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作品 No 名　　前 作品名 作品 No 名　　前 作品名 作品 No 名　　前 作品名 作品 No 名　　前 作品名

47 榊原　建夫 一般 みのじかけた三人 116 恵那西中学校　１年Ｄ組　4班 秋の川 241 恵那西中学校　１年B組　4班 明智鉄道

1 林　陽菜乃 東中 3年生 向日葵 48 西尾　幹子 一般 秋の中山道大井宿 117 恵那西中学校　１年Ｄ組　5班 秋月 242 恵那西中学校　１年B組　5班 グループで協力したのれん

2 山崎　琴葉 東中 3年生 すずしい夏 49 城ケ丘こども園 年長　 ぞう組１組 忍者 118 恵那西中学校　１年Ｄ組　6班 秋の名月 243 恵那西中学校　1年B組　6班 秋の風景

3 前川　りせる 東中 3年生 夏の思い出 50 城ケ丘こども園 年長 ぞう組２組 ぞう2くみ忍者! 119 恵那西中学校　１年Ｇ組　1班 青空の中、秋を楽しもう 244 恵那西中学校　1年C組　１班 朝日

4 松浦　由夏 東中 3年生 夏の食べ物 51 古山　智百合 一般 街道の秋 120 恵那西中学校　１年Ｇ組　2班 秋の中、エーナちゃんとお散歩 245 恵那西中学校　1年C組　２班 P.M ６：００

5 石橋　喜子 東中 3年生 すい夏 52 曽我　市枝 一般 恵那の未来 121 鏡富士 246 恵那西中学校　1年C組　３班 もみじと大井宿

6 奥村　絢 東中 3年生 滝 53 曽我　市枝 一般 滋賀岐阜県のキャラクター祭り 247 恵那西中学校　1年C組　４班 夕焼けのコスモス

7 安藤　咲良 東中 3年生 風鈴 54 安藤　睦良 第二小 4年生 秋いっぱい 201 みんな　なかま 248 恵那西中学校　1年C組　5班 夕日

8 小栗　眞友子 東中 3年生 朝顔 55 河原　優莉 第二小 2年生 かぞくの木 202 宇宙の花火 249 恵那西中学校　1年C組　６班 jet black sea bream

9 木下　日愛菜 東中 3年生 海 56 安西　真澄 一般 大井の月 203 水野　翔太 長島小 4年生 ほたる 250 市川　幸太 岩村中　 3年生 岩村の伝統を使ったのれん

10 田川　愛莉 東中 3年生 夏景色 57 吉田　秋子 一般 大井宿と花紋 204 樋田　愛和 長島小 4年生 恵那山と桜 251 西尾　流稀 岩村中 2年生 僕ののれん

11 鳴海　里菜 東中 3年生 あさがお 58 坂部　節子 一般 思い出 205 といだ　まひろ 長島小 3年生 夕日と夜のひがんばな 252 後藤　鼓大郎 岩村中 2年生 染め型紙ののれん

12 栗田　深香子 東中 2年生 涼 59 大橋　清子 一般 半分は藍。 206 岡田　照代 一般 ちょっと待ってよ! 253 吉村　和 岩村中 2年生 僕ののれん

13 後藤　彩花 東中 2年生 朱夏 60 大橋　清子 一般 願　コロナ収束 207 阿部　ゆかり 一般 七転八起 254 石田　紳一郎 岩村中 １年生 初作

14 西尾　愛優咲 東中 2年生 かき氷 61 中川　祥子 一般 恵那の四季 208 中神　京子 一般 花畑 255 森本　帆香 岩村中 1年生 二種類の太陽

15 飯田　雄大 東中 2年生 夏の空 62 鷹見　真理 一般 ギフト 209 川地　伽奈 一般 見守る秋 256 農見　來羽 岩村中 1年生 私ののれん

16 伊藤　沙恵里 東中 2年生 ひまわり 63 鷹見　真理 一般 花火 210 加藤　湊 長島小 4年生 花とちょうちょ 257 佐々木　蓮 岩村中 1年生 羽のれん

17 楯　妃織 東中 2年生 イルカと海 64 鷹見　みらい 阿木小　 ５年生 にじ 211 岡田　照代 一般 笑って、笑って、皆幸せ 258 市岡　健都 岩村中 1年生 トンボとちょう

18 土屋　吏生　 東中 2年生 夏野菜 65 鷹見　いぶき 阿木小　 2年生 フルーツ大好き 212 春の息吹 259 横家　勢津子 一般 型染め

19 三木原　羚 東中 2年生 青空の線 66 松原　ユウ子 一般 月ともみじの中山道 213 青い山と赤い太陽 260 加藤　緑 一般 型染め

20 新藤　侑奈 東中 2年生 ひまわり 67 加藤　元美 一般 森の中のこもれび 214 青(あお) 261 上野　浩子 一般 型染め

21 三浦　真由美 東中 2年生 花火 68 杉村　加代子　　　　　　　一般 志とり工房 雪景色 215 梅の海 262 武藤　廣子 一般 型染め

22 濱野　優 東中 2年生 夏の海 69 大原　裕子 一般 志とり工房 風薫る中山道 216 月 263 小池　弘子 一般 型染めのれん

23 丸山　凌正 東中 2年生 夏 70 伊藤　佳代子 一般 志とり工房 恵那の民謡　大井情話 217 ネモフィラ 264 梅本　宏美 一般 型染めのれん

24 柘植　亜香里 東中 2年生 夏のヨーヨー 71 原山　康子 一般 志とり工房 秋の小さなコンサート 218 柴の湯 265 濱島　真理子 一般 型染めのれん

25 高山　愛菜 東中 1年生 ねこと人 72 大井こども園 年少　　　 うさぎ組 シュワシュワ　フルーツポンチ 219 私のスヌーピーの部屋 266 後藤　愛未 麗澤瑞浪 2年生 かご

26 吉田　瑠花 東中 1年生 狐を見る青空 73 大井こども園 年中 くま組 どんぐりのつなひき　ヨイショ!ヨイショ! 220 夜の海 267 佐藤　妃奈乃 麗澤瑞浪 2年生 花びらがちる

27 長谷川　奈那 東中 1年生 花火大会 74 大井こども園 年長 ぞう組 ぐんぐんおおきくなるひまわりとぼくたち 221 百合根 268 三宅　航平 麗澤瑞浪 2年生 Light of the sun

28 熊谷　愛梨 東中 1年生 空の金魚 75 中島　節恵　 一般 木漏れ日 222 人生の色合い 269 湯浅　梨乃 麗澤瑞浪 2年生 秋空

29 白石　実蕾 東中 1年生 泳ぐきんぎょ 76 堀　はる子 一般 迷い道 223 日本の山々　昇る太陽 270 萩原　愛琳 麗澤瑞浪 2年生 ネイチャーフラワー

30 佐藤　碧 東中 1年生 恵那の空 77 永野　稔昌 一般 リンゴとパイナップル 224 人生、数学 271 吉田　栞織 麗澤瑞浪 2年生 こころに咲く花

31 本田　浩嗣 東中 教員 恵那峡 225 秋の力 272 宮崎　莉緒 麗澤瑞浪 2年生 私らしく

32 早川　美鈴 一般 しぶろく大井宿 101 武並こども園 未満児 いちご・ひよこ 小さな海の生き物たち 226 三色旗 273 須藤　璃聖 麗澤瑞浪 2年生 花園

33 伊藤　成華 明知中 3年生 マリーゴールド花火 102 武並こども園 年少 つくし1組 まんまる　コスモス 227 若い生存者 274 加藤　清香 麗澤瑞浪 2年生 鳥の群

34 五島　松枝 一般 舞う 103 武並こども園 年少 つくし2組 おっきいはなび 228 ワールドカップ目指せ☆星 275 良知　里保 麗澤瑞浪 2年生 草のあお

35 服部　紗和 阿木小 1年生 なつ 104 武並こども園 年中 すみれ組 夏の思い出 229 幻想的 276 池野　志季 麗澤瑞浪 2年生 夏の思い出

36 宮下みゆき　智博 一般 大井宿の、のれん・・・ 105 武並こども園 年長 ひまわり組 ふしぎなのれん 230 チリの国旗 277 古林　優衣 麗澤瑞浪 3年生 おはナ

37 山口　峰子 一般 うさぎのお月見 106 三宅　葉那子 大井小 2年生 みどりの中の力士 231 春の鯉 278 大谷　志門 麗澤瑞浪 3年生 質素な生活

38 ぷらっと 輝く未来へ 107 岩井　彩織 大井小 4年生 満天の星 232 紅葉月 279 山川　花純 麗澤瑞浪 3年生 山風

39 中野方こども園 未満児 ひよこ組 ひよこ組ウォーリーをさがせ! 108 山口　愛莉 大井小 2年生 花火のゆめ 233 May our wishes come true 280 磯村　珠子 麗澤瑞浪 2年生 雲の上へ

40 中野方こども園 年少 うさぎ組 しゃぼん玉で空をとびたいな 109 大塚　佑都 大井小 3年生 夏の花火 234 秋 281 キム・サクピセット 麗澤瑞浪 ジェジェロー

41 中野方こども園 年中　 ぱんだ組 かにのおやこ 110 安藤　純基 大井小 1年生 秋の森 235 僕たちの秋 282 成瀬　絢奈 岩村中 １年生 川の流れ

42 中野方こども園 年長1 ぞう組 どどん!となつやさい 111 纐纈　優乃 第二小 3年生 はじめてののれん 236 秋夜 283 田中　克明 一般 対象外 ようこそ中山道大井宿へ

43 中野方こども園 年長2 ひまわり そらまでとどく　ひまわり 112 古山　いづみ 大井小 2年生 はじめてののれん 237 さくらワールド 284 田中　克明 一般 対象外 笑う門には福来る

44 加藤　直子 一般 福だるま 113 恵那西中学校　１年Ｄ組　１班 秋の中山道 238 秋×昭和レトロ 285 小川　舞子 岩村中 型染・藍染のれん

45 加藤　直子 一般 大井宿　本陣 114 恵那西中学校　１年Ｄ組　2班 夕方の中山道 239 『手からあふれる秋』

46 犬島　敏和 一般 恵那の自然 115 恵那西中学校　１年Ｄ組　3班 満月 240 夜の中山道
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Aゾーン

Bゾーン

　Ｃゾーン

中野児童ｾﾝﾀｰハンドメイドクラブ

キリカベヤバ　ファティマ

恵那西中学校　１年Ｇ組　１班

チウ　ユフスアン

チャン　ケゼン

ホー　ペイイン

タン　ペイファ

年齢 学年 年齢 学年 年齢 学年

オロジコ　ウィリィ　ダニエル

チャン　ホンイ

ゲール　オウレリアン

エスティバオ　ラト

ナバタンジ　ビオラ

モエン　アリッサ

テト　マイアット　ノエ　ヒン

シエドフ　ミキータ

マリーン　シャルレ　エミール　ユーゴー

年齢 学年

2022年長島小学校4年の仲間たち

カーバルハイス　マリアナ

クグネ　ミスシャ　グレゴリー　ピエール

アブデラジス　マイアム　ムスタファ　アティーア　ソリマン

リン　イーシャン

一般（社会福祉協議会）

※滋賀県愛知川宿より交流のれんとして　投票対象外の作品

５点（入賞作品）がひしや資料館に展示してあります

アリアガ　ドキュ　セバスチャン　アキレス

ヵホバ　ルーシー

恵那西中学校　1年A組　１班

恵那西中学校　１年B組　1班

恵那西中学校　１年B組　2班

恵那西中学校　１年B組　3班

恵那西中学校　1年A組　２班

恵那西中学校　1年A組　3班

恵那西中学校　1年A組　4班

恵那西中学校　1年A組　５班

恵那西中学校　1年A組　６班


