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2013 年 10 月 25 日 

公益財団法人つくば科学万博記念財団 

 

 

第第第第 11115555 回回回回全国全国全国全国ジュニア発明展ジュニア発明展ジュニア発明展ジュニア発明展入賞入賞入賞入賞作品決定のお知らせ作品決定のお知らせ作品決定のお知らせ作品決定のお知らせ    
 

 

公益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 23 日（水）に第 15 回全国ジュニア発明展の発明作品審査（2 次）を行いまし

た。小学生部門から群馬県の清水 理久斗（しみず りくと）さんの「とめるでガッチャン」、中学生部

門から青森県の佐野 竜也（さの たつや）さんの「害虫駆除ハンド」を最優秀賞に選出したほか、小

中学生各部門合わせて 40点の作品が入賞となりました。 

全国ジュニア発明展は、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約 7,800

点のアイディアの応募があり、アイディア審査（1次）を通過した 193 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 26 日（土）から 11 月 24 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。子ども達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 「とめるでガッチャン」 

群馬県高崎市立里見小学校 6 年 

（高崎少年少女発明クラブ） 

清水 理久斗（しみず りくと）さんの作品 

中学生部門 「害虫駆除ハンド」 

青森県八戸市少年少女発明クラブ（中学 3 年） 

（八戸市立白山台中学校） 

佐野 竜也（さの たつや）さんの作品 

受賞のポイント 

穴あけパンチにホッチキスを取り付けた作品で

す。同時に穴あけとホッチキスを行うことができる

点が評価されました。 

受賞のポイント 

マジックハンドにカプセルと殺虫スプレーを取

り付けた作品です。虫をつぶさずに捕まえ、駆除す

ることができる点が評価されました。 

 

 

‐‐‐問い合わせ‐‐‐ 

公益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・取材に関する問い合わせ ジュニア発明展に関する問い合わせ 

企画調整室 西島／小林 運営業務部 島／徂徠 
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【参考資料】1.入賞者一覧 

 

■小学生部門 

賞 氏名（ふりがな） 作品名 学校名・団体名 

最優秀賞 
(つくば科学万博記念

財団理事長賞) 

清水 理久斗 

（しみず りくと） 
とめるでガッチャン 

群馬県高崎市立里見小

学校 6年（高崎少年少女

発明クラブ） 

優秀賞 久米 夏未 

（くめ なつみ） 
タイヤの台車 

愛知県刈谷市立亀城小

学校 6年 

優秀賞 彼ノ矢 翔太 

（かのや しょうた） 

デジアナ・セロテープカッ

ター 

茨城県古河市立仁連（に

れい）小学校 3年 

優良賞 加藤 樹 

（かとう いつき） 
洗たくバサミでるでる 

愛知県刈谷市立双葉小

学校 6年 

優良賞 天宮 蒼吾 

（あまみや そうご） 
便利な包丁サポーター 

つくば国際大学東風（は

るかぜ）小学校 5 年 

優良賞 城殿 朋花 

（きどの ともか） 

ねらって発射いのししバ

イバイ 

愛知県豊田少年少女発

明クラブ（小学 6 年） 

つくば市長賞 谷川原 桃子 

（たにがわら ももこ） 

あなじゃくしとおたまじ

ゃくし 

茨城県つくば市立二の

宮小学校 6年 

松本零士賞 中村 眞崇 

（なかむら まさたか） 
「配達物お知らせポスト」 

愛知県刈谷市立亀城小

学校 4年 

子供の科学賞 吉木 駿人 

（よしき はやと） 

削りカスがこぼれない鉛

筆削り機 

愛知県刈谷市立富士松

北小学校 5年 

発明学会賞 鍔本 光希 

（つばもと こうき） 
かんらん車ちょ金箱 

愛知県刈谷少年少女発

明クラブ（小学 4 年） 

学研賞 脇田 康暉 

（わきた こうき） 
三角ボタンの服 

愛知県刈谷市立双葉小

学校 3年 

佳作 江坂 陽葵 

（えさか ひなた） 
たねとりジョーズ 

愛知県刈谷市立双葉小

学校 1年 

佳作 
大多 胡亜 

（おおた こあ） 

ひかり、音、うごき、でお

にわをまもるみはりばん

「まもり
・ ・ ・

のクマさん」 

愛知県刈谷市立双葉小

学校 2年 

佳作 山下 大介 

（やました だいすけ） 

びくっ！おとうさんの声

がするランドセル置き 

愛知県刈谷市立双葉小

学校 2年 

佳作 渡辺 啓史 

（わたなべ けいし） 
イライラつりゲーム 

愛知県刈谷市立双葉小

学校 4年 

佳作 佐藤 雄利 

（さとう ゆうり） 
マフラーあみ機 

愛知県刈谷市立亀城小

学校 4年 

佳作 髙橋 里奈 雨の日もラクラク登下校 愛知県刈谷市立富士松
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（たかはし りな） 北小学校 5年 

佳作 山中 美優 

（やまなか みう） 
レーザーつえ 

茨城県境町立長田小学

校 6 年 

佳作 
羽島 大貴 

（はじま だいき） 

巻き取りながらホースの

汚れが落とせる！便利な

ホース巻き取り機 

東京都渋谷区立長谷戸

（ながやと）小学校 6年 

佳作 彼ノ矢 翔太 

（かのや しょうた） 
記憶が残るバネばかり 

茨城県古河市立仁連（に

れい）小学校 3年 

優秀団体賞 愛知県刈谷市立亀城小学校 

団体奨励賞 愛知県刈谷市立平成小学校 

 

■中学生部門 

賞 氏名 作品名 所属 

最優秀賞 
(つくば科学万博記念

財団理事長賞) 佐野 竜也 

（さの たつや） 
害虫駆除ハンド 

青森県八戸市少年少女

発明クラブ（中学 3年） 

（八戸市立白山台中学

校） 

優秀賞 都築 希泉 

（つづき のぞみ） 

だっこヒモ付き防災ベス

ト 

愛知県刈谷市立刈谷南

中学校 1 年 

優秀賞 彼ノ矢 大輔 

（かのや だいすけ） 
簡単・便利な 5連包丁 

茨城県古河市立三和中

学校 2年 

優良賞 石川 貴一 

（いしかわ きいち） 
ノキシタガサ 

愛知県刈谷市立朝日中

学校 1年 

優良賞 角谷 思音 

（すみや しおん） 

ふしぎなラクラクブック

カバー 

愛知県刈谷市立刈谷南

中学校 1 年 

優良賞 種 泰輔 

（たね たいすけ） 

上からでも横からでもた

てれる本立て 

愛知県刈谷市立雁が音

（かりがね）中学校 1 年 

つくば市長賞 皇城 怜 

（すめらぎ れい） 

地震でも安心！！ロック

式引き出し 

茨城県つくば市立谷田

部東中学校 1 年 

松本零士賞 伊藤 優春 

（いとう ゆうしゅん） 
ソーラーくつ乾燥機 

愛知県刈谷市立朝日中

学校 1年 

子供の科学賞 藤原 昂佑 

（ふじわら こうすけ） 

ゴミがたくさん入るゴミ

箱 

愛知県刈谷市立刈谷東

中学校 3 年 

発明学会賞 米山 琴美 

（よねやま ことみ） 

コンセントどこでもポ

ン！ 

愛知県刈谷市立富士松

中学校 1 年 

学研賞 中谷 俊介 

（なかや しゅんすけ） 

忘れものがなくなる折り

たたみ本立て 

愛知県刈谷市立朝日中

学校 2年 

佳作 鳥谷尾 京花 フレキシブル アングル 愛知県刈谷市立朝日中
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（とやお きょうか） 掃除機 学校 3年 

佳作 伊藤 帆俊 

（いとう ほだか） 

汚さないっ手（清書用軍

手） 

愛知県刈谷市立刈谷南

中学校 1 年 

佳作 
石川 昇子 

（いしかわ しょうこ） 

BILL STOP COIN CATCH!（お

札 ストップ 小銭 キ

ャッチ）財布 

愛知県刈谷市立刈谷南

中学校 1 年 

佳作 藤田 晃央 

（ふじた あきひろ） 
スライドア 

愛知県知立市立竜北中

学校 2年 

佳作 
前田 航太 

（まえだ こうた） 

The Rainy Night Safe 

Umbrella  

～雨の夜に 安全な傘～ 

愛知県知立市立竜北中

学校 3年 

佳作 三浦 陽菜 

（みうら ひな） 
バンダナぼうし 

愛知県刈谷市立刈谷東

中学校 1 年 

佳作  青山 慶大 

（あおやま けいた） 
ビール楽ちん収納箱 

愛知県刈谷市立刈谷東

中学校 1 年 

佳作 片岡 風紗 

（かたおか ふうさ） 
防災バック 

愛知県刈谷市立雁が音

（かりがね）中学校 3 年 

佳作 小川 誉主 

（おがわ よしかず） 

塩化コバルト紙の入った

ふようど 

茨城県土浦市立土浦第

二中学校 3年 

優秀団体賞 愛知県刈谷市立朝日中学校 

団体奨励賞 茨城県つくば洞峰学園つくば市立谷田部東中学校 

団体奨励賞 茨城県土浦市立土浦第二中学校 
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＜第 15 回全国ジュニア発明展出品作品の総評＞ 

 面白く生活に直結している発明作品が多かった。直ぐに持って帰りたい発明作品がたくさんあり、

早く製品化してほしい。 

子ども達は、自らの体験の中から実感のある物を発明してほしい。 

 

総評者氏名 

 発明作品審査会 委員長  漫画家  松本 零士（まつもと れいじ） 

 

2.全国ジュニア発明展について 

全国ジュニア発明展は、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

目的に毎年開催しています。 

 

＜第 15 回全国ジュニア発明展概要＞ 

名 称： 第 15 回全国ジュニア発明展～ぼくのアイディア わたしの工夫～ 

応募資格： 全国の小中学生 

応募期間： 平成 25年 4 月 8日（月）～5 月 24 日（金） 

表 彰 式： 11 月 24 日（日） 

主 催： 公益財団法人つくば科学万博記念財団 

後 援： 一般社団法人発明学会、株式会社誠文堂新光社「子供の科学」誌、 

全国科学館連携協議会、株式会社学研教育出版、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： 公益財団法人日本宇宙少年団、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 

 

3.応募数等 

応募数：応募されたアイディア数 

小学生部門 2,217 点 

中学生部門 5,561 点  合計 7,778 点 

入選数：アイディア審査入選数 

小学生部門 100 点 

中学生部門 102 点  合計 202 点 

作品数：提出された作品数 

小学生部門 95 点 

中学生部門 98 点  合計 193 点 

 

4.日程 

応募受付   ：4 月 8日（月）～5月 24 日（金） 

アイディア審査会（1次審査） ：6 月 22 日（土）・23日（日） 

アイディア審査結果通知  ：7 月 5日（金） 

作品提出期限   ：10 月 8日（火） 

発明作品審査会（2 次審査） ：10 月 23 日（水） 

発明作品審査結果通知  ：10 月 24 日（木） 

作品展示会 当館  ：10 月 26 日（土）～11月 24 日（日） 

きっづ光科学館ふぉとん ：12 月 7日（土）～平成 26 年 1月 13 日（月祝） 

板橋区立教育科学館 ：平成 26年 1月 25 日（土）～2月 23 日（日） 

表彰式（於 つくばエキスポセンター） ：11 月 24 日（日） 
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5.作品展示会概要 

名 称： 第 15 回全国ジュニア発明展 作品展示会 

開催期間： 10 月 26 日（土）～11月 24 日（日） 

※12 月 7日（土）～平成 26 年 1 月 13 日（月祝）きっづ光科学館ふぉとんにて展示 

 平成 26 年 1月 25 日（土）～2 月 23 日（日） 板橋区立教育科学館にて展示 

場 所： つくばエキスポセンター 2階多目的ホール 

料 金： おとな（18歳以上） 400円 ／こども（4歳～高校生） 200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） 

※会期中の休館日は、10 月 28 日、29 日、11月 5 日、11日、18日。 

 

6.表彰式について 

入賞者に対する表彰は、11 月 24 日（日）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。 

表彰式の開催につきましては、改めてご案内させて頂きます。 


