩中

学校 1年 

優秀賞 筑波 徳之 

(つくば のりゆき) 

シャボン玉アドバルーン

発射装置 

新潟市少年少女発明ク

ラブ 2年 

優良賞 田中 大樹 

(たなか ひろき) 

温度計付きなべ敷き 愛知県刈谷市立依佐美

中学校 1年 

優良賞 坂野 未来 

(さかの みらい) 

ぴったりセロテープ 愛知県刈谷市立富士松

中学校 2年 

優良賞 隈部 彩子 

(くまべ あやこ) 

どこでもパリッとふっく

ら乾燥機 

愛知県刈谷市立刈谷東

中学校 1年 

子供の科学賞 小松 達矢 

(こまつ たつや) 

ズレない分度器 愛知県刈谷市立刈谷東

中学校 3年 

発明学会賞 田中 将大 

(たなか まさひろ) 

手提げブックカバー 愛知県刈谷市立依佐美

中学校 2年 

学習研究社賞 岸野 乃々 

(きしの のの) 

聞こえるまくら 愛知県刈谷市立刈谷東

中学校 1年 

発明作品審査 

委員長特別賞 

浦野 愛稀 

(うらの あき) 

簡単に取り出せる BOX 愛知県刈谷市立刈谷東

中学校 2年 

佳作 間正 直利 

(ましょう なおみち) 

ごみ集めサポートリング 愛知県刈谷市立刈谷東

中学校 3年 

佳作 杉谷 有香 

(すぎたに ゆか) 

分かるしおり 愛知県刈谷市立刈谷東

中学校 2年 

佳作 神谷 柚葉 

(かみや ゆずは) 

スライド式ひじかけ 愛知県刈谷市立刈谷東

中学校 2年 

佳作 川島 惇 

(かわしま あつし) 

超ふぁいる 愛知県刈谷市立依佐美

中学校 2年 

佳作 中根 彩未 

(なかね あやみ) 

～忙しい毎日にエールを

送る～指ふエール 

愛知県刈谷市立依佐美

中学校 3年 

佳作 大隅 萌加 

(おおすみ もえか) 

電池残量測定器 愛知県刈谷市立雁が音

中学校 2年 

佳作 小栗 唯人 

(おぐり ゆいと) 

ボタン止め 愛知県刈谷市立雁が音

中学校 3年 

佳作 

 

新實 啓太 

(にいみ けいた) 

SOLA 愛知県刈谷市立朝日中

学校 1年 

佳作 黒野 普慈佳 

(くろの ふじか) 

簡単・画鋲取り機 愛知県刈谷市立朝日中

学校 2年 

団体奨励賞 愛知県刈谷市立刈谷東中学校 

団体特別賞 茨城県高萩市立高萩中学校 
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＜発明作品審査会を終えての松本零士審査委員長の総評＞ 

「今回の作品を大別すると，実用的なもの，安全性を追求したもの，娯楽的なものの 3つに

分かれており，生活や日々の行動パターンに密着した発明作品が多かった。工作技能が高く，

発明への情熱を感じる作品が多く，すべての作品に賞をあげたかった。」 

 

2.ジュニア発明展について 

ジュニア発明展は，昨今の理科離れや私たちの産業を支える「モノづくり」の振興という

背景から，発明を奨励し，アイディアを形にするという過程を通して青少年の創造性を高め

ることを目的に開催しています。 

 

＜第 11回ジュニア発明展概要＞ 

名 称： 第 11 回ジュニア発明展 

応募資格： 全国の小中学生 

応募期間： 4月 13 日（月）～6月 12 日（金） 

表 彰 式： 11 月 14 日（土） 

主 催： 財団法人つくば科学万博記念財団 

後 援： (社)発明学会，(株)誠文堂新光社「子供の科学」誌，全国科学館連携協議

会，(株)学習研究社，茨城県，茨城県教育委員会，つくば市，つくば市教

育委員会 

協 力： (財)日本宇宙少年団，科学万博つくば’85 民間出展者の会（つくば会），

板橋区教育委員会，板橋区立教育科学館 

 賞  ： 最優秀賞 1点 
(財団法人つくば科学万博記念財団理事長賞) 

優秀賞 2点 

優良賞 3点 

子供の科学賞 1点 

発明学会賞 1点 

学習研究社賞 1点 

発明作品審査委員長特別賞 1点 

佳作 10 点程度 

団体奨励賞 1団体 

団体特別賞 1団体 

 

3.応募数等 

応募数：応募されたアイディア数 

小学生部門 2,000 点 

中学生部門 4,966 点 

   合計 6,966 点 

 

入選数：アイディア審査入選数 

小学生部門 101 点 

中学生部門 101 点 

合計 202 点 

 

作品数：提出された作品数 

小学生部門 94 点 

中学生部門 79 点 

合計 173 点 

 



 

 5 / 5 
 

ニュースリリース 

4.日程 

応募受付   ：4月 13 日（月）～6月 12 日（金） 

アイディア審査会（1次審査） ：7月 4日（土）・5日（日） 

アイディア審査結果通知 ：7月 10 日（金） 

作品提出期限   ：10 月 2日（金） 

発明作品審査会（2次審査） ：10 月 15 日（木） 

発明作品審査結果通知  ：10 月 16 日（金） 

作品展示会 当館  ：10 月 17 日（土）～平成 22 年 1 月 31 日（日） 

板橋  ：平成 22年 2月 6日（土）～2月 28 日（日） 

表彰式    ：11 月 14 日（土） 

 

5.作品展示会概要 

名 称： 第 11 回ジュニア発明展 作品展示会 

開催期間： 10 月 17 日（土）～平成 22 年 1 月 31 日（日） 

※平成 22 年 2 月 6 日（土）～2 月 28 日（日）は，板橋区立教育科学館で

展示を行います。 

場 所： つくばエキスポセンター 2階多目的ホール 

料 金： 大人（18歳以上） 300 円 ／小人（4歳～高校生） 150 円 

※3歳以下は無料 

休 館 日： 毎週月曜（祝日の場合は開館，翌日休） 

※12 月 1日（火）～4日（金）は番組装てんのため臨時休館となります。 

※12 月 28 日（月）～1月 4日（月）は年末年始休館となります。 

 

6.表彰式について 

入選者に対する表彰は，11 月 14 日（土）につくばエキスポセンター1 階エントランスホ

ールで行います。 


