
「第14回しきなみ子供短歌コンクール」入賞作品

しきなみ子供短歌賞・文部科学大臣賞候補（２３名） 

入選（３２８名） 

佳作（５３２名） 

◆「しきなみ子供短歌賞」「文部科学大臣賞」候補

【低学年の部】

たいようはあさはおれんじゆうがたはあかにへんしんよるはおやすみ （東京都・1年）

なぜだろうちいさくみえるようちえんぼくがおおきくなったからかな （徳島県・1年）

おばあちゃんまたあそんでねてをふったでんしゃがきちゃったなみだがでそう （徳島県・1年）

だいどころ青いトマトがいっぱいだ今日もおとうと手つだいしたな （新潟県・2年）

たいようが光のふでで校ていに大きなカシの木のかげかいた （埼玉県・2年）

お月さまのぞいてみるとでこぼこだはなれてみるとつるつるなのに （東京都・2年）

ミニトマトさいしょの一こはんぶんこじいじとぼくはしんゆうだから （岡山県・2年）

【中学年の部】

じいじばあばだっぴしないのしたらいいなわかくなってよいっぱいあそぼ （埼玉県・3年）

お盆の日きゅうりの馬となすの牛ご先祖さまは全いん乗れるの （大阪府・3年）

大丈夫ちゃんとできたよ仲直りきのうの自分に教えてあげたい （埼玉県・4年）

お父さんしゅっちょうばかりたいへんだねおみやげよりもいっしょにいてね （東京都・4年）

「ソックリ」と言われてよろこぶお父さん内緒にしよう私の「ガッカリ」 （鹿児島県・4年）

きびなごがスクラム組んで泳いでる青いラインをからだに引いて （鹿児島県・4年）

枯れ果てたまんじゅうのような母さんの足のうらから歴史が見える （沖縄県・4年）

しかられて母とのケンカいやになりぼくは今日からはんこうきになる （沖縄県・4年）

【高学年の部】

夏の日に大きな花が空にさくおくれた音が大地をゆらす （埼玉県・5年）

読みかけの本にはさんだしおりからこぼれる光ぼうけんの夢 （東京都・5年）

虫や葉に鼻を近づけにおいかぐそれぞれちがう命のにおい （静岡県・5年）

赤ちゃんをだっこするのはおばあちゃん百歳ちがい幸せ続く （鹿児島県・5年）

お母さん実家に帰ってさびしそう昔と景色変わったもんね （岩手県・6年）

小さくねきらいな野菜入ってた気づかぬふりも母への感謝 （千葉県・6年）

おにやんまどこどこまでもおいかけたおれがとんぼにあそばれてたかな （東京都・6年）

大きくてあったかい人になってねと両親がくれた希望のなまえ （福岡県・6年）
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◆入選（低学年・中学年・高学年の部共通／都道府県別）

余震もねゆだんはできないきをつけて音がきこえるじなりの音だ （北海道・5年）

白い雲に昭和新山身をかくしでておいでよとみんなでさけぶ （北海道・6年）

お父さん農家の仕事ひきつぐね未来のオレにまかせてくれよ （岩手県・4年）

まきわりは家族みんなでやるんだぞみんなのあせは今日もひかってる （岩手県・4年）

妹はお部屋にいってはひとりごとのぞいてみたら人形ごっこ （岩手県・5年）

なつやすみのれたのれたよじてんしゃにやったうれしいねえみてみてよ （宮城県・1年）

五時の鐘母のかみなり充電中走って帰るよ落ちる前には （宮城県・4年）

あのシュート決まっていたならゆう勝がゴール決まらずなみだとまらず （宮城県・5年）

夏の夜明かりが灯る自販機に先客三匹ちっちゃなカエル （宮城県・6年）

だいすきなアニメのセリフをおぼえてるママがすごいとほめるのうれしい （茨城県・1年）

だいすきないろでさがしたらんどせるまいにちいっしょにがっこういこうね （茨城県・1年）

なつやすみげんかんさきのあさがおがおみずをあびてえがおになった （茨城県・1年）

はじめてのキャンプのよるになみだでたいつもうるさいままにあいたい （茨城県・2年）

「にいにだよ」ママのおなかがポコッてうごくもうすぐあえるねぼくのおとうと （茨城県・2年）

おかあさんおこったかおがおきなわでたくさんみかけたシーサーみたい （茨城県・3年）

きんちょうで足がふるえたはつしあいコートがなぜかひろくかんじた （茨城県・3年）

麦茶飲むコップは手づくりふきガラス那須の景色が部屋に広がる （茨城県・6年）

ぼくの母ひとりで父母こなしてるたくましいのはぼくを守るため （茨城県・6年）

弟にゆずったぼくのランドセル小さい背中で大きく見えるよ （茨城県・6年）

山登り登っているうちつかれたらもうすこしだよ風があとおし （新潟県・6年）

そらみたらたべたいくもがいっぱいだあっちはあいすこっちはすいか （群馬県・1年）

ゆうやけがきれいでパパをよんできていっしょに見上げたスイカ色の空 （群馬県・3年）

やすまずにおよぎつづけるきんぎょたちいつかはみたいねているすがた （埼玉県・1年）

すいかわりあたれあたれとすすんだよじめんをたたいててがしびれたよ （埼玉県・1年）

おとうさんまあるいおなかたいこみたいもっとふとったらふうせんですよ （埼玉県・1年）

たけをきりのこぎりごりごりたいへんでついにかんせいみずてっぽう （埼玉県・1年）

あかちゃんはないてもかわいいずるいなあもどりたいな０さいのわたし （埼玉県・1年）

うまれたよたまごのなかからとびだしたきんぎょのあかちゃんおめめくりくり （埼玉県・1年）

おかあさんつかれたかおだぼくかなしいせんたくものはぼくたためるよ （埼玉県・1年）

ダンゴムシうえ木ばちの下見つけたよ手をくすぐるよかわいい足が （埼玉県・2年）

ベランダのようふくかぜでおどってるパパとママのふくあっくっついた （埼玉県・2年）

わたしだけふろにはいるとこなみチャプンかあさんはいるとおおなみザブン （埼玉県・2年）

あな見つけぼうをさしたら目があったとび出したのはおひるねかえる （埼玉県・2年）

オクラってきってもきってもほしがたできらきら光るながれぼしのよう （埼玉県・2年）

かぜひいてわたしがふとんでねていたらいい子いい子とおとうとが言う （埼玉県・2年）

イルカのるじぶんがなみになったみたいつるつるおはだやさしいせなか （埼玉県・2年）

シャボン玉どこまで行くのかわからないなかにはいってぼうけんしたいな （埼玉県・3年）

夏まつりみこしかついで大さわぎのってる父はしょうらいのぼく （埼玉県・3年）

たまごからふ化した子ヤモリと目が合ったはじめましてと言ってるみたい （埼玉県・3年）

赤ちゃんはあんな小さな口なのにミルクのむのはとってもはやい （埼玉県・3年）

やりなさいすぐにそう言うお母さんぼく本当は一緒にやりたい （埼玉県・3年）
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ケンカしてぼくはあやまるごめんなさいずるいよママはあやまらないで （埼玉県・3年）

パチパチと静かに光る線こう花火落とすな落ちるながまんたい決 （埼玉県・4年）

せんこうのにおいはふしぎおもいだすなつのばあばのやさしい笑顔 （埼玉県・4年）

八年も生きてくれたよありがとう金魚のベニ子大事な家族 （埼玉県・4年）

みんながね気持ち悪いというへびはお目めが丸くかわいい顔だよ （埼玉県・4年）

お母さん弟泣いてぼくのせいとなりでにんまり弟わらう （埼玉県・4年）

新学年名ぼを見たら落ちこんだ目をこすってもあの子はいない （埼玉県・4年）

毎日のわたしの仕事手ぬきなしうちのトイレはピカピカえ顔 （埼玉県・4年）

うちのままいつも仕事でつかれてるなのに家ではわらってる （埼玉県・4年）

おじいちゃんわたしがおすねくるまいすふたりのえがお夕やけそめる （埼玉県・5年）

おどろいたぼくの母さん魔法使い色んな食材変身させる （埼玉県・5年）

ぐんぐんとバケツの中の稲は伸び小五の私の身長越した （埼玉県・5年）

赤トンボ人差し指に止まったよ赤い体が夕日みたいだ （埼玉県・5年）

分かってるだけど言うこと聞けなくてとうとうぼくもはんこうきかな （埼玉県・5年）

あせにじみ登り続けた山道に力あふれる友のはげまし （埼玉県・5年）

ただいまと言ったらすぐにお帰りと優しい祖母の笑顔ある家 （埼玉県・5年）

富士登山二回目登頂絶好調朝日と雲海目にやきつけた （埼玉県・6年）

お母さん私のおなかに手をあてた腹痛治ったまほうの手 （埼玉県・6年）

おじいちゃん新盆むかえあわせる手前よりちかく感じる姿 （埼玉県・6年）

手伝うよ母のとなりで過ごす夏松葉杖の母私の太陽 （埼玉県・6年）

西日本川にしずんだ町を見て胸がきゅうっと小さくなった （埼玉県・6年）

右手足マヒしてしまったおじいちゃんきっとよくなるぼくいのるから （埼玉県・6年）

あかちゃんをエコーでみたらうごいてたおくちぱくぱくげんきそうだな （千葉県・1年）

ぶかつどうつかれてかえるおにいちゃんいつもはらぺこだけどやさしい （千葉県・1年）

ぼうえんきょうのぞいてみたらどせいのわひかりかがやくめだまみたいだ （千葉県・1年）

おかあさんおなかになにかかくしてるさわるとうごくわたしのおとうと （千葉県・1年）

いぬのはがとれてびっくりおどろいたわたしといっしょおなじねんれい （千葉県・1年）

せんぷうきあさからよるまではたらいて「おつかれさまね」とうちわであおぐ （千葉県・1年）

ありがとうちいさくなったぼくのふくいとこのいえでもげんきでいてね （千葉県・1年）

おじいちゃんめがみえないけどたのしそうぼくがいっぱいおはなしするね （千葉県・1年）

ランドセルきいろいカバーはずしたらすこしきぶんはおねえさんだよ （千葉県・2年）

来年はわたしのおさがりきてほしいママのおなかのわたしの妹 （千葉県・2年）

ひ車かくと金ぎんけい馬うごかして今日こそかつぞしょうぶだじいじ （千葉県・2年）

おじいちゃんはたけにすいかできたっておいしいぞってまんまるえがお （千葉県・2年）

うか見たよせ中がわれてでてきたよ白いドレスのセミの赤ちゃん （千葉県・2年）

ねていたらはがぬけちゃったのんじゃったおなかの中ではがはえるかな （千葉県・2年）

大すきなママの作ったたまごやき中がトロトロぼくはメロメロ （千葉県・2年）

おばあちゃんのどにあなあけしゃべれないノートにかいてしりとりしたよ （千葉県・2年）

くちごたえどうしていつもしちゃうんだほんとはいいこでいたいのに （千葉県・2年）

くらげたちぷかぷかうかぶたのしそういろんなかたちへんしんするよ （千葉県・2年）

弟となくまでずっとケンカしてねる時だけはいっしょのふとん （千葉県・3年）

とくのしま海にかいがらおちてるよひろってみたらやどかり目だした （千葉県・3年）

さなぎからちょうになるひをまっていたあつさにまけずそらたかくとべ （千葉県・3年）
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かまきりがバッタ食べたよかわいそう弱肉強食教えてもらった （千葉県・3年）

さいこうだギブスがとれて字がかけるかみもあらえるプールも行ける （千葉県・3年）

いつの間にこんなに小さくなったかなおじいちゃんのあったかい背中 （千葉県・3年）

かき氷ふわりととけて雪のようとけるといいなぼくの宿題 （千葉県・3年）

夏の朝むぎわらぼうし手に取って道路のせみにそっとかぶせる （千葉県・3年）

コキア植えたくさんそだて赤くなれほうき作って空とびたいな （千葉県・3年）

まっさおだブルーハワイのかき氷いっきに食べてしたの見せ合い （千葉県・4年）

かみついておおあばれしてこまらせるだけどかわいいぼくのおとうと （千葉県・4年）

帰りたいめげそうになる夏合宿仲間のやる気パワーをもらう （千葉県・4年）

くもの巣がひっついてると思ったらトカゲの脱皮だ初めて見た夏 （千葉県・4年）

うちの犬ごはん食べたら昼ねする私はねたら怒られちゃうのに （千葉県・4年）

カエルくんびゅんびゅん進む平泳ぎその手と足をぼくにかしてよ （千葉県・4年）

お母さん夏休みでも仕事行くわたし小さなお母さんになる （千葉県・5年）

思いきり打ったしゅん間声えんも何も聞こえずただ走りぬく （千葉県・5年）

かぶとむしくわがたむしと戦闘中まるでぼくたちの兄弟げんか （千葉県・5年）

うちの庭カナヘビ住んでる何年もぼくと一しょにあさがお見てる （千葉県・5年）

初めての妹できてまちきれずおなかたたけばお返事キック （千葉県・5年）

認知症祖母が私を忘れてももらった愛を忘れはしない （千葉県・5年）

知ってるよクラスのあの子のいいところホントはもっと仲良くしたい （千葉県・5年）

水上の川の流れとかがやきにこころ躍らせ飛びこむ私 （千葉県・5年）

祖父つくるスイカを切ると太陽だ真っ赤に実った真夏を食べる （千葉県・5年）

枯れたけど連日猛暑のせいにした水やり忘れのぼくの菜園 （千葉県・6年）

夏休みいつまでもあると思うなよ父に言われてせなかがこおる （千葉県・6年）

気が付けば母の背丈に追いついたまだもう少し甘えたいのに （千葉県・6年）

真っ白なユニフォームから真っ黒にボールをおった感動の夏 （千葉県・6年）

けんかして一人で帰る通学路かげの私も泣いてるみたい （千葉県・6年）

ばあちゃんの心がこもるお手紙がぼくを後おし元気になるよ （千葉県・6年）

ともだちにいじわるしちゃったいちがっきにがっきからはえがおにさせる （東京都・1年）

かぜの日にどうろの木のはがゆれてたよ手をふりバイバイいわれたみたい （東京都・1年）

あさおきてはなにみずあげにじがでるきょうもいいことみつけられたよ （東京都・1年）

オニヤンマきらきらおがわパトロールいったりきたりいそがしそうだ （東京都・1年）

おとうととちからをあわせおかたづけあかおにままがつのだすまえに （東京都・1年）

しょうたろうパパがつけたよいいなまえよばれるたびにうれしくなるよ （東京都・1年）

ぱちぱちとはなをさかせてゆれているかぜにまけるなせんこうはなび （東京都・1年）

あついなつぼくのあさがおのどからからおみずをあげるよげんきになってね （東京都・1年）

あさがおがおみずをごくんおいしそうかぜにゆらゆらにっこりわらう （東京都・1年）

たのしいなかぞくみんなでかせきほりオオワニザメのはみつけたよ （東京都・1年）

おとうととたいけんしたよくるまいすのってるひとのたいへんさをしる （東京都・2年）

こわかったせみのぬけがらさわれたよかわいいかたちまたみつけたい （東京都・2年）

はくぶつかんはじめてしったしおのことわたしの中にしおがながれる （東京都・2年）

いそあそびちいさいナマコみつけたよわかめのフトンかけてあげたよ （東京都・2年）

今年はねまい日もうしょであつすぎてそだてたトマトねっちゅうしょう （東京都・2年）

あぶないよあわててそうっとおさえてあげるつかまりだちのいもうとのせ中 （東京都・2年）
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赤とんぼ七色めがねで何見るのわたしの顔をのぞいてごらん （東京都・2年）

きんぎょちゃんぷるぷるしててかわいいねぼくもいっしょにおよぎたいよう （東京都・2年）

あめの日にあらたないのち生まれたよしろくてうすいきれいなせみだ （東京都・2年）

木の上でふくぬぐせみはすずしそうはねをかわかしあすには大人 （東京都・2年）

わかやまでたくさんおよいでひやけしたぼくのかおはたぬきのようだ （東京都・2年）

キャンプでねうきわにのって川あそび雲といっしょにながれておよぐ （東京都・2年）

はすの葉に水を一
ひと

てきかけ見れば夕やけ色のビーズころりん （東京都・3年）

木のみつでカブトクワガタ大ゲンカこっそりよこどりほかの虫たち （東京都・3年）

なつのうみそらがうつってきれいだなボートが空をとんでるみたい （東京都・3年）

いちりんしゃおうえんのこえきこえるよしゅうちゅうをしてスタートちてん （東京都・3年）

めざめたらまくらのうえにはがあったのぼりはじめたおとなのかいだん （東京都・3年）

のぞくとね風がヒューヒューかべのあな弟があけたでかいあなだ （東京都・3年）

ありんこがちょこちょことあるいてて大きなごちそうなかまとはこぶ （東京都・3年）

弟の口のまわりにマヨネーズみんなで笑う家族のごはん （東京都・4年）

夕焼けを目に焼きつけて帰る道夕焼け空は星空に変わる （東京都・4年）

朝顔が風にふかれてゆれているラジオ体そうさんかしてるの （東京都・4年）

あせをかき走って帰るぼくの手にまだとけないでアイスクリーム （東京都・4年）

すいかわりみんなの声にだまされて棒をおろせば砂浜たたく （東京都・4年）

海に行きみんなでやったきもだめし一番こわいの先生の話 （東京都・4年）

サッカーの練習場から見た夕日がんばったねと言ってるみたい （東京都・4年）

くやしいなトライアスロン第三位次こそぜったいまん中に立つ （東京都・4年）

潮満ちて砂のお山がくずれてく真っ赤な夕日に包まれながら （東京都・4年）

とび箱で飛びこしたいけど飛びこせないラストチャンスでおうえんされる （東京都・4年）

このあつさはたらきすぎでこわれたかポタポタおちるエアコンのあせ （東京都・4年）

せみたちがかなでる初のコンサート期間げん定聞きのがせない （東京都・4年）

史上初今年は何回聞いたかな異常気象地球の悲鳴 （東京都・5年）

本だなにまんがも文庫もあるけれどめだたぬところに古びたふうとう （東京都・5年）

うちのびわぼくの生まれたきねんの木きれいな色に実をつけました （東京都・5年）

ひまわりと背比べをするおとうとの上見るかおがまぶしそうだな （東京都・5年）

気球から北の大地を見渡すと心のもやもやどこかへふわり （東京都・5年）

夏休み母におそわる家仕事ほめて怒られ楽しい時間 （東京都・5年）

夢だったサッカー選手になれたいまキャプテンとしてチームをひっぱる （東京都・5年）

午前四時フワフワ頭ひょっこりとさなぎの中からチョウが出てきた （東京都・5年）

苦しくて泳げなかった百メートル魚になってぜったい泳ぐ （東京都・5年）

暗い夜ねぶたの光に照らされて太鼓の鼓動空気がゆれる （東京都・5年）

ケガをしたぼくを気づかう友たちのやさしい心一生のたから （東京都・5年）

あれ同じ母と合わせた足のうらあのハイヒールはけるかな （東京都・5年）

青い海ながめる君がステキでね思わずカメラでとったんだ （東京都・5年）

早ごはんかい中電灯用意して家族そろって台風の夜 （東京都・5年）

朝七時天気予報は今日も晴れ気温はすでに三十度越え （東京都・6年）

パパ似だねみんなに言われショックだなだけど母も祖父にそっくり （東京都・6年）

えんぴつの消費量とは反対に知識が豊富に夏の宿題 （東京都・6年）

暑すぎるセミもトンボも見かけないこの夏空がいつまで続くの （東京都・6年）
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すずめがね家にすみついてはなれない子どもがうまれたすごくかわいい （東京都・6年）

水しぶきかがやく星のかけらたち飛んだ後には水面の静けさ （東京都・6年）

夏祭り小銭をにぎりかけてゆくなにを食べるか迷う楽しみ （東京都・6年）

肩寄せて母と見上げた星空がこの夏一の私の思い出 （東京都・6年）

滝の中水に打たれど力強くそっと一輪はなしょうぶ咲く （東京都・6年）

花火終えけむりの中に夏の星大三角がひかり輝く （東京都・6年）

日覆いもベンチすらない停留所塾へのバスを待つ夏休み （東京都・6年）

はがきから飛んでいきそうかぶとむし元気あふれる暑中見舞い （東京都・6年）

みそしるのおわんのうさぎおぼれてるたすけてくれよいまのむからね （神奈川県・2年）

太ようがみんなを元気にしてくれるぼくもトマトも日々草も （神奈川県・3年）

花火の後ふってきそうな空の星いい所だな母のふるさと （神奈川県・3年）

妹が自ぜん体けん長の県一人っ子気分たまにはいいな （神奈川県・3年）

流れ星呼ばれて見たけどまっくらけ私のお願い置いてかないで （神奈川県・4年）

いもうとの「あと一回」につきあってまだまだ続くブランコ遊び （神奈川県・4年）

宿題が机の上にたまってるなるとのうずにすいこませたい （神奈川県・5年）

日がしずみ草木がひかる川のそばほたるが作る金色花火 （神奈川県・5年）

サイダーのあわがぷちぷちおどってるゴクゴクのむとおどりがおわる （神奈川県・5年）

夏合宿いつもの宿のかもい見て近くに感じ成長を知り （神奈川県・5年）

夏の昼賢くなるため勉強だ塾の窓には遊ぶ人々 （神奈川県・6年）

ご近所のまどぎわのねこかわいいなきのうは二ひき今日は三びき （神奈川県・6年）

「魚のよう」ぼくのおよぎを見た先生にがてなプールがんばったよ （静岡県・2年）

メジロのす生まれたばかりのひな二ひきサングラスみたいな大きな目だね （静岡県・2年）

夏体験え顔でやさしくふれ合いを初めて知ったかいごの仕事 （静岡県・4年）

やまみちでくまがいますとたてふだがドキドキしたよこわかったんだ （愛知県・1年）

おやすみのギュっとがあいさつおちつくよママとのじかんつづくといいな （愛知県・2年）

お父さん元気なすがたほっとした三ヵ月ぶり一時帰国だ （愛知県・4年）

奏太くん生まれたばかりで一ヶ月ギャーギャー泣いてもゆるしてあげる （愛知県・4年）

虫はかせ小さいけれどくわしいよ私のおとうと今日も虫さがし （愛知県・5年）

竹刀持ち心しずめていざ勝負負けるものかと相手の目を見る （愛知県・5年）

くさむしりどくだみすぎなバッタとぶはたけはぼくのいきものランド （岐阜県・1年）

えさやるとくちをぱくぱくよってくるおびれひらひらかわいいきんぎょ （岐阜県・1年）

学校ではじめてうえたミニトマトたべごろだけどとりたくないの （岐阜県・2年）

夏の雨水のようせいおどってる車のやねをステージにして （岐阜県・2年）

出来なくてあきらめ続けた百メートル必死にクロールみごとにゴール （岐阜県・4年）

ひまわりを明るく照らすお日さまと同じ笑顔の母が大好き （岐阜県・4年）

スプリンクラー夏の芝生にまわりだすビショ濡れ楽しいおいかけっこだ （岐阜県・5年）

我れ信じ仲間信じて本気球オレにまかせろこの一球 （岐阜県・6年）

ながいかみわたしのかみがやくにたつだれかのためにヘアドネーション （三重県・2年）

ママずるい私だって飲みたいよブラックコーヒーどんな味なの （三重県・6年）

かえりみちこうえんよってあきさがしきのみとはっぱなにつくろうか （石川県・1年）

ぶどうはねなかよしかぞくみたいだねくきにいっぱいおしくらまんじゅう （滋賀県・1年）

いもうとといつもとりあいけんかしてあしたはわたしとうさんのよこ （滋賀県・4年）

水中でゴーグルごしに見た景色きれいなあわが広がり消える （滋賀県・6年）
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全力で自由研究取り組んだミミズの事はおまかせください （滋賀県・6年）

早朝の目覚しがわりセミの声母の声より耳にひびくよ （滋賀県・6年）

雑草はみんなにきらわれぬかれるがそれでも生きるがんばりものだ （京都府・6年）

法堂にかくされている動く龍どこをあるいても龍と目があう （京都府・6年）

母と手を最近つなぐのはずかしい前はすなおによろこべたのに （京都府・6年）

はみがきをごしごししたらはがぬけたわらうたんびにみんながえがお （大阪府・1年）

夏休み買ってもらった水でっぽう母にたのまれあみどのそうじ （大阪府・2年）

ままのかみかきわけかきわけみつけたよきらりと光るぎん色いっぽん （大阪府・2年）

おねえちゃんがんばってたでしゅくだいをほめてあげてなねえおかあさん （大阪府・2年）

背が低く花火見えずにべそかいてだっこだっことせがむ妹 （大阪府・5年）

この好機
こう　　き

俺が決めると気合入れ打席に向かうとまさかの代打 （大阪府・5年）

祖父母宅ごう雨の被害すさまじい山は崩れて川は変色 （大阪府・5年）

温かい風にさらされたんぽぽは種を飛ばして仲間をふやす （大阪府・5年）

くすの木は学校見守る宝物歴史を語るおとしよりさん （大阪府・5年）

かまきりが小さな虫にせまりくるかまをふりあげのはらのハンター （大阪府・5年）

虫たちは花に集合花にんきじゃあこの花は虫のアイドル （大阪府・5年）

あさおきてなつやすみだとわすれててあわてておきていえとびだした （大阪府・6年）

たいふうでかさがへんしんさかさまだおかげでママはびしょびしょよ （和歌山県・1年）

そびえたつ宿題タワーが目の前にのぼってやるんだてっぺんめざせ （和歌山県・4年）

はじめてのうんどうかいでちくリレーバトンをわたすドキドキしたよ （兵庫県・1年）

すなはまはさらさらだけどあつあつだやけどしそうでうみへとびこむ （兵庫県・1年）

あさがおにみずをやろうときてみるとちょうちょがかげでやすんでいたよ （兵庫県・1年）

えがおだねひいばあちゃんのたん生日なんと今年で九十回目だ （兵庫県・2年）

きもだめしほんとはこわいのお父さんつかんだその手がふるえているよ （兵庫県・2年）

いつもならダメと言うはずお母さん今日はいいよとやさしいたん生日 （兵庫県・3年）

お父さんぽっこりおなかへこまないきんトレの後ぶたまん食べる （兵庫県・3年）

オクラの葉母の手よりも大きいねつぼみ多いなはやく食べたい （兵庫県・3年）

始業式小さくなったうわぐつで休みの間の成長見えた （兵庫県・4年）

ウミガメといっしょに泳いだたんじょうびわすれられない夏の思い出 （兵庫県・4年）

草木ぞめ赤の花びらなべに入れハイビスカスはむらさきになる （兵庫県・5年）

おかあさんぼくとふたりのあいことばはやくはやくとちょっとまって （兵庫県・5年）

お父さん仕事は理容師すごいけどぼくの頭は毎回ぼうず （兵庫県・6年）

足音に目が覚め走るドアのもと祖母の認知症を支える家族 （兵庫県・6年）

夏休み願い叶えに伊勢参り友の受験の合格祈る （兵庫県・6年）

とうさんのたん生日のプレゼントぼくがそだてたミニトマト二つ （広島県・2年）

いのししさんさつまいもにはこないでねふるさとまつりに売るんだからね （広島県・3年）

ゴロゴロとかみなりなっていもうとがそっとわたしにちかよってくる （広島県・4年）

かぎりなく広がる海をながめると海の不思議を知りたくなるな （広島県・5年）

いとでんわおなかのなかのあかちゃんにわたしのこえがきこえているの （高知県・1年）

お母さんサッカーのしあいみにきてねぼくが勝ったらハイタッチしよう （高知県・3年）

家までのいつもの坂道登る時夕陽まるごと私を包む （高知県・6年）

ままがいううまれてくれてありがとうぼくがつけたすねえちゃんもやで （香川県・1年）

山の中おちばのあいだにどんぐりがぼうしをかぶってあったかそう （香川県・2年）
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すなのしろおにいちゃんとつくったよなみにくずされなんどもつくる （香川県・2年）

トンボたち田んぼの上で運動会あっちこっちにとぶぶつかりもせず （香川県・5年）

ぼくの姉まるでかあさんよくにてるいつもおこるしほめてくれるよ （香川県・5年）

ベンチから大きな声えん聞こえてくる力がわいた打てる気がする （香川県・5年）

なつやすみれんしゅうするぞてつぼうをにぎったとたんあっちっちっち （福岡県・1年）

びすけっとほしくてずっとついてくるかわいすぎるよぼくのおとうと （福岡県・1年）

うみへいきおよぐつもりがすなかぶりきもちよかったすなのおふとん （福岡県・1年）

みずくさにめだかのたまごみっつあるうれしくなってみつめていたよ （福岡県・1年）

ライバルにおいぬかされてくやしくてすぶり百回まい日やるぞ （福岡県・3年）

二人旅こわがる妹に「大丈夫」私も不安こっそりがまん （福岡県・4年）

なつまつりラムネはやのみ優勝したよきもちシュワシュワはじけとんだよ （福岡県・4年）

つばめの子たくさん産まれ良く育ち巣から落ちそう早く飛び立て （福岡県・5年）

フリースロー心を無にしてさぁ一本ネットがゆれて一ポイントだ （福岡県・6年）

ドキドキだリレーのバトン友達に次がんばれとつなぐしゅんかん （福岡県・6年）

血を吸うかたたこうとすると考えるこれも一つの命だろうと （福岡県・6年）

おばあちゃんの子守り歌聞きよくねむった父さんもむかしきっと聞いた歌 （佐賀県・3年）

すずむしの声が聞こえる秋の夜けったふとんをひろってもぐる （佐賀県・5年）

いもうとはテレビのまえでのりのりにおどりまくるよかわいいおしり （佐賀県・5年）

もみじの葉赤色にそまりかわいいな産まれたときの手がたのようだ （佐賀県・5年）

弟が笑顔で私をよんでいるやっといえたね私の名前 （佐賀県・6年）

ミスをした仲間が責めるその中にはげまし言葉またがんばろう （佐賀県・6年）

夏休み海水浴に魚つり平成最後の夏をまんきつ （佐賀県・6年）

あさがおはたいふうまけずがんばるぞぐんぐんのびてそらまでのびろ （長崎県・1年）

おかあさんいもうとばかりだっこするいちねんせいでもだっこされたいよ （長崎県・1年）

やどかりがかくれんぼしてるたのしそうおもたくないのうえのおうちは （長崎県・1年）

大きな木あの木うるさい見てみようまるであの木はセミの学校 （長崎県・3年）

ひいじいちゃんおみまいいくとさみしいとなくからぼくもなみだがでちゃう （熊本県・1年）

なんびょうのじいじのかおをふいてやるきっとくすりをつくるからね （熊本県・1年）

おばあちゃんとなすびのうしをつくったよゆっくりあるいてかえっていくよ （熊本県・1年）

お父さんと一日歩いたくつ下はつかれてよれよれゆかにのびてる （熊本県・3年）

土の海線をひっぱりなえを植え緑の海にへんしんしたよ （熊本県・5年）

夏休み勇気がなかったおばけやしきどれだけこわいかみてみたかった （大分県・6年）

算数はすきだったのにもう今はむずかしいからなくほどきらい （宮崎県・4年）

いもうとがそばにきたきたてをにぎるあそんでほしいとアピールタイム （鹿児島県・1年）

びょういんでおおきいこえでないているはじめてあえたぼくのおとうと （鹿児島県・1年）

さんすうはこたえがあるからおもしろいたくさんこたえてひゃくてんまんてん （鹿児島県・1年）

りょこうからかえってきたらこのにおいかつおをいぶすぼくのふるさと （鹿児島県・2年）

いつのまにびっくりぎょうてんそだってるつららのようないんげんまめ （鹿児島県・2年）

おばあちゃんうまくあるけずぼくのかたかしてあげたらなくほどえがお （鹿児島県・2年）

スーツケースこっそり入れたあの手紙お兄ちゃんもうよんでくれたかな （鹿児島県・3年）

妹ももうすぐ小学一年生ぼくがいるから心配ないよ （鹿児島県・3年）

菜園に「し」の字のようなきゅうりたちあつさのあまり曲がったのかな （鹿児島県・3年）

ぼくの父酒をたくさんのんじゃうとすごくやさしいまほうの酒 （鹿児島県・3年）
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かわいいなえがおなきがおおこりがおなかよくしようねぼくの妹 （鹿児島県・3年）

妹がよちよち歩くそのすがたかぞくみんなのえがお広がる （鹿児島県・4年）

柔道着一心にあらう母さんの背中にそっとありがとう言う （鹿児島県・4年）

みずたまりそっとのぞいてたしかめたなみだのあとはごまかせたかな （鹿児島県・4年）

家の中父はいっつもこわいけどかっこよくなる仕事場いったら （鹿児島県・4年）

カラオケで母の歌声聴いたぼくしかるときにもその優しさで （鹿児島県・4年）

また来るねさびしい顔のそふとそぼ手をふる顔にえ顔をかえす （鹿児島県・4年）

この島にじいじとばあばすんでいるわたしもすきだおきえらぶ島 （鹿児島県・4年）

かあさんがびょうきにかかってかなしいなぼくがかわりにかあさんになる （鹿児島県・4年）

ひんやりと風のノックで目がさめる秋のとびらがしずかに開いたね （鹿児島県・5年）

足うらが悲鳴をあげる寒げいこふき出すあせも湯気となり （鹿児島県・5年）

空と海と一つになるよシーカヤックオールのつばさで飛んでる私 （鹿児島県・5年）

夏の夜きみは何年ねむってた大きく羽ばたけ白いせみたち （鹿児島県・5年）

ヒュードーン夜空に大きな夏の花ゆかたのそでをつかむ弟 （鹿児島県・6年）

なみをこえどんどん進むお父さんまってまってとながされながら （鹿児島県・6年）

あしたはね学童クラブのおとまり会目がパチパチしてねむれなかった （沖縄県・1年）

パパのひざとりあいっこするいもうととわたしがさきにひざからおりる （沖縄県・2年）

おじいちゃんおそなえものはどうでしたすきなおさけがへってましたね （沖縄県・2年）

水ぞく館いろんな魚とはいポーズ魚に見られはずかしいな （沖縄県・3年）

屋根の上雨をふさいで祖父と祖母子牛ふるえる台風の夜 （沖縄県・3年）

母の日にこっそりかくしてプレゼント喜ぶ母みて兄とハイタッチ （沖縄県・4年）

アトピーのかゆみおさまる冬が好き空気が冷えて気持ちがいいな （沖縄県・5年）

父さんがいきていたなら夏休み川でいっしょに泳ぎたかったな （沖縄県・5年）

ごめんねのこの一言が言えないの気持ちは同じ弟もきっと （沖縄県・5年）

おじいちゃん最後の言葉が笑った顔で楽しい会話耳に残ってる （沖縄県・6年）

お母さんに「ヤナワラバー」とおこられる少しさみしい心がくもる （沖縄県・6年）

せいくらべやっと勝ったよ母さんに次の目標お父さんにも （沖縄県・6年）

船づりでサメがかかっておどろいた引きが強くて必死にかくとう （沖縄県・6年）

大きな手とやさしい目じりのおじいちゃん最後に一度話したかったな （沖縄県・6年）

◆佳作（低学年・中学年・高学年の部共通／都道府県別）

旬の秋こげめおいしくさんま焼く皮もぱりぱりかれ葉のようだ （岩手県・5年）

川あそび冷たい水に生きているメダカやヤゴも僕の友だち （岩手県・5年）

いなか道あいさついっぱいしてしまうなぜならみんな仲よしだから （岩手県・6年）

もし過去を変えることなどできるならつらいあの時なかったことに （岩手県・6年）

テストがねよくない点でおこられるどこかにかくそうみつかるまでは （岩手県・6年）

妹はポニーテールがかわいいなゆらゆらゆれるよ耳の上 （宮城県・4年）

ぜいたくだね虫たちの声聞きながら打ち上げ花火見られるなんて （宮城県・4年）

かき氷きーんとひと口目をつぶるそのいっしゅんでバッターアウト （宮城県・5年）

よし行くぞあせもふき飛び気合い入れ夏祭りにてみこしをかつぐ （山形県・4年）

まるいかおちゃいろいかみのけなきごえもぼくににてるねかわいいいもうと （福島県・1年）

カブトムシ顔にも毛がありおどろいたそれに足にもむねにもいっぱい （福島県・5年）
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妹がつかまり立ちの手をはなし家族の声に一歩ふみ出す （福島県・6年）

おてつだいくつのせいとんやりましたいまはわたしのおしごとなんだ （茨城県・1年）

おぼんにはじょうずにおはぎつくったよひいばあちゃんのおもいでのあじ （茨城県・1年）

ばあちゃんとながしそうめんたのしいなきゅうりもとまともコロコロながそ （茨城県・1年）

あさがおがみずをごっくんのんでるよはなびらかぜでおどっているよ （茨城県・1年）

かぶとむしかわいいつのがぶきになるよろいのような足のギザギザ （茨城県・2年）

ピーマンが一つもならないこまったなかんさつ日記書けないなぁ （茨城県・2年）

ぼくにはね弟二人いるけれどたまに一人ですごしてみたい （茨城県・2年）

おきなさいまだまだねむいなつのあさなつやすみだけゆっくりねせて （茨城県・2年）

すくむ足弟の手をにぎりしめおばけやしきをかけぬけたぼく （茨城県・3年）

夏休み海やプールでひやけしてまるでわたしは外国人 （茨城県・4年）

夏の夜線こう花火さみしいななみだのようにポタリとおちる （茨城県・4年）

かぶと虫羽を大きく広げては外に出たいと目でうったえる （茨城県・5年）

都会の子カブトクワガタ千円でぼくの家のはむりょうです （茨城県・6年）

手をのばしまだまだとどかぬ空のようにあなたのぬくもりつかめずにいる （茨城県・6年）

手をつなぐこの堤防には二人だけ夕焼け空にほのかなぬくもり （茨城県・6年）

お母さんと私をつなぐバレーボールポカポカしてくパスするたびに （茨城県・6年）

夏祭り二人おそろい浴衣すがた恋のメーターぐぐぐと上がる （茨城県・6年）

タオルの中三千六百五十グラム妹をそーっと抱き上げてみる （茨城県・6年）

言えなくて好きの気持ちが言えなくてながめるばかりいくじなしのわたし （茨城県・6年）

前の席あなたの背中今日もまた告はくの練習くり返してる （茨城県・6年）

まどからのまぶしい光に目覚めると潮のかおりとおはようの声 （茨城県・6年）

おかあさんたのしいことばおしえてねおぼえるからねおねがいします （新潟県・1年）

ゲームして「はっ」と気づいたやりすぎだ明日は外でサッカーするぞ （新潟県・4年）

ゲームよりたのしいあそびなにがある外のかけっこパパとのあそび （新潟県・6年）

おにわの木セミのがっしょうはじまってわたしもピアノあわせてひいた （群馬県・1年）

うちのネコ白黒もようかわいいよ赤い首輪が似合っているよ （群馬県・5年）

夏の森葉が照らされてまぶしげに青に緑に光輝く （長野県・6年）

夏の夜花火に見入るキミの顔花火を見ずにキミを見るぼく （山梨県・6年）

おとうさんたんしんふにんいつあえるまちどおしいなあそびたいな （埼玉県・1年）

ぱぱのかおきけんせいぶつひぐまかなちがうちがうよやさしいごりら （埼玉県・1年）

あおもりでおおきなねぶたみたんだよたいこのおとがおなかにひびく （埼玉県・1年）

ありがとういつもみかたのおねえちゃんとてもやさしいだいすきすぎる （埼玉県・1年）

おつきさまひょっこりくもからかおだしてぼくをみてるの？まあるいかおで （埼玉県・1年）

うきわでねぷかぷかなみのりたのしいなくらげにばったりびっくりしたよ （埼玉県・1年）

ちがさきのいちばんぼしはおばあちゃんいつもわたしをみまもっててね （埼玉県・1年）

あさがおがかぜにゆられてはなしてるあしたはなにいろさかせようかな （埼玉県・1年）

あさがおのつぼみをよくよくみてみたらぜんぶみぎまきソフトクリーム （埼玉県・1年）

あさがおもおみずたりないこのあつさこおりをいれたらおかわりだって （埼玉県・1年）

あついなつプールがつめたいはずなのにことしはなんだかおふろのきぶん （埼玉県・1年）

ひこうきと白いくじらがおいかけっこお空の上の大運動会 （埼玉県・2年）

ながれぼしながれてどこへ行くのかな海でおよいでひとでになるの？ （埼玉県・2年）

はかまいりおかしおいたよじいちゃんにてがみかいたよゆめであおうね （埼玉県・2年）
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はじめてのプロやきゅうかんせんとんでこいわたしのところへホームランボール（埼玉県・2年）

おとうとがわがまま言ってもゆるしちゃうわらったかおが大すきだから （埼玉県・2年）

太ようをたくさんあびてすくすくと大きくそだてわたしのオクラ （埼玉県・2年）

ピーマンをわたしがにわでそだてたよママのきゅうりとなかよしこよし （埼玉県・2年）

やっときたうきがしずんでハゼつれたつりざおブルル手にあせにぎる （埼玉県・2年）

なめこじるいつもはしからにげだすよぼくはまけないなめこだいすき （埼玉県・2年）

はじめてね北と七星見たんだよ七つならんでおなべみたい （埼玉県・2年）

ぎょうれつのありのたいぐん大にもつありの国もおみこしなんだ （埼玉県・2年）

たんじょう日大切な日をわすれないいつもいえないかんしゃの気もち （埼玉県・2年）

だいすきなリスを見つけておどろいたほっかいどうのなつの夕方 （埼玉県・3年）

きこえないあんなにたくさん鳴いていたセミさん夜はねているのかな （埼玉県・3年）

水ぞく館いるかのおなかさわったよつるつるぶにょぶにょきれいなおなか （埼玉県・3年）

たな作りくぎうつはずがおれのゆびうって血豆ができてしまった （埼玉県・3年）

魚つりはりきる父がつれなくていやいやさおもつ母が三びき （埼玉県・3年）

はかまいりおまいりしたらわかるかなぼくらに会えてうれしいのかな （埼玉県・3年）

弟がおとまり会でおかしいななぜだかぼくがさみしい気分 （埼玉県・3年）

いやになるいつもからかうお兄ちゃんだけど不思議だいないとさびしい （埼玉県・3年）

弟のはなの頭のすりきずが三日でなおる一才ってすごい （埼玉県・3年）

転校でみんなの前で自己紹介むねがどきどきでもがんばった （埼玉県・3年）

甲子園テレビで見てはあこがれてなりきるぼくは四番のエース （埼玉県・3年）

クロールのいきつぎつらいしずんじゃうほんとはもっと進みたいのに （埼玉県・3年）

ああすっぱいふっくら赤いうめ干しはお日さまあびてばあちゃんの味 （埼玉県・3年）

新かん線わたしの気持ちはひとっとび早く会いたいひいばあちゃん （埼玉県・3年）

かき氷カップの外があせだくだぼくもあついが氷もあつい （埼玉県・4年）

おばあちゃんおいしい野菜ありがとうお米のしゅうかく手つだうからね （埼玉県・4年）

夏休みでんしゃにのってそぼのいえまわりのせかいちがってみえた （埼玉県・4年）

通知表開いてみるとき深呼吸期待半分不安半分 （埼玉県・4年）

カブトムシよるにガサガサうんどうかい朝になったらみんなきゅうけい （埼玉県・4年）

夏の山すれちがいざまこんにちは知らない人も笑顔であいさつ （埼玉県・4年）

友達とケンカした夜考えたゴメンネ言える勇気がほしい （埼玉県・4年）

ミニバスケたのしそうだねはじめたようまくなるのはこえだしばかり （埼玉県・4年）

ぬいぐるみひとみをじっとみているとおしゃべりできそう友達みたい （埼玉県・4年）

夏休みはじめてやったアーチェリー気分はまるで戦国武将 （埼玉県・4年）

おじいちゃん戦争のはなしありがとうみんなでつくろう平和な世界 （埼玉県・4年）

発表する今のぼくにはイバラの道勇気を出して手をあげてみた （埼玉県・4年）

あおいろとエメラルドいろキラキラとむかえてくれたいしがきのうみ （埼玉県・5年）

応えんががんばるたびに聞こえるよひっしにたたかった空手の試合 （埼玉県・5年）

英語はねわからないけど妹の話す言葉は通訳できる （埼玉県・5年）

いなかの空きらきらかがやくお星さまいなかと都会見えかた違う （埼玉県・5年）

朝おきてねてる順番かわってるふとんももうふもどこへいったの （埼玉県・5年）

肉球もやけどするほど暑くなる地面確かめゆく散歩道 （埼玉県・5年）

ゴミすて場電柱にカラス止まってるカアと鳴いたら落としものした （埼玉県・5年）

川の中小さな宝石ゆらめいてキラキラ輝くホタルの光 （埼玉県・5年）
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風がふき木がザワザワとおどりだす木々のおどりを風が楽しむ （埼玉県・5年）

庭先のありのこうしんこてきたいどれがぼくかなどれがきみかな （埼玉県・5年）

山びこはわたしのまねをしてくるよまるで声のかがみのよう （埼玉県・5年）

ひからびたみみずにむらがるありんこはおいしいのかなからからなのに （埼玉県・5年）

あずみのの稲穂に止まる赤とんぼ夏の終わりを知らせるように （埼玉県・6年）

夏の夜遠くから響くおはやしにあわせて猫の尻尾が踊る （埼玉県・6年）

つぶつぶのしょっぱい汗がぽたぽたとそれでもぼくは走り続ける （埼玉県・6年）

熱中症今年の夏は暑すぎる倒れる前に塩分チャージ （埼玉県・6年）

暗やみに赤いなみだがこぼれ落ちせつなく終わる線香花火 （埼玉県・6年）

友達とかがやいた目で見る花火まるで花火は私の心 （埼玉県・6年）

本開けて夢の世界へ入り込むまた本閉じて私の世界へ （埼玉県・6年）

おじいちゃん畑で日焼けまっ黒だ野菜笑顔ですくすく育つ （埼玉県・6年）

夏の朝ちょうちん持って会いに行くおかえりなさいおじいちゃん （埼玉県・6年）

ガラスごしひらひら魚およいでる万華鏡の中見ているみたい （埼玉県・6年）

芝の上クラブをにぎり天あおぐ一打に泣いた夏の思い出 （埼玉県・6年）

ねるまえによんだほんのゆめをみるこんやのわたしはどんなやくかな （千葉県・1年）

うちのにわたまごをふたつみつけたよかなへびうまれびっくりしたよ （千葉県・1年）

せがのびてとどくところがふえたからたかいところはぼくにまかせて （千葉県・1年）

いつもはねともだちといるおにいちゃんなつやすみにはひとりじめだよ （千葉県・1年）

じびきあみいわしたくさんみずぎわできらきらひかるさかなのいのち （千葉県・1年）

いもうとはいつもにこにこわらってるわたしもつられてわらっちゃう （千葉県・1年）

あさがおとにらめっこしてきづいたよはなのもようがドレスみたい （千葉県・1年）

くちのなかしたでさわるとおとなのはこどもとおとななかよしどうし （千葉県・1年）

なつやすみどうぶつえんへいきましたぼくににているさるがいました （千葉県・1年）

なつのよるつきにむかってへびはなびほしにむかってドラゴンはなび （千葉県・1年）

いもうとがことばをはなしはじめたよおねえちゃんとよんでほしいな （千葉県・2年）

夜の空キラキラたくさんひかっている星とひこうきまちがえやすい （千葉県・2年）

パパのうでとんぼが二ひきにらめっこしょうぶつくまで木にへんしんね （千葉県・2年）

むらさきにかがやいていてまるまるのわたしがつくったじまんのなすだ （千葉県・2年）

かあちゃんはいつもおこっているけれどすきってことはぼくにばればれ （千葉県・2年）

おてつだいたくさんするとママのかおぱっとあかるくでんきつくみたい （千葉県・2年）

なつやすみいもうとつれておつかいにいつものおみせがちがってみえた （千葉県・2年）

僕誓う応援行った高校野球必ずここで僕は投げるよ （千葉県・2年）

ピーマンはきらいだったよゆるしてねそだててみたらすきになったよ （千葉県・2年）

どんぐりをたべるのだあれりすさんだ木のうえにいるふたごりすさん （千葉県・2年）

あついなつすなはままるでフライパンつまさきで歩くわたしとカニたち （千葉県・2年）

夏の日にかぞくになったハムスターちいさないのち大切にする （千葉県・2年）

夏の午後遠くに見える黒い雲雨のにおいに鳥たちがさる （千葉県・3年）

お母さんぜったい言えないママなんてねる前だけは特べつだけど （千葉県・3年）

台風が次から次へやってくるそんなにあわてて来なくていいよ （千葉県・3年）

ホウセンカぼくの水やりうれしそう今日も元気にぼくをまってる （千葉県・3年）

カブトムシエサをもとめてけんかして真夏の夜のすもう大会 （千葉県・3年）

行ってきますドアを開けると友だちのえ顔がぼくのたからものだよ （千葉県・3年）
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つめたいとドキドキしながら足つけたへんだなぬるいよことしのプール （千葉県・3年）

うなぎ屋でがんばるじいじかっこいいしょうらいぼくがうなぎ屋つぐよ （千葉県・3年）

ふしぎだな食よくない日も食べられる父が作ったおいしいやさい （千葉県・3年）

バッタ好き空にとどくよそのジャンプバッタもぼくを好きだといいな （千葉県・3年）

かわあそびあのひのカエルどうしてるかぞくといっしょにくらしてるかな （千葉県・3年）

お兄ちゃんに算数習って楽しかったわらいながらでママより上手 （千葉県・3年）

おばあちゃんち昔のアルバムみてみるとぼくらとにた顔びっくりしたよ （千葉県・4年）

ママの夏ダイエットにはプールですアイスにおやつやせっこないね （千葉県・4年）

暗やみにやさしい光見つけたら蛍のおしりがイルミネーション （千葉県・4年）

すぐ近くすごい光と音聞こえ泣くほどこわくておへそをかくす （千葉県・4年）

くつひもをキュッと結んで家を出たママからはなれる初の合宿 （千葉県・4年）

城山に登りながめる桜島何を思うか西郷隆盛 （千葉県・4年）

おこられた二階ににげて泣いたぼく外からの風がなぐさめてくれた （千葉県・4年）

うちのねこ遊んで食べてねてるだけわたしがやったらおこられるのに （千葉県・4年）

ひいばあちゃん「また会いましょう元気でね」あくしゅの力ぼくより強い （千葉県・4年）

立ち止まるぐうぜん見かけたセミのうかもうつかまえないと心にきめた （千葉県・4年）

せみの音
　ね

は遠くで聞くとすずしげで近くにいるとあつく感じる （千葉県・4年）

大空は春夏秋冬変わるけどわたしも変わる成長するぞ （千葉県・4年）

両親はケータイばかり見ていてもぼくたちのことわすれないでね （千葉県・5年）

来年もまた会おうねってじいちゃんと指きりげんまんなみだをぬぐう （千葉県・5年）

夕暮れになびく田の稲蒼い波ところどころに穂が顔を出す （千葉県・5年）

ゴォーゴォーと怪獣叫ぶよパパいびき波の音なら毎日いいよ （千葉県・5年）

秋の外いちょうもみじの落ち葉達風にふかれてもう一度まう （千葉県・5年）

秋の庭あかあかもえるたき火にはほかほか甘い焼きいもねむる （千葉県・5年）

全神経右手に集中息を止めひっくり返す初たまご焼き （千葉県・5年）

キラキラと光るいわしのトルネード見ながらもぐる夏の思い出 （千葉県・5年）

夏が来たプールが好きなぼくの肌日焼けで真っ黒おしりは真っ白 （千葉県・5年）

うちの猫暑さでぐーたらねてるけどセミが来たら追いかけまわす （千葉県・5年）

秋になりセミの鳴き声へっていきコオロギたちにたすきをわたす （千葉県・5年）

夏の川水面みたらおどろいた入道雲もおよいでいたよ （千葉県・5年）

伝記読み思わずうなる夏休み会えてよかった伊能忠敬 （千葉県・6年）

入院中かなしみあふれなみだでるまぶたをとじれば家族がみえる （千葉県・6年）

妹が毎日言葉覚えてるもうすぐ二さい大きくなったね （千葉県・6年）

剣道の袴のひもを結ぶ時僕の心も身も引きしまる （千葉県・6年）

親の声届いているけど思春期で反抗しても感謝してるの （千葉県・6年）

炎天下汗ほとばしるグランドで昨日の自分追いこしていく （千葉県・6年）

ひと仕事終えた手の平見てみればあかぎれだらけのおばあちゃんの手 （千葉県・6年）

もう少し遊んでいたい夏の五時ひびくかねの音さよならの声 （千葉県・6年）

あかちゃんのおとうとはとてもかわいいなだっこをするとあたまぐらぐら （東京都・1年）

なつやすみぼくはしゅくだいパパしごといつかほしいなみんなのやすみ （東京都・1年）

ようちゅうがくわがたになっためすとおすげんきにうごくなかよしこよし （東京都・1年）

ままだってきらいなおかずあるでしょうまたのこしたらわたしおこるよ （東京都・1年）

おくじょうにのぼってみたいとおくまでとうきょうのまちみてみたいなあ （東京都・1年）
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だいすきだいつもやさしくあったかいかっこいいパパしごとがんばれ （東京都・1年）

おとうとをだっこするのがすきだけどちょっとくさいなあせかくあたま （東京都・1年）

かたつむりどんなやさいもたべているぼくもまけずにがんばるぞ （東京都・1年）

おつきさままるでおおきなすべりだいいってみたいなそらのこうえん （東京都・1年）

ふしぎだなあさはまっさおにゅうどうぐもゆうがたになるとまっかなおそら （東京都・1年）

かめさんがいきつぎするのまっているかわいいおかおはやくみせてよ （東京都・2年）

ひまわりがおじぎをしたらあとすこしなつのおわりとあきのはじまり （東京都・2年）

うまれた日ちかづくたびに言われるよわすれないでね３・11
さんてんいちいち

（東京都・2年）

セミの声夏がはじまるあいずだね夏のおわりはしずかになるね （東京都・2年）

あつい夏今朝はなにいろさいたかなあさがおえがお明日もたのしみ （東京都・2年）

はじめてのせんこう花火きれいだなかぜふかないでねたまがおちるよ （東京都・2年）

ともだちとおとまりかいはたのしいなまるでほんとのかぞくみたい （東京都・2年）

プールでねプカプカみあげたあおいそらりょうてひろげてわたがしつかむ （東京都・2年）

スタンプがいっぱいたまったうれしいな早おきをしたごほうびなんだ （東京都・2年）

ばあちゃんのおうちであそぶなつやすみきょねんのおもちゃちいさく見えた （東京都・2年）

わたしのねおかあさんがねおっちょこちょいワインのふたをあけずにそそぐ （東京都・2年）

カブトムシ角をふりあげけんかするここのじゅえきはおれだけがのむ （東京都・2年）

夕がたにセミがだっぴをしていたよゆっくり出てきた元気にとんでね （東京都・2年）

夏の空にゅうどうぐもがういているとっても大きいかき氷だな （東京都・2年）

ハスの池雨がふってるみたいだよでもほんとうはアメンボだよ （東京都・2年）

バトミントンわたしがかったママまけたコートがせまいといいわけしてる （東京都・3年）

夏休みカニ見つけたよしばの上川にむかっていっしょに行こう （東京都・3年）

おうえんが息つぎするたび聞こえてきたよひっ死に泳いだ夏のけん定 （東京都・3年）

ホームランとばせるちからほしいからすぶり百回ごはん三ばい （東京都・3年）

夏休みたんかのしゅくだいわすれてた考えたけど思いつかない （東京都・3年）

じゅぎょう中みんなの前で発表しドキドキしてる私の心 （東京都・3年）

今日もまた妹とケンカしかられるもう遊ばないやっぱり遊ぶ （東京都・3年）

お母さんそれはわたしがわるかったごめんなさいがすぐには言えず （東京都・3年）

暑い朝あせをたらしてはかそうじパパの子ですとあいさつしたよ （東京都・3年）

ふしぎだねおり方かえてへん身ださいしょは同じおり紙なのに （東京都・3年）

夏の夜のせんこう花火ぱちぱちと子どものけんか見ているみたい （東京都・3年）

夏休み終って始まる新学きにがてな算数とくいにするよ （東京都・3年）

三宅島マグマ流れたこわい島上から見たらきれいな島だ （東京都・3年）

馬にのり見えるけしきにおどろいたにぎるたずなに力がはいる （東京都・3年）

あたたかなそよ風ふいて花びらがふまないでよとさくらのじゅうたん （東京都・3年）

なつやすみプールのじゅぎょうがんばってきょねんのリベンジかいきんしょう （東京都・3年）

パチパチと線香花火星のよう私もいつかかがやけるかな （東京都・3年）

ハムスターいいないいなねてばっかずるいなずるいわたしもねたい （東京都・3年）

秋が来るそよ風少しふいてきてセミがしずかに鳴くのをやめる （東京都・3年）

なつやすみじいじとばあばがくうこうでわたしをでむかええがおがったい （東京都・3年）

習い事やめたい時もあるけどね友だちいれば元気が出るよ （東京都・3年）

犬とさんぽこっちあっちとかってに走るわたしはこまるとちゅうでかえる （東京都・3年）

大好きな私の姉はやさしくてねるときいつも手をつなぐんだ （東京都・3年）
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台風がきたない雲をふきとばし空をあらっておそうじ終わり （東京都・4年）

おとまりでぐんま県のゆばたけへいおうのにおいがゆでたまごみたい （東京都・4年）

かき氷シロップ選び楽しくてまよっていたら氷がとけた （東京都・4年）

六こしたぼくのいもうとかわいいなだけどもおこるとひょうへんするよ （東京都・4年）

夏休み宿題ぜんぜん進まないままのしせんがちくちくいたい （東京都・4年）

夏休みプール開放かいきんしょう真黒日やけごぼうみたい （東京都・4年）

トゥシューズはいて私はちょうになる今日は主役の発表会 （東京都・4年）

夏休み海で聞いてた波の音家についてもまだ聞こえてる （東京都・4年）

カブトムシせいいっぱいに生きているせまいけれども虫かごの中 （東京都・4年）

夏の昼ひまわり畑すみの方ひとりぼっちの小さなかかし （東京都・4年）

夏休みとたんに発熱四十度旅行もキャンセルあぁ熱休み （東京都・4年）

姉さんとむずかしいんだ仲直りだけどおやつははんぶんこしよ （東京都・4年）

夏休みおこられすぎてばあちゃんに相談したい気持ちたくさん （東京都・4年）

サラダバー季節の果実輝いて僕は貪るスイカとメロン （東京都・4年）

江戸川区にわかあめふる夏の日にとしんのほうは集中豪雨 （東京都・4年）

三宅島家族と見上げる青空は海につながる地球の生命 （東京都・4年）

森の中ぼうしをかぶった小人たちみんなでならんだかわいいきのこ （東京都・4年）

だんだんと聞こえてくるよせみのこえ夏のはじまり耳にちかづく （東京都・4年）

ふだんはねぐうたらぱぱのはずなのに会社に行くとりっぱな大人 （東京都・4年）

海にさくたいりんの花サンゴしょう魚がかこみ花畑かな （東京都・4年）

天の川いつか見たいな東京でみんなが電気消したらどうかな （東京都・4年）

はじめてのキャンプ活動たのしいな自分で作ったカレーに感動 （東京都・4年）

青いしたきいろのしたに赤いしたみんなみせ合う夜の縁日 （東京都・4年）

たいかいでやきゅうのしあいまけちゃったいっぱいないてつぎこそかちたい （東京都・4年）

運動場フェンスの穴にスズメがはまるスズメに人気の小さなアパート （東京都・4年）

初めてのトライアスロン完走しうれしさとともに達成感 （東京都・4年）

月みると理科の勉強おもいだす今日の月はときかれてこまる （東京都・4年）

かき氷二人で一つメロン味二人いっしょにキーンとなった （東京都・4年）

明日から夏休みだと笑ってる校門前で宿題話 （東京都・4年）

「おいしいね」さんまを食べてわらってる私は風邪で小さなみかん （東京都・4年）

マラソンで呼吸があらく坂道で声えん聞いてふたたび走る （東京都・4年）

妹の泣き声聞いて走りだす小指にぎられ温かい手 （東京都・4年）

黄金のさつまいもご飯光っててあまいにおいが部屋いっぱいに （東京都・4年）

みそ作りこねてこねてへとへとだそのあとごはんがうまいうまい （東京都・4年）

はんぶんこまるごとよりもおいしいねならんで食べるおやつの時間 （東京都・4年）

妹はとてもわがままたいへんだでも大じょうぶぼくがお母さん （東京都・4年）

暑い夏竹下通りは人の山家に帰ったら宿題の山 （東京都・4年）

なつの日のゆうがた子どもあそんでたかげもいっしょにたのしそうだな （東京都・5年）

香川県うどんにはもにオリーブ牛旅はやっぱりご当地グルメ （東京都・5年）

エアコンがぎしぎしぎしと音を立て暑さ伝えるうめき声かな （東京都・5年）

カタツムリホースのような長い首のばして何を待っているの （東京都・5年）

秋の山黄色や赤におめかししダンスパーティーくるくるくるる （東京都・5年）

けんかしてどなってわかれた帰り道明日は言おう「ごめんね」を （東京都・5年）
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台風でプールに行けず終わったよ夏らしくない夏をすごした （東京都・5年）

夏終りすず虫達の声聞こえ秋の足音近づいてくる （東京都・5年）

帰国ごと暑さになげく父を見て改めて知る日本の猛暑 （東京都・5年）

暑い夏白く美し海の貝空の雲も同じ貝の色 （東京都・5年）

野球でだせきにたってホームランいつかやってみるヒーローインタビュー （東京都・5年）

縁の下六つ子を守る母猫に台風来るな祈る僕の手 （東京都・5年）

霧かかり神様通る御射鹿池本当にあるジブリの世界 （東京都・5年）

つぎつぎとわるいことばがでてくるよそんなぼくははんこうきかな （東京都・5年）

妹はわがままいっぱいすぐに泣くでもかわいいからぼくは困る （東京都・5年）

お日さまはせんたく物をかわかしてママの手伝い大好きみたい （東京都・5年）

目がまわるうだる暑さと宿題にとんでいきたいとんぼのように （東京都・5年）

夏合宿筋肉痛になりながらようやく取ったぞ努力賞 （東京都・5年）

太陽は夏休みでも働くよいつもお仕事おつかれさまです （東京都・5年）

十五夜の白いおだんご口もとへ空見上げれば光るおだんご （東京都・5年）

ひまわりも下をむいちゃうこの暑さ四十度越え普通じゃないよ （東京都・5年）

七夕の金管パレード初めてだあつかったけど必死にふいた （東京都・5年）

わき水に冷やしたすいかうかんでる横でアメンボおよいでる （東京都・5年）

いざ勝負いよいよプールの検定だ僕なら出来る魚になるぞ （東京都・5年）

熱が出たその時食べるすりりんご元気になれるまほうの味 （東京都・5年）

あめあがりくもった空がにじになりアジサイの上に雨つぶ一つ （東京都・5年）

「うるさいな」夜のおうえん兄の声今年は暑いぞワールドカップ （東京都・5年）

お母さんおこるとこわくおそろしい笑う笑顔は子どもみたい （東京都・5年）

ぬいぐるみどんな気持ちか知りたいな私と一緒幸せですか （東京都・5年）

涼やかにゆれるフウリン心地よく眠気を誘う夏の夕暮れ （東京都・5年）

永遠につきることないたきの音そのはく力におもわず息のむ （東京都・6年）

旅行から帰るのはヤダと思いつつ帰ってくると我が家が一番 （東京都・6年）

入院中何の季節か分からないあんな経験もうこりごりだ （東京都・6年）

バスゆれるスリルあふれるいろは坂カーブするたびつばを飲みこむ （東京都・6年）

夏休み毎日つくるカルピスのコロンとひびくつめたい氷 （東京都・6年）

母親の真似をしようと一歳児スマホをいじる現代っ子め （東京都・6年）

すきとおる光徳沼の冷たさや足さきしびれ十秒もたず （東京都・6年）

夏の日の涼をふりまく風鈴の暑さの中に美しき音色 （東京都・6年）

ひまわりと毎日一緒に背比べ太陽向かい成長していく （東京都・6年）

かき氷暑い夏にはかかせない真っ白お山にドレスを着せる （東京都・6年）

ひまわりのはなにあつまるむしたちはきょうもどこかをたびしているよ （東京都・6年）

夏の敵熱中症に暴雨に雷雨宿題もそこに入れちゃいたいかも （東京都・6年）

冬の朝布団の温もり恋しくてあわてて起きたら日曜日 （東京都・6年）

五能線海岸走る景色には日本海の香りただよう （東京都・6年）

カマキリが田んぼのいねの頂上でわれが王者と堂々たるすがた （東京都・6年）

阿波おどりよく見てみるとてきとうで素人達人変わらぬおどり （東京都・6年）

夏の海ザザザザザザと波の音砂があつくて足裏がいたい （東京都・6年）

平和の日忘れることが許せない原爆ドーム涙あふれる （東京都・6年）

つかれはて家路について見上げれば空に広がる秋の夕ぐれ （東京都・6年）
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無意識に聞こえてくるよのどじまんえん天下でもせみは休まぬ （東京都・6年）

鳴いているあと少しだよと蝉たちが宿題急げとせかしているよ （東京都・6年）

うれしいと時間が速いかなしいと時間がおそい心の時計 （東京都・6年）

スーパーでひときわ目立つさくらんぼそれでかっちゃうぼくの母 （東京都・6年）

思い出のたくさんつまったこのうちわどのうちわよりすずしいな （東京都・6年）

リズム取るステップ踏むたび疲れてく息は切れるがやる気は切れない （東京都・6年）

空見上げ形いろいろおもしろい雲の研究まだまだ続く （東京都・6年）

ねこのミル体に顔をうずめるとぬくぬくふわふわこねこの気持ち （東京都・6年）

忘れない夜の景色を見た時に時間が止まる光りの世界 （東京都・6年）

イワシづりかかった時はぶるぶるだまるで電気のマッサージ機だ （東京都・6年）

熱帯夜クーラーつけたはずなのに暖房ついてて熱中症だ （東京都・6年）

山登りけわしいけれどかんばるぞお空の月もおうえんしてる （神奈川県・3年）

パパとママたった二日の夏休み夏の思い出ぎゅうとつめこむ （神奈川県・3年）

じいちゃんと見上げた夜空にながれ星ねがいはひとつ長生きしてね （神奈川県・4年）

カブトムシいつまで食べるの朝なのにふくろのゼリーもうなくなりそう （神奈川県・5年）

手まきずしす飯を冷ますうちわの手つかれた分もおいしくできた （神奈川県・5年）

なつかしい祖父の笑顔を思い出す炎が上がる初ぼん送り （神奈川県・6年）

夏の夜樹液に集うカブトムシ山のおくにも命あふれる （神奈川県・6年）

うちのぱぱみためのわりにこわがりでたかいところでぱぱだけむくち （静岡県・1年）

なつやすみままとふたりでどうぶつえんおとうといないままひとりじめ （静岡県・1年）

おにやんまぷうるのうえでとんでいるたまごをうむとこさがしてるのかな （静岡県・1年）

シャープペンすりすり音がかみの上どんどんえい語すすんでいくよ （静岡県・2年）

台風のわすれ物かな田んぼの上小さなにじがきらきらかがやく （静岡県・3年）

かき氷落としたみつを見てみたらアリがダンスのまっさい中 （静岡県・3年）

庭の木のかわがめくれてなんだろうカブトムシがね三日もいたよ （静岡県・3年）

えだまめがペッチャンコからふっくらとさいごはなべでおどっていたよ （静岡県・3年）

熱帯夜かい談話ですずもうとばあちゃん言うけどこわくてねむれず （静岡県・4年）

家のそば友にひみつのくぬぎの木たいていとれるカブトとクワガタ （静岡県・4年）

大せっ近会ってみたいな火星人もしも会えたら仲良くなりたい （静岡県・5年）

まめむけた大会前の私の手血まめをさすって今日も練習 （静岡県・6年）

ドドドドドかみなり様のおとおりだ道をあけろとピカピカひかる （静岡県・6年）

お父さん家ではふつうのお父さん野球になるとおにかんとくだ （静岡県・6年）

大会でやる気を出したぼくだけどファール四回ピンチ到来 （静岡県・6年）

そうだつせんおいしいトマトしょうひんだカラスがとるのかぼくがとるのか （愛知県・2年）

かいがらをあつめてつくったちょきんばこわたしとママの夏の思いで （愛知県・2年）

一りん車練習したからきずだらけすごくボロボロがんばったしょうこ （愛知県・3年）

野良ネコが見つめあってるにらめっこけんかするかな鼻にキスした （愛知県・4年）

意味もなくむだ毛が生える脇と指祖父の頭にあげられたらなあ （愛知県・5年）

友だちの家で赤ちゃん生まれたよ指をにぎる手とても温かい （愛知県・5年）

入学式みんな笑顔で門くぐるぼうしにひらひら桜の花が （愛知県・6年）

お姉ちゃん中学に入ってなんだか冷たいぼくはずーっと大好きなのに （愛知県・6年）

夏祭りさそわれなかった孤独感次はだれかにさそわれたいな （愛知県・6年）

かわあそびままにつかまりみずのなかのぞいてみたらいしがいっぱい （岐阜県・1年）
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めだかさんきらきらせなかすてきだねいつもおよいですずしそうだね （岐阜県・1年）

くやしいな今日もまけたよあさがおはいつも何時におきてるんだろ （岐阜県・3年）

真っ青な空にふわふわうかぶ雲きゅっとだきしめねむってみたい （岐阜県・4年）

おとうとと曲に合わせて太鼓打つぼくらが主役地区盆おどり （岐阜県・4年）

おっとっとしりもちついてどろだらけあははと笑ったいねかり体験 （岐阜県・5年）

おすわりとふせしかできないぼくの犬かわいい顔してぼくを見つめる （岐阜県・5年）

空を見るそこにはきれいな七色の青空と虹夢は広がる （岐阜県・6年）

あついよるやもりのこどもいえにきたかわいらしくていえでほごする （三重県・5年）

うかぶごみさかなのおなかごみまみれかわもかなしむうみもかなしむ （滋賀県・1年）

たのしみだぼくのいもうともうすぐだおむつかえるよおにいちゃんだから （滋賀県・1年）

つかまえた赤くてきれいザリガニをぼくのほう見ておどっているよ （滋賀県・2年）

かぶと虫ひるまはじっとがまんしてもうすぐよるだあばれてやるぞ （滋賀県・2年）

夏の夜赤い火星が大接近流星群も夜空にぎわす （滋賀県・3年）

水面にまっ赤にもえる空映りまっ赤にそまるびわ湖の景色 （滋賀県・5年）

キラキラのこんぺいとうをばらまいて星空にさく打上花火 （滋賀県・5年）

六年間共に歩んだランドセル古びた傷に重み感じる （滋賀県・6年）

「食べたい」と点滴の祖父に首をふるふるえる祖母に言葉見つからず （滋賀県・6年）

いもうとがかわいすぎてこまるなあわがままいってもゆるしてしまう （大阪府・1年）

ラッキーだまいたの四つぶだけなのにりょうていっぱいあさがおのたね （大阪府・1年）

あついなつそだてたなすもヘトヘトでぐったりしているきびしいあつさ （大阪府・2年）

あかちゃんはからだプニプニかわいいなたくさんないてたくさんわらう （大阪府・2年）

妹のはじめておいわいたんじょう日もちをせおってアーアーさけぶ （大阪府・2年）

夏休みふうりんの音と思ったらなんとびっくりめざましどけい （大阪府・3年）

かわいいなおててぷにぷにわらってるみんなもえがおおちび赤ちゃん （大阪府・4年）

光る星こっちを見てよとじまんする夏の夜空をきらきらてらす （大阪府・4年）

船に乗りかもめにえさをあげれたよ私も飛びたいみんなといっしょに （大阪府・4年）

海遊館ジンベイザメが泳いでる雲のあいだを飛んでいるように （大阪府・4年）

うるさいせみぼくはきらいだ弟はせみよりうるさいでも大好きだ （大阪府・4年）

おじいちゃん祭りにでているその顔は写真の中のひいじいちゃん （大阪府・4年）

二度みしたテストが百点五年ぶり今日は赤飯あっ夢なのか （大阪府・5年）

夏がきたみんなで花火したいけどかあさんいないできません （大阪府・5年）

あせだくでがつがつたべるかきごおり食べおわったらあたまがキンキン （大阪府・6年）

通知票ワクワクドキドキ楽しみだ返されたあとにせすじがこおる （大阪府・6年）

ザーザーと雨がふる日はかなしいよ空がないてる明日はなくな （大阪府・6年）

ホーホホホその鳴き声ははとの声じゅくの帰りに大合唱 （大阪府・6年）

秋の山バスの窓から見えるもの何もかもがそまっている （大阪府・6年）

夏の夜に大きな音ではなやかに色とりどりの大輪の花 （大阪府・6年）

友達がいるから楽しいこの学校みんなみんな大切な人 （大阪府・6年）

ひよこがねぴよぴよないてかわいいなわたしのてからごはんをたべた （兵庫県・1年）

はがぬけた二ほんのまえばぎざぎざのおとなのまえばだいじにするよ （兵庫県・1年）

雨あがりかたつむりのぬけがらだおうちをすててどこに行ったの （兵庫県・2年）

けんかしてなかなおりのギュウしたいのににげる妹かなしいわたし （兵庫県・2年）

なつやすみプールにいってクロールがはじめてできてうれしすぎるよ （兵庫県・2年）
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おとうとがなくとわたしがおこられてがまんしようか大きくなるまで （兵庫県・2年）

一歳の妹をだき花火見るいつもの夏よりきれいに見えた （兵庫県・3年）

夜おそくげんかんあく音聞こえたら「おかえり」とぼくパパうれしそう （兵庫県・3年）

皮むけばとうもろこしがおどりだすフワフワスカートフラダンサーだね （兵庫県・4年）

初ぼんの日が近づき胸せまるばあばの笑顔あの日の思い出 （兵庫県・4年）

おばあちゃんぼくの名前をわすれてるだけど笑って「かしこい子や」って （兵庫県・4年）

夏の空南の国の海みたい雲の魚がプカプカ泳ぐ （兵庫県・4年）

初めての水泳大会きんちょうでドキドキしたけど自己ベスト出た （兵庫県・4年）

夏休みすぶりをたくさんがんばったかならず打つぞ大ほーむらん （兵庫県・4年）

ぼくしかるライオンみたいなママのこえでんわでるときネコにへんしん （兵庫県・4年）

そうじ機がこわいとぼくにとびついたやっぱりかわいいぼくの妹 （兵庫県・5年）

妹の手のひらにゆびをのせたときにぎってきたから少してれ笑い （兵庫県・6年）

まいったな夏の畑のかたい土父と二人でよみがえらせた （兵庫県・6年）

夏の朝流れるみなもがきらきらと犬との散歩一日のはじまり （兵庫県・6年）

おじいちゃん天国で見て運動会ほんとはその場で見てほしかったな （兵庫県・6年）

太ちくわ食べたらわかる魚味のぞいてみたらぼうえんきょう （兵庫県・6年）

あおいうめむらさきのしそとしろいしおつけるとビックリ赤いうめぼし （岡山県・2年）

やまのうえにゅうどうぐものおやこがねあそんでいるよかくれんぼかな （広島県・1年）

おとうとがほいくしょでびゅうないてるよはやくなれてねたのしいばしょよ （広島県・1年）

ちきゅうぎのなかにぽつりとぼくのくにしらないくにもいつかいきたい （広島県・2年）

トランポリンフワーっと空にうかんだらお父さんより大きくなったよ （広島県・2年）

あったかいかあさんのてはまほうのてぼくのおなかをなおしてくれる （広島県・2年）

いとこがね初めてできたうれしいなランドセルより軽くてびっくり （広島県・4年）

文鳥を見つめていたらわたし見た目があうたびにすいこまれそう （山口県・6年）

雲が飛ぶ風に押されて飛んでいく世界旅行を楽しみながら （山口県・6年）

せんぷうきかおを近づけこえだしてあそぶいもうとなんかかわいい （徳島県・2年）

四時半に毎朝起きるうちのねこ時計読めるのまだねむらせて （徳島県・4年）

おやさいのたねはどうしてちいさいのしらべたくなるぼくののうみそ （高知県・2年）

かえり道いつもいもうとおんぶするだんだんせなかおもたくなるよ （高知県・2年）

七五三かわいいきものかりてきたおけしょうをしてほらかわいいね （高知県・2年）

もっとやろう雨がふるまでサッカーをうんどうじょうで親友五人 （高知県・2年）

しかられる時もどこかで聞こえてる理央大すきとおばあちゃんの声 （高知県・3年）

楽しそうにけんばんの上おどる指ほんとはとてもきんちょうをする （高知県・5年）

お母さんごめんなさいと思うけど反抗期だよこの年ごろは （高知県・5年）

友達とけんかをした日涙ぐむあやまりたいがすなおになれない （高知県・5年）

きらきらのたいようあびたみずあびたまっかになったよじいちゃんのトマト （香川県・1年）

むねあげでやねからおかしふってきたとんでつかんでにこにこえがお （香川県・1年）

わたしの手もようがママとおんなじだなんだかふしぎうつしえみたい （香川県・2年）

ガチャっとねドアがあくおとパパかえるニッコリわらっておかえりなさい （香川県・2年）

ねえじいじなしおいしいよかたいかなじゃあももあげるこれやわらかい （香川県・2年）

とうさんの足音聞いてけんかやめふとんにもぐる夏の兄弟 （香川県・5年）

雲辺寺きりで毎日かくれてる見えない姿にん者みたい （香川県・6年）

大丈夫そう言いながら背中おすやさしさは父のまほうなんです （香川県・6年）
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大雨でひなんじょ生活大変だできることから自分でやろう （愛媛県・4年）

さかなつりいろんなさかなつれましたしろぎすかさごてんぷらしたよ （福岡県・1年）

おとうとのおむつをあけるときらきらのふんすいとんだわっはっは （福岡県・1年）

おとうとといっしょにねるようでまくらうでがしびれてがまんたいかい （福岡県・1年）

ドキドキがどんどんどんどんでかくなるいよいよぼくだからてのしあい （福岡県・2年）

かぶとむしはじめていえでうまれたよちいさいつのもかっこいいな （福岡県・2年）

夕はんは一ばんすきなチャーハンだぼくがそだてたピーマン入りだ （福岡県・2年）

台風が町をおそったどうしようまどはガタガタぼくはぶるぶる （福岡県・3年）

コースターちょっかっこうでおりていくとてもこわくて泣きべそかいた （福岡県・3年）

うんどうかいちゅうしはいやだあっそうだつくろういますぐてるてるぼうず （福岡県・3年）

はれた空土のにおいがしてきたら大きなしずくポツリと落ちた （福岡県・3年）

見上げた空白い飛行機飛ぶ様子会いに行くよと大すきな祖母へ （福岡県・4年）

糸をひくこのしゅんかんをのがさない釣れたぞヤマメもようがまぶしい （福岡県・5年）

ぼくの家新たな家族二匹来たねこだけれども命は同じ （福岡県・5年）

せんぷうき右へうごけば右へいく兄弟二人で風のとりあい （福岡県・5年）

暑い日にぎらりと見つめる太陽が雲にかくれてちょっと一息 （福岡県・6年）

夏の日に意識が飛んだ突然に熱中症の怖さを知った （福岡県・6年）

おじいちゃんそっくりさんを見つけたよお盆で会いに来てくれたかな （福岡県・6年）

パドルこぎカヌーはすすむすいすいと水面
みな　も

を走るぼくはアメンボ （福岡県・6年）

秋始まりいっぱい食べよう佐賀の米白いごはんに佐賀のりまいて （佐賀県・3年）

失敗を指てきされて不きげんにでも言われないと気が付けないよ （佐賀県・4年）

夕ごはん買うのもいいけどぜったいにおかあさんの手作りがすき （佐賀県・4年）

帰り道緑の田んぼいいにおいじっとみてると緑の海だ （佐賀県・4年）

帰り道一人でいるよ友達が声をかけよう「いっしょに帰ろう」 （佐賀県・5年）

夏休み走りまわったグラウンドボール追う道夢へと続く （佐賀県・5年）

二回目の短歌作りになやむぼく算数よりも難しく思う （佐賀県・6年）

あかちゃんがママのおなかにいるんだよはやくいっしょにあそびたいなあ （長崎県・1年）

けんだまのしけんのときにはいりたいどうかとめけんすぱっとはいれ （長崎県・1年）

おとうとがぼくのじゅうすをのんじゃってしかられてたよかわいそうだね （長崎県・1年）

おじいさんおばあさんとおどってるいつまでもふたりげんきでいてね （長崎県・1年）

びじゅつかんひかりのなみがうごいてるひかりとあそぶなつのおもいで （長崎県・1年）

ハタをあげいっぱいとんだ風よふけみんなたのしくふあふあとんだ （長崎県・4年）

森林のゆさゆさと鳴る音楽にぼくもいっしょにゆれてみたいな （長崎県・4年）

左きき流しそうめん出てきたよ左回りでなかなかとれない （長崎県・5年）

じてんしゃでスピード出すとすっとする体の中に風ふいてくる （長崎県・6年）

夢叶い初の妹大かんげい生まれてありがと元気に育て （熊本県・3年）

空見上げふしぎに思う星の数行ってみたいなかがやく国へ （熊本県・4年）

水俣の魚はいつもたから物二度とおこさぬ水俣病 （熊本県・5年）

毎日の眠気がおそう五時間目名前当てられ頭真っ白 （大分県・6年）

お母さんと買い物に行く重そうだ「ぼくが代わるよ」手がちぎれそう （大分県・6年）

イガグリをパカッと開くと三列に仲よしこよしの三人兄弟 （宮崎県・6年）

だいすきなあおくておおきいうちのそふぁかぞくあつめてぼくはしあわせ （鹿児島県・1年）

ピアノひくきもちそろえてドレミファソままがひだりてわたしがみぎて （鹿児島県・1年）
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おねえちゃんきょうはびじんなんでかなかおにおえかききらきらしてた （鹿児島県・1年）

バッタさんはっぱにまぎれてなにしてるうえからみるとまるみえですよ （鹿児島県・1年）

ラムネのみのめばのむほど音がなるカランコロンとビー玉おどる （鹿児島県・2年）

おとうとよようかいなのかかいじゅうかおねがいですよいうこときいて （鹿児島県・2年）

あおい海すいすいおよぐ魚たちなかまに入れてぼくもいっしょに （鹿児島県・2年）

はやくきてママのおなかの小さな赤ちゃんわたしのおさがりじゅんびしてるよ （鹿児島県・2年）

うっとりと見とれてばかりでたべられないはじめてそだてたミニトマト （鹿児島県・2年）

じいちゃんのじまんのゴーヤ山もりだひとつでいいからメロンにかわれ （鹿児島県・2年）

ふうりんのちりちりちりりひとりごとみみをすましておはなししたい （鹿児島県・3年）

コオロギのＢ・Ｇ・Ｍでばんごはんしゅんのサンマがますますうまい （鹿児島県・3年）

夏まつり夜空にひびくたいこの音とどけばいいなおばあちゃんにも （鹿児島県・3年）

せいえんを力にかえてバタフライ心にきこえるなかまの気持ち （鹿児島県・4年）

飛行機で小さく見えるふじ山が登ってみてよとよんでいる （鹿児島県・4年）

学校に行く時いつもほえる犬わたしに言ってる今日もがんばれ （鹿児島県・5年）

連発の花火がえがくきくの花たった二秒で幸せになる （鹿児島県・5年）

お母さん先回りして言わないでぼくにもちゃんと考えがある （鹿児島県・5年）

水中でキラキラ光るメダカ達太陽浴びてまるで宝石 （鹿児島県・5年）

夏休みつくえに小さくランドセル仕事がなくてかざり物のよう （鹿児島県・5年）

お姉ちゃんむかえて楽しい三日間でも帰るときさみしさ二倍 （鹿児島県・5年）

風りんがゆらゆらゆられ風にのるチリンチリンと音なびかせて （鹿児島県・5年）

あじさいに三すじのラインかたつむりだれが勝ったかかけっこ対決 （鹿児島県・5年）

夏祭りゆかた姿で友達と小走りになりしとやかになる （鹿児島県・6年）

かき氷暑くてシロップたれたとき私の汗もほおにたれた （鹿児島県・6年）

アゲハチョウがけのわき水飲んでいるはねをとじたりひらいてみたり （鹿児島県・6年）

うさぎの死そこに映るは父の顔ほほの上には一筋の涙 （鹿児島県・6年）

竹刀ふり仲間と共に声を出しあせと一緒に優勝旗もつ （鹿児島県・6年）

バスケットシュートが決まり笑みこぼれ大差で負けて涙こぼれる （鹿児島県・6年）

トンボたち夕日に向かって飛び立ったまるでトンボの運動会だ （鹿児島県・6年）

ウークイにいとこと遊んだ楽しい日ごせんぞ様が笑って帰る （沖縄県・4年）

お母さん仕事から来てまた仕事手伝うから少し休んで （沖縄県・4年）

お母さんはえいごではなすレストランはたらくすがたかっこいいなぁ （沖縄県・4年）

妹がぼくの宿題らくがきし消しゴムで消すにくめないけど （沖縄県・4年）

かわいいなあまえんぼうの妹はおかしをあげると笑顔を見せた （沖縄県・4年）

夏の空楽器の音色よくひびくシンバルかまえ本番目指す （沖縄県・4年）

オレンジの夕日が海にはんしゃしてはしに見えるよ歩いてみたい （沖縄県・4年）

待ってました町の夜空にまっすぐに菊の大輪花びらふった （沖縄県・5年）

ついに来たぶ台の上でチューバ吹き思いを乗せて飛びだせリズム （沖縄県・5年）

お父さんたまにけんかをするけれどだいすきだよといってくれるよ （沖縄県・5年）

弟よ毎日ケンカするけれど仲良くしたい心の奥は （沖縄県・6年）

いいにおい今日は何だろう不思議だななにがあったのあっ父の日だ （沖縄県・6年）

バスケットパスがミスってゴッツンコぐらぐらした歯スポッとぬけた （沖縄県・6年）

おばあちゃん歌もおどりもおしゃべりも上手でまわりに人が集まる （沖縄県・6年）

おばあちゃん毎日毎日ありがとうそう言いたいのになんだか言えない （沖縄県・6年）

（21/22）



食事どき父のダジャレが飛びだして笑顔のたえぬ仲良し家族 （沖縄県・6年）

うまれたてせみのよう虫せをわってからだかがやくエメラルド色 （沖縄県・6年）

ひまわりと背くらべした夏の空私もなるよ太陽の花 （沖縄県・6年）

三線を買ってもらったうれしくて毎日練習ひやみかちひける （沖縄県・6年）

ばかだねといつもうるさいおねえちゃんにがてだけどきらいじゃないの （米国・2年）

（22/22）


