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絵画部門　最優秀賞

【審査員コメント】
　この作品を見た時の驚きは覚えています。
タイトル通りビルとボールが飛び出して見えました。
　特にビルの描き方はビルの高さを強調した大人顔負
けの立体感です。
　発想も大胆で未来的だと思います。
間違いなく最優秀賞に選ばせていただきました。

HILO  KUME

絵画部門　優秀賞

絵画部門　HILO  KUME賞

【審査員コメント】
　数々の作品のなかでどこからも目を惹いたのがこの
作品です。
　虹の中を歩く少女という発想も夢があります。
　バックの虹の鮮やかな色使いは絵として美しく完成
された作品だと思い優秀賞に選ばせていただきました。

HILO  KUME

【審査員コメント】
　未来の印刷というテーマにふさわしいアイデアと絵
に惹かれました。
　イラストレーターの目から見て背景の紫色、マシン
や服装の色使いが、ブルー、オレンジ、黄色ととても
落ち着いた色の組み合わせが印象的でした。色使いの
バランスが素晴らしい作品なのでHILO  KUME賞と
させていただきました。

HILO  KUME

「跳び出せ！新聞」
生駒  涼太さん

（中３）

「にじいんさつき」
伊藤  あか理さん

（小３）

「脳で考えたことを何でもプリントする機械」
佐藤　志さん

（小２）
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「印刷で地球を一つに。」
山口 颯太さん（小２）

「お友だちプリンター」
田村 夏実さん（小２）

「未来を予言する機械」
福原 悠真さん（小４）

「とびだす本」
小田 はるりさん（小３）

「未来のエコ印刷」
加藤 真尋さん（小６）

「お化粧プリンター」
浜田 真子さん（小４）

「紙でできたキッチン用具」
髙橋 新立さん（中２）

「音楽が印刷できる」
岩村 美桜さん（小５）

「おはなばたけいんさつ」
青木 麻奈さん（小１）

「ごはんいんさつき」
國田 栞奈さん（小１）

「想像プリンター☆」
波部 葵さん（小５）

「行き先くん」
小林 花衣さん（小４）

「折りたためる電化製品」
髙橋 亮太さん（小６）

「考えたものが印刷される印刷機」
杉山 京士郎さん（小２）

「５秒でわかる３Ｄプリンター」
秋元　匠さん（小５）

「印刷ゆびわ」
髙倉 禎都さん（小２）

「本物になる印刷」
中島 蓮也さん（小５）

「パソコンスタンプ」
佐々木　彩さん（中１）

「雲に印刷」
原田 澄忠さん（小５）

「ミュージック印刷」
田村 南実さん（小５）

「頭で考えた物が･･･！？」
立川 明里沙さん（小６）

「印刷ブランコ」
髙倉 咲絢さん（小３）

「しゃべる動物園の本」
小田 ちよさん（小１）

「そうぞうコピー」
佐々木 太一さん（小５）

「未来のお店いんさつき」
あいば ゆうきさん（小３）
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【応募作品】
絵画部門

「カメラですてきな物を紙にかいてとるとそれがでてくるマシーン」
山田 彩愛さん（小３）

「黒板に書くとそれがでてくるマシーン」
和田 衣織さん（小３）
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「事けんマンガかいんさつき」
かぎやま りゅうじさん（小３）

「りったい友だちいんさつき」
阪口 百花さん（小３）

「おせんべいげんぞうき」
富田 琢巳さん（小３）

「写真をとるときかいからぬいぐるみがでてくるまほうのいんさつ」
ぬまなみ れいあさん（小３）

「なんでもいんさつき」
船岡 聖名さん（小３）

「がっきいんさつき」
矢野 里於さん（小３）

「雲が出てくるいんさつき」
五十嵐 加恋さん（小３）

「くまのスイーツいんさつき」
鈴木 伊織さん（小３）

「きょうりゅうがおもちゃをだした」
田村 ゆうとさん（小３）

「ドレスを着てみんなわらってる！」
友田 莉緒さん（小３）

「タイムスリップいんさつき」
ひぐち ゆうたさん（小３）

「実物印刷機」
森田 清莉さん（小３）

「なんでもいんさつき」
大隅 洸希さん（小３）

「ふしぎなゆめの中」
金 ぢゅにょんさん（小３）

「いろいろなちきゅう」
田中 ゆうさん（小３）　

「ペットからできるおかしやくだものふくのいんさつき」
ちごたき ゆいこさん（小３）

「きゅう食やごはんいんさつき」
成安 ゆらさん（小３）

「きょうりゅう実物いんさつき」
平井 辰弥さん（小３）

「がったいいんさつき」
森本 花りんさん（小３）

「にせものが本物になる？」
甲斐 千晴さん（小３）

「気もちりったいいんさつき」
兒嶋 梨里花さん（小３）

「海のいんさつ」
田辺 梢悟さん（小３）

「プールのいんさつき」
つじ なおきさん（小３）

「お話いんさつき」
西嶋 滉太さん（小３）

「リュックのいんさつき」
藤田 乃絵琉さん（小３）

「パッチンとったら空にうつった！」
守屋 美有香さん（小３）
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「にせものがほんものになるみらいのじつげんき」
浅野 あおいさん（小３）

「パットでラクガキできるコピーキ」
村上 周平さん（小３）
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「プレゼントいんさつ」
山本 陽遥さん（小３）

「未来のいんさつ」
あらかわ あおいさん（小３）

「未来のいんさつ」
いしい けいごさん（小３）

「未来のいんさつ」
いとう 涼佑さん（小３）

「未来のいんさつ」
さくらい 美来里さん（小３）

「未来のいんさつ」
鈴木 真由さん（小３）

「未来のいんさつ」
とくなが りきょうさん（小３）

「未来のいんさつ」
のま かつやさん（小３）

「未来のいんさつ」
堀口 梨桜さん（小３）

「未来のいんさつ」
梅園 大和さん（小３）

「未来のいんさつ」
岡村 彩香里さん（小３）

「未来のいんさつ」
しが のり子さん（小３）

「未来のいんさつ」
竹川 莉子さん（小３）

「未来のいんさつ」
中森 直哉さん（小３）

「未来のいんさつ」
橋本 望海さん（小３）

「未来のいんさつ」
政岡 晃斗さん（小３）

「未来のいんさつ」
おおさき ゆいとさん（小３）

「未来のいんさつ」
くまきた あやさん（小３）

「未来のいんさつ」
菅澤 佳香さん（小３）　

「未来のいんさつ」
田中 朋花さん（小３）

「未来のいんさつ」
にしだ ともよさん（小３）

「未来のいんさつ」
平澤　陸さん（小３）

「未来のいんさつ」
大町 ひなたさん（小３）

「未来のいんさつ」
坂本 かいきさん（小３）

「未来のいんさつ」
杉田 あおいさん（小３）

「未来のいんさつ」
つむら さとるさん（小３）

「未来のいんさつ」
根門 寿如さん（小３）

「未来のいんさつ」
福島 一心さん（小３）
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「本が作れるコピーき」
かのう はつきさん（小３）

「ゆめのようなコピーき」
寒河江 佑太さん（小３）

「言った言葉を絵やカードにするいんさつき」
中嶋 さくらさん（小３）

「空とぶいんさつき」
中平 和きさん（小３）

「本物コピーき」
ふじもと ひろとさん（小３）

「そうぞういんさつき」
岡本 七海さん（小３）

「小がたちょういんさつき」
神野 るしんさん（小３）

「かけるだけでオッケー」
竹川 ま子さん（小３）

大きさいろいろロボットコピーき」
中谷 美咲さん（小３）

「なんでもつくりき１号」
野田 大輔さん（小３）

「絵を入れると本物が出るコピーき」
前川 弓佳さん（小３）

「お花いんさつき」
おくむら ま理もさん（小３）

「さいそく作る３Dプリンター」
小谷 るかさん（小３）

「ものをいれるとほん物がでてくるいんさつコピー」
田辺 絵愛さん（小３）　

「３Dになるコピーき」
中野 拓実さん（小３）

「アイデアコピーき」
三浦 志帆さん（小３）

「コピーき2号」
かとう 実央さん（小３）

「イヤホンつきで遠くからでも声が聞こえるコピーき」
近藤 歓奈さん（小３）

「おりがみのコピーキ」
土居 未歩さん（小３）

「たべものコピーキ」
中原 はるおさん（小３）

「本物コピーキー」
藤井 将喜さん（小３）

「合体コピーき」
宮本 康弘さん（小３）

「未来のいんさつ」
横山 由航さん（小３）

「未来のいんさつ」
寄友 大毅さん（小３）

「本とうにでていろかわりコピーき」
石橋 龍太郎さん（小３）

「かざりコピーき」
いとう りおさん（小３）

「未来のいんさつ」
森田 リヤナさん（小３）

「未来のいんさつ」
宮下 美咲さん（小３）

P47-64 未来の印刷大賞.indd   58



未
来
の
印
刷
大
賞

59

「小さくなれマシーン」
村上 たけるさん（小３）

「がくふいんさつ」
山田 そらさん（小３）

「いいかおりにしてくれるコピーき」
森山 さくらさん（小３）

「想ぞうした物がいんさつされるベット」
青木 ことあさん（小３）

「ちょう３Dプリンター」
八十島　諒さん（小３）

「人げんコピーき」
大井 海矢さん（小３）

「ほんものコピーキ」
山地 ゆいさん（小３）

「ほんものこぴい」
おくむら りくさん（小３）

「フルーツを写そう」
長田 悠里さん（小３）

「パーツくみたていんさつ機」
小谷 るなさん（小３）

「本がでてくるいんさつき」
西川路 さきさん（小３）

「ボタンをおすとおした物がでてくる!!!!」
よしかわ さきさん（小３）

「考えが写るいんさつき」
かぎやま 明宏さん（小３）

「なんでもコピーマシンロボット」
小宮 ゆうきさん（小３）

「早書スフィンクス」
福井　瞭さん（小３）

「気もちいんさつき」
よしだ たつのすけさん（小３）

「いんさつ動画パソコン」
きたぐち はるひさん（小３）

「ノートいんさつき」
さとう はるなさん（小３）

「ナゾのぶったいのきかい」
中村 美玖さん（小３）

「かべの色をタダでかえてくれるいんさつき」
ぶんや ひなのさん（小３）

「コピーと本物が出るいんさつき」
渡邉　剛さん（小３）

「本がでてくるいんさつき」
こじま めいさん（小３）

「未来のいんさつ」
しのだ みゆきさん（小３）

「しあわせをはこぶコピーき」
成山 聖来さん（小３）

「ふくがないときにおねがいをしたらコピーをしてくれる」
あいば しおりさん（小３）

「おんがくがながれる」
しみず はる花さん（小３）

「いろつけれるしうつせるしふしぎなもの」
田中 ともやさん（小３）

「インサツくん」
たるや 心人さん（小３）
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「これをつければ自分がそうぞうしたものがうつしだされる！！」
加藤 愛生さん（小３）

「カメラでぜんぶコピーキ」
上田 こうがさん（小３）

「未来印刷き」
田中 たいしさん（小３）

「未来の食べ物いんさつき」
中川 凌太郎さん（小３）

「いんさつセンタクキ」
西村 まつりさん（小３）

「チョコ食べほうだいコピーキ」
福庭 佑翔さん（小３）

「カメラのいんさつき」
北川 ひなのさん（小３）

「ボタンおし印刷マシーン」
谷口 せりなさん（小３）

「カメラで色をかえるいんさつき」
中地 梨々愛さん（小３）

「色かえカメラ」
西山 蒼太さん（小３）

「べんり黒板コピーき」
藤井 芽生さん（小３）

「ライトで黒板に好きな物をうつしだせるきかい」
白木 ゆいさん（小３）

「いんさつそうじきマシン」
竹口 心奈さん（小３）

「思っていることがつたえられない時につかういんさつき」
田村 すずほさん（小３）　

「なんでもできる短いのが長くなるきかい」
中村 みなさん（小３）

「そうぞうコピーき」
橋本 登人さん（小３）

「なんでもコピーき」
前田 まおさん（小３）

「なんでも3Dプリンター」
鈴木 よしひろさん（小３）

「まわりにいるチョウいんさつき」
竹崎 里紗さん（小３）

「ふつうに写真をとるとおこったりわらったり！！」
土橋　力さん（小３）

「カメラで赤ちゃんにへんしん」
中家 美緒さん（小３）

「たべものなんでもコピーき」
福田 大和さん（小３）

「思ったことが印刷できるテレビ」
新本 桜子さん（小３）

「天気コピースール」
市川 大翔さん（小３）

「テレビでん話」
いとう けいすけさん（小３）

「ひとのきもちやもののきもちをしるコピーキ」
小谷 もといさん（小３）

「本物コピー」
水上 つばささん（小３）
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「自動日めくりカレンダー」
生駒 玲奈さん（小４）

「古い物をお金にかえてくれてトランクつきのいんさつき」
瀧内 海音さん（小３）

「おねがいコピーき」
大橋 美月さん（小３）

「なんでもコピーき」
伴在 淳吾さん（小３）

「入れたものが倍になってでてくるいんさつき」
とくた 和真さん（小３）

「空とぶ音楽いんさつき」
中島 さきさん（小３）

「いろいろないんさつきからいろいろなどうぐがでてくるいんさつき」
森川 あおいさん（小３）

「ナゾの光できょうりゅうへん化のいんさつき」
森田　晴さん（小３）

「心をよみとるいんさつき」
丸本 はるかさん（小３）

「うごくとびら」
山田 ゆうすけさん（小３）

「ふしぎでおもしろびっくりいんさつき」
竹内 さなさん（小３）

「むりょういんさつ」
谷向 紗羽さん（小３）

「未来のいんさつ」
岡崎 花音さん（小３）

「見たまま印刷」
永野 夏菜さん（小６）

「未来の印刷」
谷中 愛衣さん（小６）

「しゃべる印刷物」
小川 星流さん（小６）

「ロボット印刷」
永野 小夏（小２）

「雲印刷」
秋元　渚さん（中１）

「なんでも印刷機」
村田 心衣暖さん（小３）

「きつつきの実物いんさつき」
北川 かのんさん（小３）
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