
第１０回　｢身近な土木を描いてみよう！」図画コンク－ル　入賞者64名　
（優秀賞１３名　佳作５１枚）

学校名 学年 個人名 題名

優秀 広島市立福木小学校 1 落合　雄大 橋をわたる芸備線
優秀 広島市立福木小学校 1 佐々木　かなで 初めて乗った飛行機(空港)
優秀 広島市立伴東小学校 2 田畑　大斗 温井ダム
優秀 防府市立華城小学校 2 渡邊　倖太 ぼくたちみんなのほうふえき
優秀 周南市立富田西小学校 3 塩﨑　遥菜 教室から見える周南大橋
優秀 柳井市立柳北小学校 4 河村　健助 ぼくらの空港
優秀 鳥取市立青谷小学校 4 小谷　美緒 ショベルカー
優秀 東広島市立八本松小学校 5 吉田　伊吹 しまなみ海道
優秀 周南市立戸田小学校 6 柴崎　湧人 JR戸田駅構内とDE１０
優秀 広島市立早稲田中学校 中1 西村　亘瑛 通潤橋
優秀 三次市立塩町中学校 中2 首藤　晃茉 三次の鉄道風景
優秀 岩国市立灘中学校 中2 藏重　光咲 西岩国駅に停車中の電車
優秀 広島市立早稲田中学校 中3 高島　朋花 復興作業
佳作 広島市立船越小学校 1 戸田　陽菜 広島港
佳作 広島市立比治山小学校 1 山﨑　直桜 橋の工事を見に行ったよ
佳作 広島市立東野小学校 1 森松　怜央 くるしまかいきょうおおはし
佳作 岩国市立川下小学校 1 ほりやま　ひなた こうじちゅうのみかさばし(三笠橋)
佳作 東広島市立三ツ城小学校 1 三浦　颯介 新幹線かがやきとスカイツリー
佳作 呉市立和庄小学校 1 原本　昇之介 トンネル工事中（呉市長迫)
佳作 防府市立華城小学校 1 前田　晴 わたしのトンネル　(山口県小鯖トンネル）

佳作 広島市立翠町小学校 2 長原　昊毅 尾道水道
佳作 広島市立東野小学校 2 梅原　脩 橋を渡る芸備線
佳作 広島市立東野小学校 2 廣川　奈々穂 ただの海こう
佳作 広島市立湯来東小学校 2 坂下　真翔 災害現場の石をこわしているところ
佳作 広島市立五日市小学校 2 安藤　蒼太 八幡川橋
佳作 防府市立華城小学校 2 松﨑　悠真 大きいな！ショベルカー
佳作 広島市立翠町小学校 3 青森　菜々花 わたしのお父さんの仕事
佳作 広島市立段原小学校 3 重河　創世 ぼくの好きな広島の橋（因島大橋）
佳作 広島市立倉掛小学校 3 松下　由奈 山をきれいにしよう
佳作 海田町立海田西小学校 3 的場　星奈 新焼山トンネル
佳作 呉市立昭和西小学校 3 大田　崚介 くれのみなと
佳作 鳥取市立若葉台小学校 3 福田　百花 笑顔たくさん若葉大橋(鳥取市若葉台)

佳作 周南市立富田西小学校 4 栗光　大威牙 徳山駅に瑞風がやって来た！
佳作 広島市立春日野小学校 4 今本　宝 アストラムラインが通る道路
佳作 広島市立比治山小学校 4 中本　和奏 海にかかるアーチ
佳作 呉市立昭和西小学校 4 久保　遼大 土砂から家を守れ！
佳作 東広島市立三ツ城小学校 4 半井　拓成 音戸大橋
佳作 呉市立阿賀小学校 4 杉岡　隆一 身の周りの木
佳作 広島市立福木小学校 5 藤原　由羽 広島的場町電停
佳作 広島市立比治山小学校 5 永易　璃子 クレーン車
佳作 鳥取市立岩倉小学校 5 岡田　慎司 滝山トンネル
佳作 広島市立古市小学校 5 山口　真歩 私の町の駅(JR古市橋駅）
佳作 松江市立佐太小学校 5 吉田　望々花 三成ダム
佳作 広島市立牛田小学校 6 長田　正晴 開業した寺家駅
佳作 広島市立古田台小学校 6 重廣　茉来 商工センターの消波ブロック
佳作 広島市立東野小学校 6 中村　友亮 大芝水門
佳作 広島市立五日市南小学校 6 川口　初 明日もよろしく(夜の駅)
佳作 庄原市立東城小学校 6 迫　大稀 東城駅
佳作 広島大学附属東雲中学校 中1 久保　吟太 比治山トンネル
佳作 広島市立五日市中学校 中1 津田　結衣 生口橋
佳作 広島市立五日市中学校 中1 星野　紅杏 ロンドン
佳作 岩国市立灘中学校 中1 上田　真奈美 塩浜団地の波止場
佳作 岩国市立灘中学校 中1 沖村　遙音 藤生港の堤防
佳作 岩国市立灘中学校 中1 吉川　花菜子 川の堤防
佳作 下松市立末武中学校 中2 竹本　聖渚 想い出の瀬戸大橋
佳作 光市立大和中学校 中2 御幡　梨 家の近くのダム
佳作 広島市立五日市中学校 中2 大旗　愛真 テトラポットの夜
佳作 岡山市立藤田中学校 中2 守谷　裕也 お父さんの仕事
佳作 岩国市立灘中学校 中2 今岡　奏太 タカヒロバシ
佳作 岩国市立灘中学校 中2 藤田　珠羽 錦帯橋
佳作 下松市立末武中学校 中3 中尾　優樹 山沿いを抜ける岩徳線
佳作 光市立大和中学校 中3 光永　陽樹 山での工事作業
佳作 広島市立早稲田中学校 中3 宇佐　天音 くる島大橋
佳作 広島市立早稲田中学校 中3 横山　暖 若戸大橋


