
第11回　｢身近な土木を描いてみよう！」図画コンク－ル　入賞者名　

学校名 学年 個人名 題名

優秀賞 呉市立昭和西小学校 1 新迫　美結 ふっこうをねがって（くまのトンネル）

優秀賞 広島市立福木小学校 1 枝正　乃吏子 広島高速1号線から広島東インターへの合流

優秀賞 呉市立郷原小学校 2 渡辺　禅 災害を復旧してくれる人や車たち

優秀賞 広島市立段原小学校 2 笹谷　さと げいびせんってかっこいいな

優秀賞 松江市立川津小学校 3 杉原　陽向 海の工事をする船（加賀港）

優秀賞 海田町立海田西小学校 4 的場　星奈 伯方島復旧作業

優秀賞 広島市立五日市小学校 4 荒谷　拓輝 みんなを支える八はた川橋

優秀賞 広島市立春日野小学校 5 今本　宝 広島西大橋

優秀賞 広島市立観音小学校 5 高田　遥祐 広電天満橋

優秀賞 松江市立佐太小学校 6 吉田　望々花 くにびき大橋

優秀賞 広島大学付属三原中学校 1 石原　結樹 広島空港大橋

優秀賞 広島大学付属三原中学校 2 安原　弘珠 橋の上（来島海峡大橋）

優秀賞 岩国市立灘中学校 3 瀧本　康太 瀬野ー八本松間の線路

佳作 広島市立比治山小学校 1 三宅　康太 解体現場のパワーショベル(ドーカンの解体現場)

佳作 広島市立春日野小学校 1 小川　怜大 あおいそらとあかいはし

佳作 広島市立山本小学校 1 貞金　蒼海蘭 パパ仕事がんばってね。（住宅地）

佳作 広島市立早稲田小学校 1 岡原　龍翔 川から見えた幾千代橋

佳作 広島市立安西小学校 1 古川　裕太 太田川放水路土手からの眺め（可部線の鉄橋）

佳作 広島市立古市小学校 1 水野　怜生 橋

佳作 呉市立本通小学校 1 梅河内　陽向 呉せん（呉駅の近くの電車がよく見える場所）

佳作 広島市立翠町小学校 2 岩﨑　寛太 橋を渡る電車

佳作 広島市立東野小学校 2 濱田　千晃 飛行機（広島空港）

佳作 防府市立牟礼小学校 2 橋口　玖怜愛 学校の道路をきれいにしてくれてありがとう！

佳作 広島市立古田台小学校 2 友永　尊琉 大好きな新幹線と車たち

佳作 広島市立伴東小学校 2 前川　晄大 行け、こまち！

佳作 広島市立安西小学校 2 新出　あおい 高速道路（宮島付近）

佳作 鳥取市立湖山小学校 2 横山　陸斗 瑞風

佳作 周南市立沼城小学校 3 藤井　恭慶 とく山えき

佳作 防府市立牟礼小学校 3 鞆川　空汰 えきのりっきょう

佳作 広島市立尾長小学校 3 髙宮　陽人 音戸大橋

佳作 広島市立早稲田小学校 3 寺山　佳純 西広島バイパス（廿日市市）

佳作 呉市立郷原小学校 3 森　凛子 郷原の土砂崩れの撤去

佳作 鳥取市立久松小学校 4 玉野　稜征 鹿野町(鳥取市)

佳作 広島市立五日市小学校 4 髙田　知希 仙台環境大倉ダム

佳作 東広島市立高屋東小学校 4 三村　紫恩 温井ダム

佳作 広島市立五日市中央小学校 4 藤吉　惇一郎 めざせふっきゅう

佳作 府中市立栗生小学校 4 大舘　舜祐 走れ！福塩線

佳作 府中市立栗生小学校 4 山本　悠真 福塩線

佳作 府中市立栗生小学校 4 片山　英 ダム

佳作 広島市立東野小学校 5 福原　昊 家の前を走るアストラムライン

佳作 柳井市立柳北小学校 5 河村　健助 工場地帯を走り抜ける新幹線

佳作 呉市立昭和西小学校 5 廣崎　夢音 がんばっている土しゃのてっきょ（天応）

佳作 防府市立西浦小学校 5 松田　慈七 佐波川にかかる鉄橋

佳作 鳥取市立美和小学校 5 藤岡　宏平 殿ダム

佳作 東広島市立三ツ城小学校 6 長門　美佑 復旧へ「平成30年7月豪雨」

佳作 広島市立古田台小学校 6 岸田　むつは 平和大通り

佳作 広島市立飯室小学校 6 伊本　果歩 家の近くの太田川

佳作 府中市立栗生小学校 6 吉川　希 よりよい町に

佳作 岡山市立伊島小学校 6 山下　桃葉 笹ケ瀬橋

佳作 呉市立昭和南小学校 6 益田　紗華 矢野災害現場

佳作 広島市立早稲田中学校 1 竹添　晴香 錦帯橋

佳作 下松市立久保中学校 1 堀本　康佑 笠戸大橋

佳作 広島大学付属三原中学校 1 村上　真輝 ありがとうJR（JR福山駅）

佳作 岩国市立灘中学校 1 廣中　大輝 柳井市日積の工事現場

佳作 呉市立和庄中学校 1 石丸　哩久 音戸大橋

佳作 呉市立和庄中学校 1 横山　怜奈 呉駅

佳作 岡山市立藤田中学校 2 岡　あゆみ 瀬戸大橋

佳作 岩国市立灘中学校 2 吉川　花菜子 関門橋

佳作 広島市立祇園東中学校 2 栗栖　大和 黒部の神聖なダム

佳作 呉市立和庄中学校 2 栄井　美結 めがね橋の上で

佳作 呉市立和庄中学校 2 正法地　涼音 坂　総頭川　西日本豪雨災害8月2日JR呉線再開時

佳作 下松市立末武中学校 3 竹本　聖渚 あの日通った高速道路

佳作 岡山市立石井中学校 3 豊田　優唯 旭川橋梁

佳作 岩国市立灘中学校 3 沖村　颯真 白壁の町

佳作 岩国市立灘中学校 3 藏重　光咲 弥栄大橋

佳作 広島市立亀山中学校 3 今重　健人 発電所へ続く道

（優秀賞１３名　佳作53枚）応募校：119校 応募総数：1113枚


