
「第15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（２６名） 

入選（３２９名） 

佳作（４７６名） 

◆「しきなみ子供短歌賞」「文部科学大臣賞」候補

【低学年の部】

なつまつりはじめてかつぐおみこしのかたのおもみにのこるおもいで （茨城県・筑西市立伊讃小学校・1年）

むしかごにかおをちかづけじっとみるいつかかならずこんちゅうはかせ （静岡県・御殿場市立原里小学校・1年）

おとうとがうまれたひからおにいちゃんおもちゃもほんもぜんぶあげるよ （岐阜県・大垣市立中川小学校・1年）

おとうさんすぐねてしまうなつやすみぼくのおやすみぜんぶあげたい （滋賀県・大津市立志賀小学校・1年）

ひらひらとはっぱいちまいおちてきたあきのおたよりうけとりました （高知県・高知大学教育学部附属小学校・1年）

妹のいやいやスイッチ今日もＯＮぼくの大すきとどくといいな （埼玉県・本庄市立中央小学校・2年）

すりへってぼろぼろになったスニーカーぼくをまもったゆうしゃのすがた （千葉県・八街市立朝陽小学校・2年）

赤ちゃんのころのビデオをママと見て今のわたしもすきか気になる （東京都・台東区立谷中小学校・2年）

みつけたよにがてなあの子のいいところさがすのとくいわたしのいいとこ （兵庫県・たつの市立揖西西小学校・2年）

【中学年の部】

おにぎりをはじめて食べた弟のほっぺのごはんつまんで食べた （東京都・台東区立松葉小学校・3年）

かたつむりちいさい命はのうえにわたしのつめがおおきくみえる （福岡県・古賀市立青柳小学校・3年）

てんとう虫とんぼのせなかにのってごらんいっぱい旅行ができるといいな （長崎県・川棚町立川棚小学校・3年）

父さんがぼくにほっぺたつけてくる愛はわかるがいたいんだよね （岩手県・岩手町立沼宮内小学校・4年）

津波の日母の背中で一才半この春身長百四十 （宮城県・石巻市立蛇田小学校・4年）

奈良公園鹿もいっぱいいるけれど言葉もいっぱいいろんな国から （東京都・足立区立西新井第二小学校・4年）

夏空やふえでとび出せスタート台しずまれぼくのむねの高鳴り （東京都・日野市立日野第八小学校・4年）

台風の残した風に負けないで長く光って線香花火 （香川県・観音寺市立観音寺小学校・4年）

母さんに良いとこ見せるぞホームランかんとくのしじまさかスクイズ （香川県・三豊市立上高野小学校・4年）

【高学年の部】

茨城の魅力は無しと言うけれど日本をささえる野菜王国 （茨城県・筑西市立下館小学校・5年）

父さんの実家に行くとばあちゃんにシワの数だけだきしめられる （茨城県・筑西市立川島小学校・5年）

わが家でのてこの原理は父支点母は力点ぼく作用点 （埼玉県・春日部市立武里小学校・5年）

トンネルに入るたび止む雨の音クジラの口にのまれたみたいだ （埼玉県・三郷市立前谷小学校・5年）

千枚田夕日輝く日本海シオカラトンボを追いかけて行く （東京都・北区立神谷小学校・5年）

灯台の光の下による船の中にうっすらじいちゃんのかげ （鹿児島県・薩摩川内市立里小学校・5年）

夏の風どこからふくの気もちいい見たことのない色でぬろう （岩手県・岩手町立沼宮内小学校・6年）

髪の寄付伸ばし続けたこの髪がだれかの希望になりますように （埼玉県・越谷市立大沢北小学校・6年）
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◆入選（都道府県別・学校別）

姉ちゃんとおふろ入るの長くなるこそこそ話す二人のひみつ （岩手県・岩手町立沼宮内小学校・4年）

ゆるさないと言っちゃったけどごめんなさい言いたい心言えないわたし （岩手県・岩手町立沼宮内小学校・4年）

外に出て空を見たら夕焼けがトマトのように赤色にそまる （秋田県・秋田市立金足西小学校・5年）

記録出す飛びこみ台に願いこめぐんぐん前へしぶきをあげて （山形県・鶴岡市立黄金小学校・5年）

ぽこぽことままのおなかがうごいてるもうすぐぼくはおにいちゃんだよ （茨城県・水戸市立河和田小学校・1年）

今年こそ書道で全国目指したい毎日練習目指せ千枚 （茨城県・茨城町立青葉小学校・4年）

ホノルルの白すなビーチすてきだなビーチを守るごみひろう人 （茨城県・日立市立櫛形小学校・3年）

おじいちゃんいつも名前をまちがえる「ポンタ」は犬で「カンタ」がぼくだ （茨城県・高萩市立東小学校・6年）

命中だみんなで食べようスイカわりおすそわけだよアリさんどうぞ （茨城県・土浦市立土浦小学校・4年）

はしとわんもつ手がふるえる水の音まだかなまだかなながしそうめん （茨城県・結城市立絹川小学校・2年）

おばあちゃん私のかみをていねいに毎朝むすぶまほうの手先 （茨城県・結城市立絹川小学校・4年）

ただいまと玄関開けるといいにおい母の手料理今日は何かな （茨城県・筑西市立川島小学校・6年）

かつおぶしおこのみやきにパラパラとのせたらスタートくねくねサンバ （茨城県・鹿嶋市立三笠小学校・2年）

じいちゃんの畑でとれた夏野菜苦手なものも不思議とうまい （茨城県・潮来市立延方小学校・5年）

はじめてのひこうきひとりドキドキだとうちゃくすればじじばばあえる （茨城県・守谷市立松ヶ丘小学校・1年）

わたしみてみんなにこにこうれしいなゴーグルやけでしろくろパンダ （新潟県・長岡市立深沢小学校・1年）

父さんとキャッチボールたのしいな話さなくても会話できちゃう （群馬県・太田市立韮川西小学校・4年）

スーパーにならぶ梨見ておもいだすもう食べられないおじちゃんの梨 （群馬県・高崎市立箕輪小学校・4年）

はがぬけてふしぎなかんじなんだろうしたでさわるととてもきになる （埼玉県・さいたま市立上落合小学校・1年）

なつやすみひこうきのったらみみなりはどうしておこるからだのふしぎ （埼玉県・さいたま市立上落合小学校・1年）

夏風もつめたく感じる時があるぼくの場合は兄弟ゲンカ （埼玉県・さいたま市立上落合小学校・6年）

すずめばちあさのこうえんきのみきのじゅえきれすとらんはりついている （埼玉県・本庄市立中央小学校・1年）

おとうとのかわいいえがおをみていたらさっきのけんか本とにごめんね （埼玉県・本庄市立中央小学校・2年）

お父さんたんしんふにんいつおわるのそろそろしゃちょうに電話しようかな （埼玉県・本庄市立中央小学校・2年）

朝早く家ぞくみんなで草むしりバッタの家ぞくがあわててにげた （埼玉県・本庄市立中央小学校・3年）

去年より少し短い浴衣着てくすぐったいはだしの足音 （埼玉県・本庄市立中央小学校・4年）

大空と海にまたがる松林初めてのぞく天の橋立 （埼玉県・本庄市立中央小学校・4年）

夏の海向こうに見える水平線ぼくにもあるかなまっすぐな気持ち （埼玉県・本庄市立仁手小学校・5年）

がようしにたくさんかいたでんしゃたちいつかはぼくがうんてんするぞ （埼玉県・川口市立戸塚北小学校・1年）

わあすごいつのでがちんとなげとばすかぶとむしのひっさつわざだ （埼玉県・川口市立前川小学校・1年）

かき氷つくってすぐはうつくしい時間がたつと色まぜ絵のぐ （埼玉県・川口市立本町小学校・2年）

おやすみとねたふりしてからつづき読む暗やみの中謎ときするまで （埼玉県・川口市立本町小学校・5年）

通学路独りぼっちで歩く道せみの声だけひびくむなしさ （埼玉県・川口市立青木中央小学校・6年）

「よしよし」と頭なでられ涙出た叱られるんだと思ってたから （埼玉県・川口市立上青木南小学校・6年）

かきごおりシロップいっぱいかけすぎてしたがまっ青みんなわらった （埼玉県・蕨市立塚越小学校・2年）

いもうとはいつもむかつくライバルだだけどいちばんたいせつな人 （埼玉県・八潮市立松之木小学校・2年）

ににんがしかけざんくくがはじまったおぼえることがたのしくてすき （埼玉県・八潮市立松之木小学校・2年）

ザリガニのなかったハサミはえてきた生きるための力すごいぞ （埼玉県・八潮市立八幡小学校・2年）

雨あがり雨水のんでるすずめの子ひとり留守番私と似てる （埼玉県・八潮市立潮止小学校・5年）

やまのぼりつかれたけれどそのさきにたとえられないぜっけいひろがる （埼玉県・三郷市立彦郷小学校・3年）

せものびたたいじゅうふえたはもぬけたまたこの夏で大人になるよ （埼玉県・草加市立松原小学校・3年）

夏休みプロのし合を見に行ったぼくもいつかはサムライブルー （埼玉県・草加市立小山小学校・3年）

夏合宿初めてうけた五十本ノックいたくて泣けたやりきって泣けた （埼玉県・草加市立小山小学校・4年）

お手伝いやればやるほどほめられる自信がついてなんでもやるよ （埼玉県・草加市立西町小学校・4年）

海の中わかめひらひらフラダンスぼくとわかめのダンスしょうぶ （埼玉県・草加市立谷塚小学校・6年）
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おまつりのきんぎょすくいにわたしよりおじいちゃんがしんけんしょうぶ （埼玉県・越谷市立大相模小学校・1年）

動物園モルモットをひざにだき小さな命の重さを感じる （埼玉県・越谷市立蒲生小学校・5年）

おばあちゃんあやとり名人でしいりだ一山二山マジックみたい （埼玉県・春日部市立南桜井小学校・1年）

虫達も熱中症に注意だぞぼくの帽子の日かげにおいで （埼玉県・春日部市立備後小学校・6年）

おてつだいたまねぎきるよまかせてねめがいたいぼくにこにこのまま （埼玉県・行田市立荒木小学校・1年）

夏休みたのしいはずがいもうとのこもりとうばん兄はつらいよ （埼玉県・行田市立荒木小学校・2年）

あとすこしわたしのかちだせいくらべよくみりゃばあちゃんひっしでせのび （埼玉県・行田市立太田西小学校・2年）

とんできた打球に向かって手をのばすつかんだグローブ痛くてうれしい （埼玉県・行田市立太田西小学校・5年）

ひまわりとせいくらべしてまけちゃった来年こそはぜったい勝つぞ （埼玉県・行田市立下忍小学校・4年）

福島で燃える聖火の出発だ世界に届け復興の灯 （埼玉県・行田市立西小学校・5年）

しん海魚はじめて見たよ夏休みシーラカンスと記ねんにパシャリ （埼玉県・寄居町立男衾小学校・3年）

あおむしさんふまれないようきをつけてちょうちょになってあえますように （埼玉県・久喜市立砂原小学校・1年）

ともだちとおんなじばしょのはがぬけてわらったかおがいっしょでたのしい （埼玉県・久喜市立太田小学校・1年）

ゆうゆうと泳ぐウミガメ勇ましい息つぎするときかわいい表情 （埼玉県・久喜市立太田小学校・5年）

前ならえぴーんと真っ直ぐならんでるとうもろこしのつぶつぶたちが （埼玉県・久喜市立久喜小学校・3年）

三回忌もくぎょがひびくご本堂空とぶしらさぎじいちゃんだよね （埼玉県・久喜市立久喜小学校・4年）

ひいじいちゃん耳が遠くて話せないでもぼく見る目はとってもやさしい （埼玉県・久喜市立桜田小学校・3年）

はるがきたきせつじゃないよなまえだよかぞくがふえたぼくのおとうと （埼玉県・鶴ヶ島市立杉下小学校・2年）

朝早くおなかすいたとかみつかれ子猫が目覚ましぼくの毎日 （埼玉県・坂戸市立上谷小学校・6年）

げたばこにぴかぴかうわばきうれしいなさいずがかわるしんがっきに （埼玉県・上尾市立芝川小学校・1年）

くわのはをもりもりたべるおかいこのせなかかわいくおわかれちかい （埼玉県・上尾市立富士見小学校・1年）

一人たび秋田名物きりたんぽふわふわぴかぴかお米がいきている （埼玉県・伊奈町立小室小学校・3年）

仲直りのホッペにチューをしたあとにぼくのシャツでふいたな姉ちゃん （埼玉県・鴻巣市立共和小学校・3年）

そうだいな大阪城の天守閣中に入ればしょうぐん気分 （埼玉県・鴻巣市立屈巣小学校・3年）

ひのひかりなみがきらきらひかってるはねたさかなのうろこもひかる （千葉県・千葉市立打瀬小学校・1年）

発表会ハンカチにぎって出番待ちがんばれ小指けんばんおしてね （千葉県・千葉市立打瀬小学校・6年）

お父さんいっしょに行ったねとんぼとりよろこぶえがおが子どもに見えた （千葉県・千葉市立弥生小学校・3年）

ゲリラ雨のあとからのぞくにじひとつえがおがさいたお空とわたし （千葉県・市川市立百合台小学校・4年）

モヤモヤとこころのなかのくろいものじゅうどうしてるとしろくなってく （千葉県・市川市立市川小学校・4年）

夏の夜に池のほとりでコンサートほたるのタクトかえるの歌声 （千葉県・船橋市立市場小学校・5年）

夏の庭草取りしてもすぐのびるざっ草たちは夏バテしらず （千葉県・船橋市立大穴小学校・5年）

夏休み点字図書館行ってきて初めて知った見えない世界 （千葉県・船橋市立若松小学校・6年）

ばったとりぼくがあるくととびたつようごかなければみつからないのに （千葉県・八千代市立みどりが丘小学校・1年）

なつやすみたくさんけんかしたけれどせかいに一人かわいいいもうと （千葉県・八千代市立大和田南小学校・2年）

やつがたけ山の上から見るけしきみどり一面絵はがきみたい （千葉県・八千代市立高津小学校・4年）

あすりょこうくもとたたかうたいようをてるてるぼうずといっしょにおうえん （千葉県・松戸市立八ヶ崎第二小学校・3年）

きゅうけいのテントの中でゆびさきにとまってうれしいうすばかげろう （千葉県・松戸市立根木内小学校・3年）

じいじきじゅきんこん式もおめでとうばあばだいすき元気でいてね （千葉県・松戸市立矢切小学校・3年）

かわあそびとんぼがかたにとまったよともだちできたきらきらきれい （千葉県・袖ケ浦市立長浦小学校・1年）

妹をがんこだと言うお父さん私からすると似た者どうし （千葉県・袖ケ浦市立蔵波小学校・4年）

気がつけばとうにこえてた母の背をぼくに任せろ重たいにもつ （千葉県・袖ケ浦市立蔵波小学校・6年）

カブトムシひるまはグーグーねてばかりかにさされながらつかまえたのに （千葉県・木更津市立真舟小学校・2年）

大波がぼくを運んでもうスピード板にだきつきイルカの気分 （千葉県・館山市立館山小学校・5年）

おとうとのおさらにこっそりいれちゃおうピーマンにんじんにがてなやさい （千葉県・野田市立南部小学校・2年）

そばにいるかなしい時はいつだってママの口ぐせだいじょうぶ （千葉県・野田市立南部小学校・3年）

にいがたのしんせきたちの方言がわからないのにみんなうなずく （千葉県・野田市立南部小学校・3年）

まるで海夏の青空見ていたらセミの鳴き声命のひびき （千葉県・野田市立南部小学校・4年）
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めをつむりぶらんここげばとりきぶんとおくのともにあいにいきたい （千葉県・佐倉市立井野小学校・1年）

言うことを聞かない子だとおこる母あんたとそっくり笑うばあちゃん （千葉県・佐倉市立弥富小学校・4年）

うれしいなぱぱもわざわざはやがえりぼくの七さいたんじょうびのよる （千葉県・習志野市立大久保東小学校・1年）

私の手鉛筆だこが現れるその分私は成長できた （千葉県・習志野市立大久保東小学校・6年）

手術して目覚めた後に襲いくる痛みも和らぐお母さんの手 （千葉県・四街道市立四街道小学校・6年）

甲子園テレビで見ながらグローブに入れる左手力が入る （千葉県・四街道市立南小学校・6年）

停電し復活したときうれしくて電気と水のありがたさ知る （千葉県・八街市立二州小学校・6年）

気がつけば弟のいすは母のひざ本当はわたしもすわりたいのに （千葉県・成田市立桜田小学校・5年）

フェンス越し母の声援聞こえてる期待にこたえてゴールを守る （千葉県・富里市立日吉台小学校・6年）

校庭にセミの羽ひとつ落ちている夏の終わりを告げているのか （東京都・江戸川区立北小岩小学校・6年）

夏野球泥と一緒に失敗も蛇口をひねって流れてしまう （東京都・江戸川区立北小岩小学校・6年）

お母さんサッカー見にきてきんちょうだキーパーの時時もとめてた （東京都・江戸川区立南葛西小学校・2年）

スターマイン夜空できれいに見えるけどひびくその音お空はいたそう （東京都・江戸川区立大杉東小学校・2年）

体そうのトランポリンではねてから回れそうだよ空中で （東京都・江戸川区立大杉東小学校・3年）

福島県祖父祖母の家海びらき九年ぶりでうれしかったよ （東京都・江戸川区立大杉東小学校・5年）

弟にやっとよばれたぼくの名をこれからたくさんお話しよう （東京都・墨田区立言問小学校・3年）

シャチのショーびしょぬれになり大歓声海の王者は迫力満天 （東京都・墨田区立言問小学校・5年）

目が覚めてここはどこだとおどろいたガタゴトゆれる寝台列車 （東京都・墨田区立言問小学校・5年）

雪合戦玉をつくって投げ合って君の手のひらほのかにあかい （東京都・葛飾区立白鳥小学校・6年）

かゆいなあ足にちくんとさされてるわたしのちっておいしいのかな （東京都・足立区立弘道第一小学校・2年）

おおぞらにいちばんひかるベガのほしダイヤモンドのかがやきのよう （東京都・足立区立足立小学校・4年）

雨あがり小石けりけり帰り道こどもにだってなやみあるのさ （東京都・足立区立足立小学校・4年）

夏風に吹き飛ばされた麦わら帽川に浮かんでどこまで行くの （東京都・足立区立弥生小学校・5年）

通学路夏の草木は枯れてくが教室中は笑顔満開 （東京都・足立区立花保小学校・6年）

あめのひにひとりでかえるさびしいなあじさいきれいちょっとうれしい （東京都・品川区立立会小学校・3年）

きらきらと光かがやく太陽がおきておきてと朝のおしらせ （東京都・品川区立立会小学校・5年）

バス中でおじいさんがゆられてる勇気を出して席をゆずった （東京都・品川区立立会小学校・5年）

やりきったソーラン節のごほうびに空に花さく打ち上げ花火 （東京都・品川区立旗台小学校・5年）

宇宙図鑑手に取ってみたあの日からいつも夢みる宇宙飛行士 （東京都・品川区立伊藤学園小学校・6年）

寝台車車輪の音が子守歌起きたその時朝日がまぶしい （東京都・品川区立伊藤学園小学校・6年）

ミルク飲む私の弟三ヶ月小さな白い手名は航太郎 （東京都・大田区立大森東小学校・6年）

おとうさんあいさつのこえ小さすぎもっと元気におはよう言ってね （東京都・港区立南山小学校・2年）

風りんがとなりの家からきこえてる夏の気分を風でかんじた （東京都・港区立御成門小学校・3年）

夏の夜花の水やりしていたらかすかに聞こえる松虫の声 （東京都・港区立御成門小学校・3年）

ふりそそぐ太陽の光地面へと夏の熱さがしみわたりゆく （東京都・港区立御田小学校・6年）

ボールおきフリーキックのふえがなるじょそうをつけてあしをふりぬく （東京都・目黒区立中根小学校・5年）

月の夜しょうじの穴に月が射し光をさわれば月をつかめる （東京都・目黒区立緑ヶ丘小学校・5年）

佐賀県の兄からメール久しぶりはなれて気付く兄の優しさ （東京都・目黒区立大岡山小学校・5年）

夕空と同じ紅色持つ紅葉おまえも空に染められたのか （東京都・目黒区立東山小学校・6年）

いもうとはとってもかわいいおじゃまむしけしごむなめなめプリントびりびり （東京都・北区立神谷小学校・2年）

台風でぼくの住む町変わりはてなみだのように雨水たれる （東京都・北区立神谷小学校・6年）

ゴロゴロとはい色のくもとんでくるおへそをかくし走って帰ろう （東京都・北区立赤羽小学校・4年）

カマキリがカマをたたんで身構えてねらう先には小さなバッタ （東京都・北区立赤羽小学校・5年）

すいか割り地面たたいて大ばく笑ぼうは折れるわ手はしびれるわ （東京都・北区立赤羽小学校・6年）

庭に出て蝉の抜け殻太陽に透かしてみればべっ甲のつやめき （東京都・北区立田端小学校・5年）

わかったよこんでる電車乗ってみて父のたいへんさいつもありがとう （東京都・北区立堀船小学校・5年）

猛暑日の激しい雨止み残るのは土のにおいと空の七色 （東京都・北区立第四岩淵小学校・6年）
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険しさをのりこえすすむ大遠泳灰色の海に映える白帽 （東京都・東京学芸大学附属大泉小学校・6年）

くまよけのかねならしてあるくふきわれのたきはごうごうぼくはどきどき （東京都・台東区立松葉小学校・1年）

たんじょうびなにがほしいかきかれたよなにもいらないままさえいれば （東京都・台東区立谷中小学校・1年）

かわいいねおおきいうきわかいましたまちきれなくておうちでつかった （東京都・台東区立谷中小学校・1年）

つのだけがきのすきまからみえてるぞかくれてもむだだのこぎりくわがた （東京都・台東区立谷中小学校・1年）

ほっかいどうりょかんについたらくものうえぐねぐねみちにきつねがいたよ （東京都・台東区立谷中小学校・1年）

かえるがねたんぼのなかでひらおよぎぞろぞろぴょこぴょこおまつりさわぎ （東京都・台東区立谷中小学校・2年）

線こう花火小さいけれど手にもつとひかりがちかくてはくりょくがある （東京都・台東区立谷中小学校・2年）

うるさくてきらいな虫の死にかけを応援している自分に気づく （東京都・台東区立谷中小学校・6年）

かわあそびとびこみしたよみずのなかさかなとかえるといっしょにおよいだ （東京都・台東区立浅草小学校・1年）

なつやすみあさがおそだてあさねぼうみのがしちゃったさくしゅんかん （東京都・台東区立浅草小学校・1年）

帰り道とても大きなひまわりがわたしの背中見おろしている （東京都・台東区立東浅草小学校・5年）

気がつけば母の目線に近づいた来年きっと上から見るよ （東京都・台東区立東浅草小学校・6年）

ぼんおどりゆかたをきたが雨もよう空のかみさまなみだをとめて （東京都・台東区立金竜小学校・2年）

夏休みゲームしすぎてきん肉つうママには言えないホントの事は （東京都・台東区立金竜小学校・3年）

着なれない浴衣姿にてれながら友とでかけるすみだの花火 （東京都・台東区立金竜小学校・6年）

夏休みプールへ行ってのびのびと空を見ながらとくいな背泳ぎ （東京都・台東区立富士小学校・3年）

ジンベエの腹にはりつくコバンザメ父にひっつく妹みたい （東京都・台東区立富士小学校・5年）

公園の草むらの中カマキリがバッタをねらうのぼくがねらってる （東京都・台東区立上野小学校・3年）

夏休み兄といっしょにランニングゆうしょうするぞトライアスロン （東京都・台東区立上野小学校・4年）

うら庭に夏の光がさしこんだ細かい木のかげすずめがはねる （東京都・台東区立上野小学校・5年）

ぼくじょうでバター作りにちちしぼりしあげに一ぱいおいしい牛にゅう （東京都・台東区立台東育英小学校・3年）

迫力のしぶきがはねる滝の下額の汗にひんやり交じる （東京都・台東区立台東育英小学校・6年）

富士登山雲海からのご来光登った人へさい高のごほう美 （東京都・台東区立忍岡小学校・3年）

おじいちゃんだるまのようなおなかだないっしょにおふろおゆあふれでる （東京都・台東区立根岸小学校・3年）

ひまわりのように見上げていた母をとうとうこえた六年の夏 （東京都・台東区立根岸小学校・6年）

ひまわりがこうべをたれておじぎする夏におわかれしているみたい （東京都・台東区立蔵前小学校・4年）

すみ田川花火大会五しゃく玉数百発のあとのしずけさ （東京都・台東区立蔵前小学校・5年）

竹富ののんびり進む水牛車おじいの三線また聞きたいな （東京都・台東区立蔵前小学校・5年）

夏休み涼しい部屋で甲子園汗のかわりに涙出てくる （東京都・台東区立金曽木小学校・4年）

テレビつけ悲しいニュース心がいたい願いはひとつ当たり前の明日（あす） （東京都・台東区立田原小学校・5年）

わが家にね家族がふえたよ子犬ちゃん小さな命になみだがでたよ （東京都・台東区立田原小学校・5年）

泣きさけびみんなで逃げた肝だめしはんにゃのお面日光の夜 （東京都・台東区立田原小学校・6年）

積乱雲ゴロゴロ聞こえる雷鳴で帰る足並み徐々に早まる （東京都・台東区立東泉小学校・6年）

悔しさを毎年のこすこのプール十五メートルの高すぎる壁 （東京都・文京区立指ヶ谷小学校・5年）

長期間入院している弟と離れていても通じる心 （東京都・中央区立泰明小学校・6年）

都えいバスエンジン音が聞こえるとぼくの心は一人たびする （東京都・豊島区立朋有小学校・3年）

夏休み宿題ばかりいやになる「元気で遊ぶ」が宿題ならなぁ （東京都・豊島区立朋有小学校・3年）

停電もたまにはいいな星たちがささやく声がきこえてくるよ （東京都・豊島区立椎名町小学校・5年）

空見れば雲はいつでも動いてる風が走ると雲も走るよ （東京都・新宿区立淀橋第四小学校・3年）

広島に原爆落ちたその昔同じ月日に僕は生まれた （東京都・渋谷区立加計塚小学校・5年）

夏の風秋の風へとつないでく風のバトンをそっと渡した （東京都・世田谷区立山崎小学校・5年）

あさがおがきれいにさいたはれのひにパパといっしょにぼうしをかった （東京都・日野市立平山小学校・1年）

人混みの交差点渡る盲導犬気配りゆう導頭が下がる （東京都・日野市立平山小学校・6年）

れんちゃんはわたしのかわいい子ねこだよモフモフしてて気もちがいいよ （東京都・日野市立夢が丘小学校・2年）

お兄ちゃん高校三年じゅけん生あそべなくてぼくはさみしい （東京都・日野市立夢が丘小学校・4年）

夏休み八丈島の海の中魚がカメに話しかけてる （東京都・日野市立夢が丘小学校・5年）
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迷子の子駅で見つけて追いかけたまえの自分じゃできなかったな （東京都・日野市立日野第六小学校・5年）

後ろから感じる視線きんちょうで顔赤くなる授業参観 （東京都・日野市立豊田小学校・6年）

かあさんがつくるコロッケは中はほくほくそとはかりかりしあわせな音 （神奈川県・鎌倉市立大船小学校・2年）

ひいばあちゃんぼんちょうちんがきれいでしょまよわずきてねはじめてだもの （神奈川県・横浜市立青木小学校・2年）

ランドセルおもいけれどもがんばるよいちねんせいのしるしだからね （神奈川県・横浜市立中山小学校・1年）

おいしいねパパのつくったみそしるにママのはたけのなすがあるから （神奈川県・藤沢市立滝ノ沢小学校・2年）

ひもの干すじいちゃんの顔見ていたらどっちが干物区別なくなる （神奈川県・小田原市立桜井小学校・6年）

まったくだ暑さ寒さも彼岸までそう言うけれど暑いじゃないか （神奈川県・川崎市立鷺沼小学校・6年）

一人では出来ない事も協力しほどけぬ糸で結ばれていく （神奈川県・川崎市立梶ヶ谷小学校・6年）

ふしぎだなどこから来るの海の水ぼくのサンダルもっていったよ （静岡県・富士宮市立西小学校・2年）

大きらい「お兄ちゃんでしょ」この言葉ぼくだってまだ子どもなのに （静岡県・富士宮市立西小学校・4年）

同じかお楽しさ二倍笑うぼくいつもいっしょふたごの弟 （静岡県・三島市立長伏小学校・4年）

宿題が机の上にたまってるシュレッダーにすいこませたい （静岡県・長泉町立北小学校・5年）

けむりがねダンスしてるよくるくるくるかとりせんこうバレエのリボン （静岡県・焼津市立豊田小学校・3年）

泣かないよまた会えるって信じてる小五の夏の友の引っこし （静岡県・御前崎市立御前崎小学校・5年）

青空にぽつんと浮かぶハート雲どこかであなたも見てるといいな （静岡県・牧之原市立相良小学校・6年）

妹の口の周りにケチャップがみんな知ってて目くばせしあう （静岡県・静岡市立中藁科小学校・6年）

おばあちゃん足の痛みはどうですかぼくに言ってねかたをかすから （静岡県・浜松市立芳川北小学校・4年）

かんとくの声がひびくよ試合中エラーしないと心に決める （愛知県・西尾市立平坂小学校・4年）

赤ちゃんは観察するとおもしろい泣き声ちがう意味もちがうよ （愛知県・西尾市立平坂小学校・4年）

母さんと話が合わず家を出て初めて気付いた母の優しさ （愛知県・西尾市立平坂小学校・6年）

ボール追うぼくを目で追う父さんにいつか見せたい強れつシュート （岐阜県・大垣市立川並小学校・4年）

雨の中泥のグラウンドかけ回るよごれた服と輝くトロフィー （岐阜県・大垣市立東小学校・6年）

足もとでかさっと音が聞こえたよカエルの口からミミズの頭 （岐阜県・揖斐川町立大和小学校・4年）

会うたびに低い背になる祖父と祖母いつも笑顔の大きな存在 （岐阜県・池田町立温知小学校・5年）

赤ちゃんはなにをやってもほめられるわたしはなんでほめられないの （岐阜県・海津市立城山小学校・2年）

ごめんなさい言い出したいけど言い出せないおじぎ草になれたらいいのに （三重県・桑名市立長島中部小学校・6年）

だんごむしあなたのいえはどこですかこんどぼくもつれてってね （滋賀県・野洲市立北野小学校・1年）

かわのなかながしたはっぱつかめないさかなみたいにゆびからにげた （滋賀県・守山市立立入が丘小学校・1年）

なんでかなキャンプごはんおいしいなきれいな空気がかくしあじかな （滋賀県・守山市立立入が丘小学校・2年）

あつすぎる夏一番のはたらき者エアコンさまにかんしゃじょう （滋賀県・守山市立立入が丘小学校・3年）

かまどぶろ気分はお米ほっかほか少しあつくてでも気もちいい （滋賀県・守山市立立入が丘小学校・3年）

かえりみちとおくにえがおのおかあさんわたしもえがおで早足になるよ （滋賀県・大津市立志賀小学校・2年）

すてようかなやんでおいてたおもちゃたち今はいとこのたから物だよ （滋賀県・大津市立瀬田東小学校・3年）

夕立がぬれた私にごめんねとくれたきれいな七色の虹 （滋賀県・大津市立瀬田東小学校・4年）

自転車に巣を張らないでくもたちよせみに負けずに出番がほしいか （滋賀県・大津市立平野小学校・6年）

せ泳ぎでぷっかりうかんだ夏の海広い空を泳いでるみたい （滋賀県・草津市立常盤小学校・3年）

いい朝だみそのにおいで目が覚めるこれがぼくの元気スイッチ （滋賀県・彦根市立稲枝東小学校・5年）

秋になり親せき集いお手伝いわいわい楽しい苺の苗植え （滋賀県・彦根市立亀山小学校・6年）

ふと思う違う選択していたらきっと変わってた自分の運命 （京都府・京都市立太秦小学校・6年）

おとうさんおそくまでしごと会えないねおやすみの日におすしたべようね （京都府・京都市立西野小学校・2年）

せみたちが木にあつまってミンミンとなにしてあそぶかそうだんしてる （和歌山県・和歌山市立吹上小学校・1年）

アジサイが雨に打たれてかがやいたそれをかえるはうっとり見てた （大阪府・八尾市立南高安小学校・4年）

おとうとはどうしていつもおこられるかわいそうすぎてこっちがなきそう （大阪府・堺市立鳳南小学校・1年）

おひさまのひかりをあびてすくすくとまいにちさかせるあさがおのはな （大阪府・堺市立鳳南小学校・1年）

きれいだねおおあめあとのプレゼントふたつのにじとオレンジゆうひ （大阪府・堺市立鳳南小学校・1年）

はがぬけたまだのびないなえいきゅうしくうきがもれるよしゃししゅしぇしょ （大阪府・堺市立登美丘西小学校・1年）
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あねたちの思い出いっぱいランドセルだいじにつかうね六年間 （大阪府・堺市立登美丘西小学校・2年）

おとうさんきびしいけれどあこがれだぼくもみならうつよいこころを （大阪府・堺市立登美丘西小学校・4年）

お父さんつかれているかな元気かなやっぱりごはんはいっしょがいい （大阪府・寝屋川市立東小学校・4年）

下ばかり顔を上げてよ悲しいね道行く人はスマホの世界 （兵庫県・加古川市立浜の宮小学校・4年）

母さんのじてん車のうしろ大すきであさ一ばんのジェットコースター （兵庫県・高砂市立伊保南小学校・2年）

一番に産まれてきたのそんしたなおこられるときいつも一番 （兵庫県・高砂市立伊保南小学校・5年）

かべ紙はとてもこまかい模様があって見つめていると動き始める （兵庫県・高砂市立米田西小学校・6年）

ぼくのこえおかあさんのこえセミのこえあさのわがやはボリュームぜんかい （兵庫県・たつの市立揖保小学校・2年）

くりすごいとげいっぱいのフルそうびだれも勝てないとげささるもん （兵庫県・たつの市立誉田小学校・5年）

晴れてる日真っ白な雲のトランポリン一回ポヨンとはねてみたい （兵庫県・芦屋市立山手小学校・5年）

今日も雨雨だよ雨だよふりつづく太陽さんも夏休みかな （兵庫県・姫路市立白鳥小学校・3年）

おばあちゃんにおみやげわたしてきたはずがかえりのりょうてはやさいでいっぱい （岡山県・倉敷市立玉島小学校・3年）

道ばたにさいてるたんぽぽふまれてもまたふっかつするよこんじょうあるな （広島県・広島市立草津小学校・5年）

ひいばあばまだまだ元気九十二才自転車乗れる私の自まん （広島県・広島市立草津小学校・5年）

一人がいいけんかのたびにそう思うけど母の隣がやっぱりおちつく （広島県・広島市立草津小学校・6年）

墓参り盆とうろうの華やかさご先祖様の帰省ラッシュだ （広島県・広島市立彩が丘小学校・6年）

うまれたぞメダカの赤ちゃんかわいいなぼくといっしょにせいちょうしようぜ （広島県・三次市立八次小学校・3年）

夏休み父を見送る飛行機のかげが小さく消えるさびしさ （徳島県・私立徳島文理小学校・4年）

車いすスピード出すぎと言いながらじいじの顔は子供みたいだ （高知県・高知市立秦小学校・4年）

足音を聞いて出てきてくれたのかなくしたはずの大事なプリント （高知県・高知市立泉野小学校・5年）

友達の泣いてる姿どうしようはげましかたの辞書がほしい （高知県・高知市立泉野小学校・6年）

セミが鳴くなんとわめいているのかなかだいすんだかこらはよせんか （高知県・高知市立第四小学校・6年）

にいちゃんとおおきなこえでうたってもそとでないてるせみにはまけた （香川県・観音寺市立柞田小学校・1年）

夏休み五才のいとここもりしただいすきだよと手紙をくれた （香川県・観音寺市立柞田小学校・5年）

雨上がりおや草むらにかくれている子カエルさんと目が合っちゃった （香川県・観音寺市立高室小学校・3年）

左手の豆がつぶれて握れない買ってもらったばかりのバット （香川県・観音寺市立観音寺小学校・4年）

みかんのきはっぱのうらのあげはちょうあめがやむのをじっとまってる （香川県・高松市立檀紙小学校・1年）

じいちゃんのわらったえがお歯がないよ長寿のあかしすてきに思う （香川県・高松市立新番丁小学校・6年）

「ゆうきくん」みんなよぶけどほんとうはぼくのなまえは「ゆうさ」というの （福岡県・久留米市立南薫小学校・1年）

しらが生え老がんもきたさけんでる大人ってなんか大変だなぁ （福岡県・久留米市立三潴小学校・4年）

野外活動元気に出かけたお姉ちゃん「るすはまかせて」お母さん一人占め （福岡県・大牟田市立羽山台小学校・3年）

沢登り手を貸し合って登りきるびしょぬれドロドロはじける笑顔 （福岡県・大牟田市立羽山台小学校・5年）

ふしぎだな空はどこからどこまでだとりさんだったらしってるかなあ （福岡県・古賀市立花見小学校・2年）

きんぎょたちひらひらおよぐうれしそうくちをぱくぱくうんこはながい （佐賀県・佐賀市立兵庫小学校・1年）

なつやすみあにとあそんだ水てっぽうキラキラひかるにじとみずしぶき （佐賀県・佐賀市立兵庫小学校・1年）

たいようさんきょうもおしごとありがとうあしたはあめだよゆっくりしてね （佐賀県・佐賀市立兵庫小学校・1年）

じかんわりままとふたりでかくにんしわすれものなくきょうもはなまる （佐賀県・佐賀市立兵庫小学校・1年）

おかあさんにゅういんをしてゆずちゃんが生まれてきたよ二月のおわり （佐賀県・佐賀市立兵庫小学校・2年）

くろうしてにくづけをしたかかしくんちちのふくきてからすをみはる （佐賀県・佐賀市立兵庫小学校・4年）

はじめてのマフラーを一め一めあむ働く母に心をこめて （佐賀県・佐賀市立春日北小学校・4年）

そよそよとひまわり畑に風およぎよせてはかえす黄色のさざ波 （佐賀県・佐賀市立本庄小学校・6年）

「もうちょっと」ふとんの中で返事する母にはがされふとんが消える （佐賀県・佐賀市立北川副小学校・6年）

おとうとがおもちゃをなげていたかったおにいちゃんだからがまんした （長崎県・佐世保市立宮小学校・1年）

はがぬけたにこにこわらってかがみみたへんなかおがわたしをみた （長崎県・佐世保市立宮小学校・1年）

位置につく近づく足音手をのばす重なる目と目つなぐよバトン （長崎県・佐世保市立祇園小学校・5年）

おかあさんおおきなおなかさわったらなかのあかちゃんよろこびうごく （長崎県・川棚町立石木小学校・2年）

あかちゃんおなかよしよしげんきだねポコポコへんじはやくあいたい （熊本県・荒尾市立緑ヶ丘小学校・2年）
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ばあちゃんとあめの日おでかけ車いすおみせのかんばんすこしじゃまかな （熊本県・八代市立昭和小学校・2年）

台風の雨がすぎさり次の日の風に感じる秋のおとずれ （熊本県・八代市立太田郷小学校・6年）

夏の空入道雲がもくもくと山の頭をシャンプーしてる （熊本県・八代市立太田郷小学校・6年）

父親とけんかをした後部屋で泣く救ってくれた母の優しさ （大分県・中津市立山口小学校・6年）

おつきさまよぞらをてらすらんぷみたいくもにかくれてまたあえるかな （宮崎県・三俣町立勝岡小学校・1年）

にわのはないろいろちぎってせんめんきにうかべてみたよきれいだったよ （宮崎県・都城市立大王小学校・1年）

トマトのみ赤くなったよ一こ二こお口に入れてぼくはニコニコ （宮崎県・都城市立大王小学校・2年）

夏の海青白色かえおどる波気がつけば赤夕日がしずむ （宮崎県・都城市立大王小学校・3年）

おじいちゃんいればはずしてめがねとるそのうちはなもはずれるのかな （宮崎県・都城市立大王小学校・4年）

トラックがはしるすがたがだいすきだ大人になったらうんてんしたい （宮崎県・都城市立上長飯小学校・3年）

集落の草が生えてる空(から）のプール聞こえているのはせみの声だけ （宮崎県・三股町立三股西小学校・5年）

ありがとういつもえがおのおとうさん見守っててね今は空から （宮崎県・三股町立三股西小学校・6年）

金色の野原をふわり赤とんぼご先祖様をやさしく運ぶ （宮崎県・国富町立森永小学校・5年）

かぶとむしつかまえるときこわかったつのがつよくてかっこよかった （宮崎県・延岡市立西小学校・1年）

じいちゃんは今はしせつに行っているもっといっしょに遊びたかったな （宮崎県・延岡市立西小学校・4年）

おとうとはいまいやいやきそれなのになぜか母さんにこにこしてる （鹿児島県・曽於市立財部小学校・2年）

あさがおのはなのかたちはらっぱみたいあさになったらだいがっしょう （鹿児島県・鹿児島市立山下小学校・1年）

夏の空桜島が大ふん火入道雲と場所取り合戦 （鹿児島県・鹿児島市立山下小学校・5年）

よーいドンはじめて泳ぐ記録会あっという間の五十六秒 （鹿児島県・鹿児島市立明和小学校・5年）

夏休み庭にカマキリかくれんぼ父の育てたキュウリの裏に （鹿児島県・鹿児島市立明和小学校・6年）

ふと見るとアリのぎょうれつ見いるぼくアリの街でも道路のじゅうたい （鹿児島県・鹿児島市立広木小学校・4年）

一世紀生きぬき孫に見送らればあば静かに逝く百五歳 （鹿児島県・鹿児島市立広木小学校・6年）

レモンさんあなたは黄色すてきだなぼくもほしいな黄色いシャツ （鹿児島県・鹿児島市立名山小学校・2年）

東京のいとこ楽しむかごんま弁気づけば私ひょうじゅん語 （鹿児島県・鹿児島市立名山小学校・5年）

夏の空入道雲の大きさが家族を守る父に似ている （鹿児島県・鹿児島市立名山小学校・5年）

「ぼくもとる」虫とりあみもつおとうとの見ている先は空とぶとんび （鹿児島県・鹿児島市立中山小学校・2年）

みつけたよちらんの空で彩雲をとっこうたいの想いがうかぶ （鹿児島県・鹿児島市立中山小学校・3年）

田植えだよみんな笑顔でどろまみれ緑広がるなえのジュータン （鹿児島県・鹿児島市立中山小学校・5年）

姉の留守にそっとゆかたを借りて着るおどけてみせる鏡のわたし （鹿児島県・鹿児島市立清和小学校・6年）

よじかんめおなかぐるぐるうるさいなとなりのともだちこっちをみてる （鹿児島県・薩摩川内市立里小学校・1年）

カーテンからすける光がまぶしくてシュッとあけたよ三日ぶりの晴れ （鹿児島県・薩摩川内市立東郷学園義務教育学校・3年）

夜の月海辺にうつり笑ってるかがみを見つめおけしょうかな （鹿児島県・鹿屋市立田崎小学校・5年）

ピュルルルアカショウビン見つけたよ夕やけよりもきれいな真っ赤 （鹿児島県・龍郷町立大勝小学校・5年）

あんしんをいつでもくれるおねえちゃんふわっとしたてはなしたくない （鹿児島県・霧島市立国分小学校・1年）

しょくぶつでいちばんだいすきおじぎそうちょんとさわるとあいさつするよ （鹿児島県・姶良市立建昌小学校・4年）

ぼくの顔ぱっと見てみると母さん似よくよく見ると父さんのまゆ （鹿児島県・姶良市立建昌小学校・5年）

おとうとがセミをつかまえ木にもどすわたしが見るとあわててにげた （沖縄県・那覇市立松川小学校・2年）

はがぬけたずっとグラグラしてたからベロでこうげきポロッとおちた （沖縄県・北谷町立北谷第二小学校・1年）

さんかんびこないといってヒソヒソとかくれてかんさつお母さんの目 （沖縄県・読谷村立喜名小学校・4年）

コンクールでアルトホルンを演奏した最優秀で涙をこらえた （沖縄県・名護市立名護小学校・5年）

夕ご飯今日は私が作ったよ特せいディナーゼリーをそえて （沖縄県・名護市立屋我地小学校・5年）

なつやすみキラキラうみでおよいだよパパのだっこはくすぐったいよ （沖縄県・宮古島市立伊良部島小学校・1年）

おとうとはいつでもぼくのまねをするさかだちしたらでんぐりがえり （沖縄県・宮古島市立伊良部島小学校・1年）

やぎにくさあげるとベロをちょっとだしつよいちからでひっぱっていたよ （沖縄県・宮古島市立伊良部島小学校・1年）

おじいちゃんやっとあえたよなつやすみあたまをなでておおきくなったね （沖縄県・宮古島市立伊良部島小学校・1年）

先輩の頑張る姿目に入りじーっとみつめる憧れの背中 （沖縄県・宮古島市立伊良部島小学校・6年）

めがさめてゴリラがいるとおもったらはなげののびたパパがねてたよ （米国・中央学園小学校・1年）
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日本語で説明できずいみふめい母との会話半分わからず （米国・ガーデナ仏教会附属日本語学園小学部・4年）

喜びは私の笑顔絵手紙に残してくれたあぁおばあちゃん （米国・ダップルグレー小学校・5年）

◆佳作（都道府県別・学校別）

土産屋で何を買おうか迷う中頭にうかぶ家族の姿 （北海道・札幌市立南小学校・6年）

こっそりと母さんふとんにはいってくるきづいているようれしいからね （岩手県・岩手町立沼宮内小学校・4年）

下校中コスモスゆらすあの風は私の心と歌声をのせる （岩手県・岩手町立沼宮内小学校・6年）

日の光私のやる気呼びおこすどうしてこんなに力みなぎる （岩手県・岩手町立沼宮内小学校・6年）

ミニトマトおふろにはいったぼくみたいかおがまっかになっているよ （宮城県・松島町立松島第五小学校・2年）

妹のむぎわらぼうしめじるしにまいごにならない花火大会 （宮城県・女川町立女川小学校・3年）

クロールのしぶきをあげて一直線魚になった気分で泳ぐ （宮城県・石巻市立蛇田小学校・4年）

ぬけがらをそっと枝にもどしておく大事な命あつかうように （宮城県・石巻市立蛇田小学校・5年）

赤とんぼ夕焼け空に輝いて夏にさよならしているみたい （宮城県・石巻市立蛇田小学校・5年）

雨空がきげん直して虹の橋いいもの見れて得した気分 （宮城県・石巻市立蛇田小学校・6年）

夏の雲くじらわたあめヘリコプターどんどんかわる雲の絵本だ （宮城県・石巻市立広渕小学校・5年）

固い殻割って芽が出たハスの種躍動始めた美しい命 （宮城県・石巻市立北村小学校・6年）

夜の木でミンミンミンミン話してるぼくらのおしゃべり入りたそうに （宮城県・仙台市立台原小学校・4年）

帰り道真っ赤な夕焼けあたたかく二つのかげを地面にうつす （宮城県・仙台市立西山小学校・5年）

カブトムシつのがながくてつよそうだうごきだしたらせん車みたい （茨城県・水戸市立浜田小学校・2年）

右がわのすいかがいいと言ったのに兄ちゃんおこるこっちがおれの （茨城県・水戸市立常磐小学校・4年）

森の木は休まずはたらくがんばりやぼくらのくらし守っているよ （茨城県・高萩市立松岡小学校・3年）

赤たすきはっぴにくくりさあ行くぞ町にひびくよたいこの音色 （茨城県・高萩市立高萩小学校・4年）

じいちゃんのおはかまいりでしゃぼん玉雲の上から見えていたかな （茨城県・日立市立成沢小学校・3年）

ふしぎだな九つ下の弟につねられけられゆるしちゃうぼく （茨城県・つくば市立吾妻小学校・4年）

夏の朝聞こえてくるよセミの声いつも何時に起きてるのかな （茨城県・土浦市立土浦小学校・4年）

なぜだろうおきてるおとうといやなヤツねがおはいつもかわいいのにな （茨城県・筑西市立下館小学校・1年）

「わかいわねー」いわれてよろこぶおかあさんその日はごちそうちょうラッキー （茨城県・筑西市立伊讃小学校・3年）

高原の夜空に光る星たちが地球が丸いと教えてくれた （茨城県・筑西市立川島小学校・6年）

気づいたらどんどん目線が近くなる母をおいこす日は近いかな （茨城県・結城市立城西小学校・6年）

かあさんのたんじょうびにもまたけんかかんしゃのきもちてがみにこめて （茨城県・鹿嶋市立三笠小学校・2年）

ぼんおどりふと見上げるとお月さままるでいっしょにおどってる （茨城県・つくばみらい市立小絹小学校・2年）

大あらいなみにのまれてさかさまにひっくりかえりしょっぱい夏 （茨城県・つくばみらい市立小絹小学校・3年）

なぜだろうよるになるとなみだが出たじいじばあば家で一人おとまり （茨城県・守谷市立郷州小学校・2年）

くらやみでチカチカひかるホタルたち田んぼの中が星空のよう （茨城県・守谷市立大井沢小学校・5年）

お母さん何度も心で練習するあと少しだけママとよばせて （茨城県・守谷市立大井沢小学校・6年）

おとうさんぼくもビールをのみたいなハタチになったら乾杯しよう （茨城県・大洗町立大洗小学校・4年）

夏休み野球ざんまい一球に思いをのせて甲子園いくぞ （新潟県・長岡市立富曽亀小学校・5年）

虫さがし草むらいっぱい住んでいるぼくに飛びつきぼくはころんだ （群馬県・太田市立韮川西小学校・4年）

夕日見て遊びも止まるきれいさにポーズをとって写真を一まい （群馬県・太田市立韮川西小学校・4年）

とけないでいちごシロップのかき氷宿題全部終わる時まで （群馬県・高崎市立箕輪小学校・6年）

スイカわりどこなんだろう分からない見つけたエイッスイカをわったよ （長野県・佐久穂町立佐久穂小学校・3年）

にっこうでわたしきかざるじじみざるパパねむりねこママおこりざる （埼玉県・本庄市立中央小学校・1年）

すてないでみじかくなったえんぴつもたましいぜんぶやどっているから （埼玉県・本庄市立中央小学校・1年）

きんぎょくんいつもでむかえありがとうぼくからおれいにえさをあげるね （埼玉県・本庄市立中央小学校・2年）

すいかわり前かなよこかな目かくしでドキドキしたよあまいおもいで （埼玉県・本庄市立中央小学校・2年）

水の中右手左手うごかしてうろこキラキラ気ぶんはさかな （埼玉県・本庄市立中央小学校・2年）

すなはまにきれいにならぶパラソルがうえからみるとあさがおみたい （埼玉県・本庄市立中央小学校・2年）
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弟の園服の中にダンゴムシ大事にしまってわが家にひっこし （埼玉県・本庄市立中央小学校・3年）

にいがたのすいぞくかんで見つけたよママにそっくりゴマフアザラシ （埼玉県・本庄市立中央小学校・4年）

けんびきょうのぞいてみたらばびっくりでいろんな物が不思議な形 （埼玉県・本庄市立中央小学校・5年）

汗垂らし帰ってきたら首をふるせんぷうきへと一直線 （埼玉県・本庄市立中央小学校・6年）

ぷかぷかとプールでおよぐたのしいなくももおそらでおよいでいるよ （埼玉県・さいたま市立大宮西小学校・1年）

夏休み観察したよセミの羽化命がけでの大変身 （埼玉県・さいたま市立大宮西小学校・5年）

なつのあさしずかなもりにしのびあしじいじとふたりかぶとむしとり （埼玉県・さいたま市立慈恩寺小学校・1年）

えんてんか球児が活やく甲子園いつかはぼくもせい地でプレー （埼玉県・さいたま市立桜木小学校・3年）

せんたくきある日とつぜんこわれたよ夏の思い出コインランドリー （埼玉県・さいたま市立芝川小学校・5年）

友達とプールではしゃいだ帰り道ゴーグル日焼けがふたごのパンダ （埼玉県・さいたま市立北浦和小学校・5年）

お母さんごはんのしたく大へんだたまにはでまえらくしちゃおうね （埼玉県・さいたま市立上落合小学校・3年）

なつやすみ思う存分遊んだら顔は真っ黒宿題真っ白 （埼玉県・さいたま市立上落合小学校・6年）

なつやすみまいにちまいにちおべんとうぼくはたのしみママたいへん （埼玉県・白岡市立大山小学校・1年）

夏休みきょうだいだけでしんかんせんもってたきっぷあせでしわしわ （埼玉県・白岡市立南小学校・2年）

夏の夜今だけ限定虫の歌チンチラリンリンすてきな音色 （埼玉県・白岡市立南小学校・5年）

外食で三日連続食べたけどやっぱり家のご飯がおいしい （埼玉県・蓮田市立平野小学校・5年）

今年見たあのひまわりはかれたけど次の花へと命をつなぐ （埼玉県・蓮田市立黒浜北小学校・6年）

アサガオのきれいな花びらまいおどる花の中でのきれいなダンサー （埼玉県・川口市立南鳩ヶ谷小学校・5年）

運動会ソーラン節でかっこよく応えん団でも活躍したい （埼玉県・川口市立南鳩ヶ谷小学校・5年）

波が来るゆっくり目をとじ耳すまし静かに波の歌声を聞く （埼玉県・川口市立南鳩ヶ谷小学校・6年）

思い出せ優勝めざした練習をあせがにじんだあの校庭 （埼玉県・川口市立南鳩ヶ谷小学校・6年）

夏休み楽しい思い出いっぱいで短歌一つに入りきらない （埼玉県・川口市立南鳩ヶ谷小学校・6年）

カマキリがバッタねらってかまえてるジャンプしないとたべられちゃうぞ （埼玉県・川口市立前川東小学校・2年）

人はなぜ死ぬのだろうかふしぎたなねえおばあちゃんまた会いたいな （埼玉県・川口市立前川小学校・3年）

おとまり会みんなで花火たのしいなでもねる時はママに会いたい （埼玉県・川口市立飯塚小学校・3年）

はじめてねジェットコースター乗ったらねたましいどこかへいってしまった （埼玉県・川口市立青木中央小学校・4年）

自己ベスト目指し毎日練習だ水冷たいが心は熱い （埼玉県・川口市立元郷南小学校・5年）

朝顔が朝にさきだし夜にとじ種ができては次につなげる （埼玉県・川口市立上青木南小学校・6年）

なんだろうアメンボあるくいけのうえぼくもつけたいあしのきんにく （埼玉県・戸田市立戸田第一小学校・1年）

ぼくのことまもってくれるかぞくはねとってもだいじなたからものだよ （埼玉県・蕨市立塚越小学校・1年）

たつまきはなぜ起こるのか知りたいな自然の力は大きくこわい （埼玉県・蕨市立北小学校・3年）

磯歩く足元の岩穴だらけヤドカリやカニ住まうアパート （埼玉県・蕨市立北小学校・4年）

にげられたぬるぬるしててつかめないどじょうつかみのあついたたかい （埼玉県・草加市立新田小学校・1年）

みちゃったよおおきなあくびのおとうさんがんばってしごといつもありがとう （埼玉県・草加市立氷川小学校・1年）

ふと見ると葉っぱに光るガラス玉昨日の雨の忘れ物だね （埼玉県・草加市立草加小学校・3年）

ハイチーズピースの指にトンボきて夏の思い出いっしょにのこる （埼玉県・草加市立草加小学校・4年）

かわいさでみなひきつける弟よはらが立つけど大事な兄弟 （埼玉県・草加市立栄小学校・4年）

ひとくちめスプーンをつかわずパクッと食べるわたしの好きなスイカの食べ方 （埼玉県・草加市立西町小学校・5年）

夏の夜せみの鳴き声ねむれないせみも暑くて夜鳴くのかな （埼玉県・草加市立西町小学校・6年）

ゴーグルをつけてもぐったみずのなかさかなみたいにおよげなかった （埼玉県・八潮市立大曽根小学校・1年）

やってきた夏こうれいのたんかだよママといっしょに楽しい時間 （埼玉県・八潮市立大曽根小学校・3年）

日やけあと兄をわらってかがみをみたら自分も同じ白と黒 （埼玉県・八潮市立大曽根小学校・3年）

のどかわく畑からきゅうりもぎとってパクッと一口ああーおいしい （埼玉県・八潮市立大曽根小学校・4年）

ハムスターメスだとおもいかわいい名ほんとはオスでだいばくしょう （埼玉県・八潮市立大曽根小学校・5年）

すこしずつかおをだしたよおとなのはいままでよりもきちんとみがこう （埼玉県・八潮市立八條小学校・1年）

お姉ちゃんそうよばれるとうれしいよだけど私もあまえてみたい （埼玉県・八潮市立八條小学校・4年）

アルバムの小さい自分見ていたらそっくり不思議これ妹だ （埼玉県・八潮市立八條小学校・5年）

（10）



オクラをねイクラといってわらわれたおばあちゃんちのなつやすみ （埼玉県・春日部市立武里小学校・1年）

よこのひとぼうしブローチかわいいねとまっていたのはあかいとんぼだ （埼玉県・春日部市立桜川小学校・1年）

ボタンつけ自転車パンクもなおしちゃうわたしのじいじスーパーじいじ （埼玉県・春日部市立牛島小学校・3年）

わたしのよぼくのものでもなにもかもうばいとるんだぼくのいもうと （埼玉県・越谷市立蒲生小学校・2年）

お迎え火ゆっくり来てねおじいちゃん送り火たいたら急げ宿題 （埼玉県・越谷市立蒲生小学校・5年）

夕陽さす歩道に並ぶ影二つ母を抜いてく私の身長 （埼玉県・越谷市立西方小学校・6年）

あさがおのたねはくろいがさくはなはいろがいろいろふしぎにおもう （埼玉県・行田市立北小学校・1年）

にわのきにたくさんきたよかぶとむしけんかしないでみつをすってね （埼玉県・行田市立北小学校・1年）

まだ青いイネの間にぴょこぴょこと見えかくれするしらさぎの頭 （埼玉県・行田市立北小学校・6年）

まっくろなありの行れつ見つけたよどこからきたのどこまで行くの （埼玉県・行田市立星宮小学校・2年）

カブトムシつのがおれててかわいそうリンゴあげたらかぶりつく （埼玉県・行田市立星宮小学校・4年）

夏まつりスイスイ泳ぐきんぎょたちつれてかえってかぞくになった （埼玉県・行田市立泉小学校・3年）

お父さんまっ黒日やけカッコイイ平日ネクタイ休日農家 （埼玉県・行田市立太田西小学校・4年）

夏休みママの手作りおべんとうるすばんしてても一人じゃないよ （埼玉県・行田市立太田西小学校・5年）

ねむい朝横目で目が合うぼくとたまいちどでいいからねこになりたい （埼玉県・行田市立中央小学校・5年）

ママ仕事ごはんたくのはぼくやるよ固く炊いてもうれしい笑顔 （埼玉県・行田市立下忍小学校・6年）

ドイツすむおとうさんからでんわくるねむいよこっちはまだあさよじよ （埼玉県・熊谷市立桜木小学校・3年）

ラムネびん「プハー」と飲むたびビー玉がカランとひびく夏の木陰 （埼玉県・熊谷市立熊谷南小学校・6年）

きづいたらムシカゴのなかさなぎからうつくしいはねパタパタしてる （埼玉県・三郷市立前谷小学校・1年）

いませんかかいひろうときこえかけてヤドカリくんがはいっているよ （埼玉県・三郷市立前谷小学校・1年）

ベランダでキャンプごっこたのしいなかぞくのえがおなつのおもいで （埼玉県・三郷市立幸房小学校・2年）

ありさんのいちばんまえはしっかりものみんなをつれてせいれつしてる （埼玉県・久喜市立清久小学校・1年）

おかあさんまいにちしごとがんばってかえってきたらかたもみするね （埼玉県・久喜市立江面第二小学校・1年）

せみ見つけ動かないかと思ったらとつ然ジジッと心ぞうドキドキ （埼玉県・久喜市立砂原小学校・4年）

妹が鉄ぼうできてくやしくて自分の部屋で一人で泣いた （埼玉県・久喜市立久喜小学校・5年）

夏休みとりに行ったよカブト虫子どものようにおどるじいちゃん （埼玉県・入間市立藤沢小学校・4年）

なつやすみかがみをみたらおどろいたひやけのあとがオセロみたいだ （埼玉県・川越市立川越小学校・3年）

ニイニイゼミ鳴けば楽しい夏休み終わりを告げるツクツクボウシ （埼玉県・川越市立牛子小学校・6年）

おばあちゃんもってあげるよそのにもつふたりえがおでいえにかえろう （埼玉県・上尾市立芝川小学校・2年）

だんごむしあさがおのはちにまるまっておひるねしてたみずかけてごめんね （埼玉県・桶川市立朝日小学校・1年）

きんこうわん流しそうめんさくら島どれもさい高母の古里 （千葉県・千葉市立作新小学校・3年）

ゴジラぐも富士をおそうぞゆうやけにいちどかぎりのにゅうどうぐもだ （千葉県・千葉市立小中台小学校・4年）

きもだめしわかっていてもなきそうだおばけのなかはお母さん （千葉県・千葉市立源小学校・4年）

前まではババが手を引き買いものへ今ではぼくがババの手を引く （千葉県・千葉市立有吉小学校・5年）

目の高さ並んで歩く母親と何度も確にんあれいつの間に （千葉県・千葉市立有吉小学校・6年）

むずかしいなかなかうまくひけないよだけどがんばるたのしいぴあの （千葉県・市川市立真間小学校・1年）

きのしたでうえをみあげてみつけたよはっぱのうらのせみのぬけがら （千葉県・市川市立大和田小学校・1年）

夏休み残すはあとね一カ月時計が左に動けばいいのに （千葉県・市川市立百合台小学校・4年）

そだてたよまっ赤なトマトあまそうだぼくのあいじょうたっぷり入れたよ （千葉県・船橋市立若松小学校・2年）

人などにつかまるもんかとにげてゆく川の魚のたくましきかな （千葉県・船橋市立大穴小学校・5年）

うみにいくいそぎんちゃくをさわったらいきなりみずがとびだしてきた （千葉県・鎌ケ谷市立中部小学校・1年）

たのしいなはじめてやったよちちしぼりなつのおもいでずっとわすれない （千葉県・鎌ケ谷市立五本松小学校・1年）

マンモスのほねがこおっていたんだよおおむかしとのはつたいめんだ （千葉県・鎌ケ谷市立鎌ケ谷小学校・3年）

反抗期おかしな事を言うけれどすなおになれない自分の気持ち （千葉県・鎌ケ谷市立北部小学校・6年）

帰宅して無人の家に帰り告げ一人悲しきアイスを食べる （千葉県・鎌ケ谷市立北部小学校・6年）

なつやすみはやくおきなさいいもうとがママのマネをしておこしにきたよ （千葉県・八千代市立勝田台小学校・2年）

夏空の日ざしに映えるかきごおり夏のようにすぐにとけていく （千葉県・八千代市立勝田台南小学校・6年）
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タンタンタン駅のホームのトタン屋根歩くカラスの足音がする （千葉県・八千代市立大和田小学校・6年）

あせ流し井戸の水をくみ上げる花と一緒にぼくも水浴び （千葉県・八千代市立大和田小学校・6年）

気づいたらカマキリ足についていた山で出会った小さな友だち （千葉県・松戸市立幸谷小学校・4年）

やまのぼりひとくろうしてあせかいてやまのてっぺんくもしかみえず （千葉県・松戸市立幸谷小学校・4年）

なつやすみにほんとかげをみつけたよきらきらひかるにじみたいだな （千葉県・木更津市立八幡台小学校・1年）

こん虫をとりたいけれどババが言う命みじかい生き物だから （千葉県・木更津市立八幡台小学校・3年）

外ぼうの海から見える青い空とおくのしまもつながってるね （千葉県・木更津市立鎌足小学校・2年）

花火の夜まけずにきれいなきくの花心も大輪わたしのゆかた （千葉県・木更津市立真舟小学校・3年）

たそがれに一人歩くと思い出すやさしい母は夜空に光る （千葉県・木更津市立真舟小学校・4年）

くやしくてなみだ流した夏空に元気だしてとひまわりの花 （千葉県・木更津市立真舟小学校・5年）

夏野菜毎日とれるなすきゅうりおばあちゃんのおせわのおかげ （千葉県・木更津市立富来田小学校・5年）

なつのうみかにのおやこがみずあそびぼくもいっしょになかまにいれてね （千葉県・袖ケ浦市立長浦小学校・1年）

かぜひいた母がぼくのほおふれてるとわからないけどとてもおちつく （千葉県・袖ケ浦市立長浦小学校・2年）

おじいちゃんきけんうんてんしないでねみんなのみらいだいじにしよう （千葉県・袖ケ浦市立昭和小学校・3年）

風鈴の涼しい音が心地よい夏の暑さが和らぐひびき （千葉県・袖ケ浦市立昭和小学校・5年）

赤ちゃんの小さなお手てかわいいな小さな小さなクリームパンだ （千葉県・袖ケ浦市立根形小学校・4年）

ばばのいえまわりがぜんぶこがねいろおじぎをしてるいなほがいっぱい （千葉県・袖ケ浦市立蔵波小学校・4年）

あっちっち夏の暑さと反対に涼しそうだね空の水色 （千葉県・袖ケ浦市立蔵波小学校・6年）

太陽に向かってさくすがたたくましく私もなりたいひまわりのように （千葉県・袖ケ浦市立蔵波小学校・6年）

台風でねむれずがまん部屋にいる夜明けはまだかと家族集まる （千葉県・市原市立有秋東小学校・4年）

台風で電気が消えて大さわぎ電気があるって幸せだよね （千葉県・市原市立有秋東小学校・4年）

おふろからみえるはなびはきれいだなたのしかったよおんせんりょこう （千葉県・野田市立南部小学校・2年）

なぜだろう母からあれこれ言われてはイライラするけど母が大好き （千葉県・流山市立新川小学校・4年）

おにわのねきんかんのはながたべられたはんにんみつけたでっかいあおむし （千葉県・佐倉市立井野小学校・1年）

暑い夏聞こえる声はセミの声何をそんなに伝えたいのか （千葉県・佐倉市立井野小学校・4年）

カブトムシ夏に出てくる人気者かっこいいからだ父ちゃんみたい （千葉県・印西市立西の原小学校・5年）

おとうとの二さいのおいわいらいねんはおしゃべりうまくできているかな （千葉県・習志野市立大久保小学校・3年）

ウコッケイおいしいたまごありがとうあしたもお水かえにくるね （千葉県・習志野市立大久保小学校・3年）

せみの声せんたく物にしがみつきさいごの力ふりしぼってる （千葉県・習志野市立大久保小学校・3年）

夕方に歩いて帰る友達と歩道に二つ仲よしなかげ （千葉県・習志野市立大久保小学校・6年）

地球はね電気使いすぎなくなるよ早くやめなきゃ未来が暗い （千葉県・習志野市立大久保東小学校・6年）

戦争の悲しみ知った夏休みこのでき事を忘れはしない （千葉県・習志野市立袖ケ浦東小学校・6年）

うちの犬目を見ひらいてなみだ目でぼくを見つめておやつがほしい （千葉県・四街道市立四街道小学校・3年）

ぼくの母いつもおこってばかりいるだけどホントは笑顔が似合う （千葉県・四街道市立南小学校・5年）

重くても毎日しょったランドセル六年間のぼくの相棒 （千葉県・四街道市立南小学校・6年）

なつやすみぺだるをこいであせがでるはやくつきたいおばあちゃんち （千葉県・八街市立実住小学校・1年）

いもうとがいつもわたしにつきまとうよるもおこされわたしはママか （千葉県・八街市立交進小学校・4年）

ばあばとね背くらべしたらぼくかった来年の夏じいじにかつぞ （千葉県・八街市立笹引小学校・6年）

せんぷうきぼくもいっしょにみぎひだりすずしいようなつかれるような （千葉県・富里市立日吉台小学校・5年）

いせえびをビンゴであててすみびやきえびもなくのをしったこのなつ （東京都・江戸川区立大杉東小学校・2年）

夏の夜空を見あげて待っていたキラッと流れるねがいかなう星 （東京都・江戸川区立大杉東小学校・3年）

すいかわりしましまもようのすきまからちらっと見える赤いゆうわく （東京都・江戸川区立大杉東小学校・3年）

水泳が雨でなくなり悲しいな次こそはつかむぼくの目標 （東京都・江戸川区立大杉東小学校・4年）

おとうさんいつでもどこでもしごとばかりちゃんと考えてやすみとってね （東京都・江戸川区立南葛西小学校・2年）

おとうとがはじめて言ったりんちゃんと心ほかほかうれしかったな （東京都・江戸川区立南葛西小学校・2年）

お兄ちゃんほかの子だけにやさしいなどうしてだろう今度聞いてみる （東京都・江戸川区立南葛西小学校・4年）

いもうとは何もかもはやくおどろいたねがえりしたよ五ヶ月なのに （東京都・江戸川区立南葛西小学校・4年）
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助産しになりたいけれどなれるかな心配だけどちょうせんしよう （東京都・江戸川区立南葛西小学校・4年）

河口湖朝早く起き爽快だラジオ体操富士山みつめ （東京都・江東区立第七砂町小学校・5年）

ねこの耳さわるとぴくぴくかわいいなしっぽでおへんじねこかしこいな （東京都・墨田区立中和小学校・3年）

せみの子が必死に歩く夜の道声聞くためにみんなで守る （東京都・墨田区立柳島小学校・5年）

鳥が来る一ちょくせんにとんでくる風のようにつばさひろげて （東京都・墨田区立第四吾嬬小学校・5年）

えん天下キャンプの火おこしがんばった全身にできたあせもはくんしょう （東京都・足立区立梅島第一小学校・3年）

つりをして大物ねらうお父さんぼくは小魚五ひきでまんぞく （東京都・足立区立梅島第一小学校・3年）

ひまわりと背比べする妹を私はこっそり見ているのだよ （東京都・足立区立梅島第一小学校・5年）

ひいばあば見送りで泣くそれを見て泣き出すお母さんまた会えるのに （東京都・足立区立加平小学校・4年）

湯畑はお昼と夜で変わるんだライトアップでちがう風景 （東京都・足立区立足立小学校・4年）

ひぐらしがせつなくないて気がついたそろそろ夏も終りなんだな （東京都・足立区立足立小学校・5年）

夏の海ダイヤみたいに光ってる太陽に手をふっているんだ （東京都・足立区立弥生小学校・5年）

夏野菜トマトにキュウリなすすいか一番好きなの農家のジジババ （東京都・足立区立弥生小学校・6年）

好ききらいしなくなったらごみが減り自分の体健康になる （東京都・足立区立弘道第一小学校・5年）

自転車でおいしいパン屋目指したら首都高こえて埼玉だった （東京都・足立区立西新井第二小学校・5年）

勉強だ頭の中は夕飯だおなかの中は空っぽだ （東京都・足立区立西新井第二小学校・5年）

縁側で将棋並べて夕すずみ駒音ひびけ天の祖父まで （東京都・足立区立大谷田小学校・6年）

なぜだろう昼はうすくて夜は明るいみんなをてらすやさしい月が （東京都・品川区立芳水小学校・3年）

よく来たね大きくなったね良い子だね祖父母の笑顔とごちそうざんまい （東京都・品川区立第二延山小学校・5年）

夕暮を見つめていると鳥のかげいつもとちがう空の色だな （東京都・品川区立立会小学校・5年）

ちゃあはんのぐざいいっぱいおいしそうみためがきれいでたべたくなるな （東京都・大田区立大森東小学校・1年）

ほしみたいきらきらひかるソーダすいぼくのてのなかにじいろおはじき （東京都・港区立南山小学校・1年）

とりたちととんでみたいな空の上とりさんたちとしゃべってみたい （東京都・港区立南山小学校・2年）

あたらしい学校来たよふあんだなともだちたくさんふえたらいいな （東京都・港区立南山小学校・3年）

赤黄色はっぱのじゅうたんひらひらとどこまでいくのいっしょに行こう （東京都・港区立南山小学校・3年）

真珠色夜空にキラリ光る月東京タワーにかくれんぼだ （東京都・港区立南山小学校・5年）

うんどうかいぜったいかつぞまけないぞともだちみんなあつい気もちだ （東京都・港区立御成門小学校・2年）

夏休み世話したヤゴがうかしたよきれいな羽で朝空にとぶ （東京都・港区立御成門小学校・3年）

夏の夜母と見上げるおぼろ月黄色のバターとけゆく空よ （東京都・港区立御成門小学校・4年）

赤黄色道のじゅうたん彩やかだ舞い散る葉っぱおどっているよう （東京都・港区立御成門小学校・5年）

しっ黒の空に輝く一番星落ちこむ私に希望をくれる （東京都・港区立御田小学校・6年）

夏休み二時におきておんせんへはじめて見たよきれいな日の出 （東京都・目黒区立大岡山小学校・3年）

春になり寒さに勝ったたんぽぽがそよ風ふいて空へ旅立つ （東京都・目黒区立菅刈小学校・6年）

雲の間に遠くうかびて富士の山月に照らされ淡い輝き （東京都・目黒区立菅刈小学校・6年）

妹がひまわりたちとせいくらべおいつけ妹おいこせ妹 （東京都・目黒区立中根小学校・6年）

塾の時間とびらを開けて家を出る歩く気うせる衝撃の暑さ （東京都・目黒区立宮前小学校・6年）

おじいちゃんさよならしたけどいつもいっしょなぜならこころにいつもいるから （東京都・私立星美学園小学校・4年）

赤ちゃんが電車の中で泣いている笑いかけるとにこりと笑う （東京都・私立星美学園小学校・4年）

歯がぬけたとつ然落下ビックリだ上下が無くて食べ物かめず （東京都・私立星美学園小学校・5年）

熱気球ぼくらを乗せて夏空に時間忘れる空中散歩 （東京都・北区立田端小学校・5年）

おばあちゃんいつも好物作ってくれるおれいは僕の元気な笑顔 （東京都・北区立田端小学校・6年）

田の水の熱さに耐えるアメンボウ日かげを探しスイスイすべる （東京都・北区立田端小学校・6年）

かき氷よくばりすぎたシロップで舌の画用紙みごとなぬり絵 （東京都・北区立赤羽小学校・5年）

夏の夜のくらやみの中見あげればしぜんにできたプラネタリウム （東京都・北区立赤羽小学校・5年）

静かなる木々の間にゆきわたるせみの羽音が夏を呼んでる （東京都・北区立なでしこ小学校・6年）

いろは坂カーブ多くて円心力スピード速くて笑い止まらず （東京都・北区立なでしこ小学校・6年）

新月に夜空をかける流れ星速くて願い言葉がつまる （東京都・北区立堀船小学校・6年）
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かえりみちおれんじいろにそまってるあしたのそらはどんないろかな （東京都・台東区立谷中小学校・1年）

ふかいうみいつかいっしょにおよぎたいダイオウイカとマッコウクジラ （東京都・台東区立谷中小学校・2年）

ホウセンカ赤白むらさきピンク色どの色さくかおみくじのよう （東京都・台東区立谷中小学校・3年）

一度読みまた開く本楽しいな何度読んでも新しい世界 （東京都・台東区立谷中小学校・4年）

ごうごうとせまる高波おとうとと何度も乗ったよサーファー気分 （東京都・台東区立谷中小学校・5年）

おせんこうけむりただよういいかおり家族で集まるおぼんの夜 （東京都・台東区立谷中小学校・5年）

海の声波がひいては近よっていつも歌ってだれかを待ってる （東京都・台東区立谷中小学校・6年）

お父さんと流れるプールでおにごっこおいかけるより流されちゃった （東京都・台東区立松葉小学校・1年）

しかられておしりふりふり歌うたう笑顔咲かせるわたしの妹 （東京都・台東区立松葉小学校・3年）

おとうさんおなかがでてるだいえっといやいやこれはきんにくだから （東京都・台東区立金竜小学校・1年）

かあさんにしゅくだいしたらと言われるとなぜかうとうとスリープモード （東京都・台東区立金竜小学校・3年）

パパのヒゲ五年前は真っ黒で今はごましおふりかけみたい （東京都・台東区立金竜小学校・4年）

絶対になってみせるぞ先生に楽しませるよ未来の生徒 （東京都・台東区立金竜小学校・4年）

昨年は祖父としていたむかえ火を今年は祖父を想いおがらたく （東京都・台東区立金竜小学校・5年）

あさがおがしんぱいになりねぶそくだなんどもかくにんたいふうのよる （東京都・台東区立浅草小学校・1年）

こうえんでひとつのひまわりみつけたよじぶんのしんちょうぬかしてほしいな （東京都・台東区立浅草小学校・1年）

とうろうでへいわをねがうすみだ川なくなった人に思いをこめて （東京都・台東区立浅草小学校・2年）

ゆうき出しはじめてもらったやきゅうサインボールとぼうしはなつのおもいで （東京都・台東区立浅草小学校・2年）

みずうみのよぞらいっぱいかがやいたドーンとひびいたおおきなはなび （東京都・台東区立東泉小学校・1年）

カブトムシたくさんたまご生まれたよ来年もまたつながる命 （東京都・台東区立東泉小学校・3年）

飛行機雲夏の昼空にうかんでるひろがりながらうっすらきえた （東京都・台東区立東泉小学校・5年）

ベランダにセミがいっぴきとまってるなかなかなかないねているのかな （東京都・台東区立東泉小学校・5年）

水泳をがんばった分上達し水着のあともくっきり残る （東京都・台東区立東泉小学校・6年）

夏期学習父が目の前にらんでるさぼれないぼくあせがたらたら （東京都・台東区立東泉小学校・6年）

まんげつがぼおるみたいにひかってるよなかにおきてひとりでみてる （東京都・台東区立大正小学校・1年）

お母さんいつもがんばり休めないわたし手つだう何すればいい （東京都・台東区立大正小学校・3年）

こぶたさん大きくなってみーんなのいのちを作るとてもかんしゃ （東京都・台東区立富士小学校・2年）

七分の心合わせたマーチング汗水たらした結果は実る （東京都・台東区立富士小学校・5年）

森の中木にとまってるカブト虫ごはんとりあいすもう大会 （東京都・台東区立平成小学校・2年）

ベランダの色とりどりな朝顔のすがたはまるで打ち上げ花火 （東京都・台東区立平成小学校・4年）

弟といっしょにいるとケンカするいないとなぜかさみしくなるよ （東京都・台東区立上野小学校・3年）

笛が鳴る夏雲向かいけり上げたチームの心さぁ立ち上がれ （東京都・台東区立根岸小学校・3年）

立ち登る白くて大きな入道雲ぼくもそういう心になるぞ （東京都・台東区立根岸小学校・3年）

マイボトルカランコロンと音たてておどる氷で暑いのきえた （東京都・台東区立根岸小学校・4年）

夏休み田舎にきたよ青いにおい草土虫の自然のにおい （東京都・台東区立根岸小学校・5年）

桜の木つぼみをつけて待っているあたたかい春もうすぐくるよ （東京都・台東区立根岸小学校・5年）

桜の花下にひらひら散ってゆくきれいにそまる桃色の道 （東京都・台東区立根岸小学校・6年）

大会でゆうしょうしたよ五人でね号泣したよなみだポロポロ （東京都・台東区立忍岡小学校・4年）

風が来た少し寒いな夏なのにヒューとふいた秋のお知らせ （東京都・台東区立忍岡小学校・4年）

どしゃぶりの雨がふりだしあまやどりお寺の門でしかといっしょに （東京都・台東区立田原小学校・4年）

蟬の声暑い昼間はうるさいが夕暮れ時は仲良く聞こえる （東京都・台東区立田原小学校・6年）

もうすぐだ早く会いたいおばあちゃん電車に揺られワクワクドキドキ （東京都・台東区立蔵前小学校・4年）

霧ヶ峰みんなで登った車山岩がゴツゴツ足はガクガク （東京都・台東区立蔵前小学校・5年）

見上げれば空一杯に花火かな風は涼しく浴衣くすぐる （東京都・台東区立蔵前小学校・6年）

日光の戦場ヶ原ハイキングアブがいっぱい聞こえる悲鳴 （東京都・台東区立蔵前小学校・6年）

沖縄で夜空を見上げおどろいた空一面に星のじゅうたん （東京都・台東区立金曽木小学校・5年）

この夏は早めにおわらすはずだった残り七日で父からゲンコツ （東京都・台東区立東浅草小学校・6年）
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お父さん似てると言われ嬉しそうまゆ毛は私目と鼻は姉 （東京都・中央区立中央小学校・3年）

チケットがらくせんしてもおこらないチャンスはあるよオリンピック （東京都・中央区立泰明小学校・3年）

チケットが落選してもどうしてもこの目で見たい東京五輪 （東京都・中央区立泰明小学校・4年）

夏休みふうりんの音（ね）きいてたらエアコンなしでもすずしくなった （東京都・文京区立指ヶ谷小学校・4年）

地図を持ちセミの声聞き城めぐりなんと今年は三城制覇 （東京都・文京区立指ヶ谷小学校・5年）

よし行こうカーディガンはおり新学期風におされて秋がはじまる （東京都・文京区立指ヶ谷小学校・5年）

なつぞらのくものかたちをかえるのはいたずらずきのかみさまかな （東京都・豊島区立朋有小学校・4年）

夏祭り君にさそわれ外にでたあの日の思い君にはひみつ （東京都・豊島区立要小学校・6年）

公園のすみで花さくひまわりが雨にぬれつつほほえみかける （東京都・豊島区立要小学校・6年）

ヒガンバナ学校のすみ花開き花一輪が秋のシンボル （東京都・豊島区立富士見台小学校・6年）

夏の夜すずしい風がさわさわと季節がかわる秋のお知らせ （東京都・板橋区立緑小学校・5年）

いもうとをほめてばっかりおかあさんなぜわたしだけおこるんだろう （東京都・中野区立中野第一小学校・2年）

丸ノ内ぎんざかん田に池ぶくろなかなかのれない新がた車りょう （東京都・中野区立中野第一小学校・3年）

秋の中落ち葉まい上げ子どもたちパラパラ落ち葉花火みたいだ （東京都・中野区立中野第一小学校・3年）

お姉さんじゅけんにうかりとびはねる合かくきねんタピオカ買うよ （東京都・中野区立中野第一小学校・3年）

小さくていつもいわれる一年生？五年生ともいわれてみたい （東京都・中野区立中野第一小学校・5年）

おくりもの甘いケーキをほおばればほんのり広がる母への感謝 （東京都・中野区立中野第一小学校・6年）

あったかいおばあちゃんが作るご飯笑顔になるよお腹も顔も （東京都・中野区立中野第一小学校・6年）

カメムシよきらきら光るその羽をなぜ光るのかおしえておくれ （東京都・新宿区立淀橋第四小学校・2年）

だんだんとうるさい鳴き声きえてきてスズムシ鳴くよきれいな声で （東京都・新宿区立淀橋第四小学校・6年）

山の中秋風吹いてもみじ落ちまっ赤に染まるレッドカーペット （東京都・新宿区立淀橋第四小学校・6年）

朝顔の種をとるころヒグラシの命が燃える最期のかなで （東京都・渋谷区立広尾小学校・4年）

暑い夏子どもみたいに遊びたい一人ぼっちの大きなかかし （東京都・渋谷区立加計塚小学校・5年）

電柱の光に誘われ踊りだす虫たちだけの月夜の祭 （東京都・渋谷区立加計塚小学校・5年）

原爆に焼かれた土地に芽を出したカンナの花よ広島の夢 （東京都・渋谷区立加計塚小学校・5年）

右左とびかう声をたよりにしスイカをめがけ真剣勝負 （東京都・渋谷区立加計塚小学校・5年）

稲穂たれ銃声響く森の中月の輪グマが罠に捕まる （東京都・渋谷区立加計塚小学校・5年）

おかあさんごみすてせんたくおさらあらいいつもありがとうだいすきだよ （東京都・日野市立夢が丘小学校・1年）

一年中空気と共におどってる花粉のダンスに苦しむ私 （東京都・日野市立夢が丘小学校・6年）

えんぴつはきらきらしてておもしろいノートにかいてもっときらきら （東京都・日野市立平山小学校・1年）

はなびはねみんなのしあわせうちあげてにこにこえがおこころにとどけ （東京都・日野市立南平小学校・2年）

くつたちはそろえてほしいと思ってるそれでもぼくは気づいてないよ （東京都・日野市立南平小学校・3年）

流れ星いとこと私のねがいのせ大きく短く夜空をわたる （東京都・日野市立南平小学校・4年）

お姉ちゃんせ比べをしてあとちょっとせのびしてまで越したい私 （東京都・日野市立南平小学校・5年）

洗い物お手伝いしてわかったよいつもやってるママの苦労が （東京都・日野市立南平小学校・5年）

かたつむりのっこのっことすすんでるどこへゆくのかはっぱだろうか （東京都・日野市立旭が丘小学校・4年）

いもうとはいつもわたしのまねをするいいお手本になれるといいな （神奈川県・横浜市立師岡小学校・2年）

ホウセンカなかなかさかずまちどおしつぼみができて大よろこび （神奈川県・横浜市立北方小学校・3年）

遠泳に夏の光がかがやくよ耳にとどいたがんばれの声 （神奈川県・横浜市立東山田小学校・4年）

背がのびて母の背をこえうれしいな大きくなったと母も喜ぶ （神奈川県・横浜市立東山田小学校・6年）

おじいちゃんてをつないだらこういったまごとてつなぎじいじしあわせ （神奈川県・横浜市立芹が谷小学校・1年）

おどろいたあわがいっぱいよくみたらめだかのたまご大きく育て （神奈川県・相模原市立小山小学校・4年）

おおばあばさいきんなんかわすれんぼそんなときにはぼくがおしえるよ （神奈川県・相模原市立淵野辺東小学校・4年）

すいかわりどこにあるかはわからないみんなのこえがうそかほんとか （神奈川県・南足柄市立南足柄小学校・2年）

体そうでバクちゅうできたうれしいなしょう来のゆめ金メダリスト （神奈川県・小田原市立富士見小学校・3年）

ミニトマトまっかなおかおかわいいなお日さまあびておいしくなあれ （神奈川県・横須賀市立大塚台小学校・2年）

日にやけてぼくの体もだっぴしてきれいなはねがはえるといいな （神奈川県・横須賀市立大塚台小学校・4年）
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よそくするあい手のうごきこわがるな中にきりこむ一点シュート （静岡県・三島市立西小学校・2年）

夏が来たぼくの畑が緑色人生はつのそだてるすいか （静岡県・三島市立北小学校・3年）

母の顔よくよく見るとしみだらけそれだけ私に付き合ってくれた （静岡県・三島市立北小学校・4年）

甘えたいでもにくまれ口でそっぽ向くどうしたんだろぼくのココロ （静岡県・三島市立山田小学校・5年）

ぎんなんがたくさん落ちた通学路ふまないようにゆっくり歩く （静岡県・富士宮市立大宮小学校・6年）

音さぐり曲をかなでて確かめる初めて知ったオカリナの声 （静岡県・富士宮市立大宮小学校・6年）

かぶとむしひるまねていてよるおきるおひるねしすぎてねれないのかな （静岡県・藤枝市立稲葉小学校・1年）

公園でせみのぬけがらひろったよ土のにおいがした気がするよ （静岡県・藤枝市立藤枝中央小学校・2年）

こわいなあスマホを見ながら歩いてる前見てほしいよぼくらのために （静岡県・藤枝市立藤枝中央小学校・5年）

夏のたびぼくがまいごにならぬようアドレス書いたばあばの手紙 （静岡県・藤枝市立青島北小学校・3年）

毎日をボーっとすごす夏休みなにもない日々それが幸せ （静岡県・島田市立六合小学校・6年）

分かってるだけどやっぱりあやまれずへやのドアをドンッとしめる （静岡県・静岡市立中藁科小学校・6年）

おかあさんいつもおこっているけれどわらったかおがぼくはすきだな （静岡県・焼津市立港小学校・1年）

夏の朝外の木々の葉さらさらと強風ふかれ一人旅する （静岡県・焼津市立豊田小学校・6年）

おとうとがなんどふいてもふきけせぬかぞくみつめるたんじょうケーキ （静岡県・浜松市立可美小学校・2年）

佐鳴湖の湖面に光る花火には夏が過ぎゆくさみしさ映る （静岡県・浜松市立可美小学校・6年）

たすけてとうみのなきごえうおのこえひとのこころにとどいてほしい （静岡県・浜松市立東小学校・4年）

秋になるいちょうの木やもみじの葉もうすぐできる葉のコンサート （静岡県・浜松市立県居小学校・4年）

家庭での会話がはずむ夜ごはん今日のできごと伝えるところ （愛知県・豊山町立豊山小学校・5年）

始業式まどから風がふきこんだその風はきっと始まりのあいず （愛知県・稲沢市立牧川小学校・6年）

なつやすみめざましどけいいらないよきまったじかんにせみのだいがっしょう （愛知県・蒲郡市立形原小学校・1年）

じいちゃんの形見のいすに座るときあの日のぬくもり思い出します （愛知県・西尾市立平坂小学校・5年）

せん風機とりあいになる弟と母しかる声でもゆずれない （愛知県・西尾市立西野町小学校・5年）

夜ごはん家族みんなで食べるとねなぜが始まるクイズ大会 （愛知県・西尾市立室場小学校・5年）

うみでつりアジ二百ぴきタコ一ぴきさしみにしたらしおのあじした （岐阜県・大垣市立中川小学校・1年）

顔見てはさいしょはにげたまよいねこえさと名をあげうちの子になる （岐阜県・大垣市立江東小学校・3年）

夏休み田んぼにのこる河間（がま）のそこわき出す泉に泳ぐ鯉たち （岐阜県・大垣市立北小学校・4年）

うちのねこまどにせみがついていてそれをねらうが頭ぶつける （岐阜県・大垣市立北小学校・6年）

セミが来てキャーキャーにげるお母さんセミより母の悲鳴がこわい （岐阜県・大垣市立南小学校・5年）

私と父秘密で作った母あてのほんのり香るバースデーケーキ （岐阜県・大垣市立東小学校・6年）

どようびはままがしごとでおるすばんじいちゃんいたがさびしかった （岐阜県・岐阜市立岩小学校・1年）

ダンボールひみつのきちをつくったよすてきなのにすてられちゃた （岐阜県・岐阜市立岩小学校・2年）

パプリカをうえたらまさかきのこでたちゃいろくにょきっとげんきなきのこ （滋賀県・大津市立瀬田東小学校・1年）

かなへびがねらいをさだめほかくするまるでにんじゃのようにすばやい （滋賀県・大津市立瀬田東小学校・4年）

いもうとのおむつをかえるよぼくはあにいっしょにあそぶよこれからもずっと （滋賀県・大津市立志賀小学校・2年）

かなへびがいっぱいうまれよかったなオスがあばれるおせわがたいへん （滋賀県・豊郷町立日栄小学校・2年）

だんご虫あかちゃんうまれうれしいな大あわてしておせわをしたよ （滋賀県・豊郷町立日栄小学校・2年）

笑ってる家族みんなが笑ってるこの時間がねたからものだよ （滋賀県・豊郷町立日栄小学校・4年）

広い海イソギンチャクをさわったら口をとじたよおこったのかな （滋賀県・栗東市立大宝東小学校・2年）

あの子だけいつも一人はなぜだろう勇気と笑顔で声をかけよう （滋賀県・栗東市立大宝東小学校・4年）

台風だ雨がひどくて外見るとぞう水してく川にびっくり （滋賀県・栗東市立大宝東小学校・4年）

かっこいいたきにうたれるラガーマンＯＮＥ　ＦＯＲ　ＡＬＬ　ＡＬＬ　ＦＯＲ　ＯＮＥ （滋賀県・草津市立常盤小学校・3年）

彦根城輝き続けそびえ立つ長い歴史を生きぬいてきた （滋賀県・彦根市立亀山小学校・5年）

組体そうブリッジして見たうろこ雲すんだ空気の秋の青空 （滋賀県・彦根市立亀山小学校・5年）

弟よかわいすぎるよそのえがおいつかよちよちねえねとよんで （滋賀県・彦根市立稲枝東小学校・5年）

彦根城二重の門に落とし橋たくさん工夫し城を守るぞ （滋賀県・彦根市立城東小学校・6年）

せみが鳴きひまわり盛る夏の日にすのこの上で居眠る子猫 （滋賀県・彦根市立城陽小学校・6年）
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森の中耳をかたむけて葉の音がつかれたぼくをいやしてくれる （京都府・福知山市立美鈴小学校・4年）

古い街しらべていくと意味ふかい古いイメージだけではない （京都府・京都市立太秦小学校・6年）

おかあさんはやくはやくといわないでこれでもわたしいそいでいるの （大阪府・関西国際学園・3年）

すいみんぐなんどもいやとないたけどうまくなるたびえがおにかわる （兵庫県・加古川市立加古川小学校・1年）

大切な仲間だからこそできるんだケンカをしたりひみつの話 （兵庫県・加古川市立加古川小学校・5年）

夏の地面フライパンみたいにゆげでてるはだしであるくとこげちゃいそう （兵庫県・加古川市立氷丘小学校・4年）

せみの声大きくひびく「ミンミン」と小さなせみの大きな合唱 （兵庫県・加古川市立氷丘小学校・6年）

かたたたきかたのかたさでわかるよ父のしんどさいつもありがとう （兵庫県・高砂市立北浜小学校・4年）

すずなりのトマトが頭をさげているおもたそうだから早く食べよう （兵庫県・たつの市立揖西西小学校・5年）

おばあちゃんわるい病気に負けないで笑顔の時間作っていこう （兵庫県・たつの市立揖西西小学校・5年）

せんぷうきまだかまだかと出番待つでも真夏にはスターになるよ （兵庫県・芦屋市立山手小学校・5年）

驚いた虫や草花はちゅう類全てが大きい祖父の故郷 （兵庫県・芦屋市立山手小学校・5年）

ヒューバンと闇夜を照らし人々の心も照らす夏だけの花 （兵庫県・芦屋市立山手小学校・5年）

おばあちゃん年をとったらわすれんぼぼくの名前はわすれないでね （兵庫県・姫路市立青山小学校・6年）

暑い夏六年最後の夏休み感激しちゃった沖縄の海 （兵庫県・姫路市立青山小学校・6年）

甲子園いろんななみだかっこいいしょう来ぼくもこの場に立ちたい （兵庫県・稲美町立母里小学校・4年）

おじいちゃんぼくがないたりつらいときそばにいてくれるぼくのヒーロー （岡山県・倉敷市立玉島小学校・1年）

夏休みきょうだいげんかも休みたいごめんねもっとすなおになろう （広島県・広島市立原小学校・2年）

弟はやんちゃだけれどかわいいな困ったときはぼくが守るね （広島県・広島市立草津小学校・5年）

ひいばあのあの日の語りむねを打つあの夏の日の黒い雨かな （広島県・広島市立彩が丘小学校・6年）

金色にきらきら光る稲を刈るかまを持って一束一束 （広島県・三次市立八次小学校・5年）

バスの中心理テストがおもろいなみんなのことがたくさんしれる （広島県・三次市立八次小学校・6年）

いもうとがテレビの音でおどりだすかぞくみんなのえがおがふえる （徳島県・徳島市立渋野小学校・2年）

秋の日の日ぐれははやい帰り道うちからにおう今夜のおかず （高知県・高知大学教育学部附属小学校・2年）

朝のじゅく帰りの坂で手をあわせ今の気持ちを日の出に伝える （高知県・高知大学教育学部附属小学校・4年）

学校でろうかを走る一年をちゅういしたらほめられました （高知県・南国市立大篠小学校・3年）

お父さんいつも心でないているお姉ちゃんにはんこうされて （高知県・高知市立泉野小学校・6年）

けんどうのしないとぼうぐたいあたりパーンとあたるおとのおおきさ （香川県・善通寺市立筆岡小学校・2年）

ももみたいおとうとのほほたべたいななまえをよんでおいかけまわす （香川県・高松市立中央小学校・3年）

あちこちにちらばるセミのぬけがらはひとつひとつがいのちのあかし （香川県・高松市立檀紙小学校・4年）

落ち葉の穴のぞいてみればどんぐりをくわえて走るりすの姿が （香川県・高松市立檀紙小学校・6年）

しわしわのそう祖母の手をにぎりしめ長生きしてねと心から思う （香川県・観音寺市立観音寺小学校・4年）

通り雨虫もあわてて雨やどりぼくも入れてよ葉っぱの屋根に （福岡県・福岡市立百道小学校・3年）

クワガタがぼくを見るなりいかくするぼくは毎日えさやるのにな （福岡県・福岡市立百道小学校・3年）

真っ白な空手の道着空（くう）を切りシュッとひびくは中段突きなり （福岡県・福岡市立百道小学校・3年）

夏の雨あっという間に通りすぎ待ってましたとセミの合唱 （福岡県・福岡市立百道小学校・5年）

さあどこだかおみてわかるババのいちすなおなおとうとまけてあげるか （福岡県・北九州市立深町小学校・3年）

見つけたよアリの行列追ってみた虫をよいしょと巣穴に消えた （福岡県・朝倉市立馬田小学校・5年）

あま草でいるかのせびれさわったらつるつるしてたどきどきしたよ （福岡県・久留米市立南薫小学校・2年）

おりがみでつくった魚かあちゃんがすててしまってすごくくやしい （福岡県・久留米市立南薫小学校・2年）

盆おどりステップわからずあべこべとまわりの人のわらいがおこる （福岡県・久留米市立南薫小学校・4年）

筑後川花火大会すごかったその日はちょうどぼくの誕生日 （福岡県・久留米市立南薫小学校・6年）

夏休み宿題終わらぬ私の手最後の日だけは働き者だ （福岡県・久留米市立南薫小学校・6年）

自転車で下る坂道夏草の匂いの風を胸にすいこみ （福岡県・久留米市立南薫小学校・6年）

なつやすみプールでおよぐおとうさんまねしておよぐぼくとおとうと （福岡県・大牟田市立羽山台小学校・2年）

風りんよちりんちりんと風電話もしもし風ですすずしくなあれ （福岡県・大牟田市立羽山台小学校・4年）

せみのこえどんどん大きくなってきてラジオたいそうに行こうと起こす （福岡県・久山町立久原小学校・3年）
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ぺったんこふっくらしてたきのうまでたまごをうんだめだかのおなか （福岡県・古賀市立古賀西小学校・2年）

同い年隣家の桃の木妹ももどちらもまわりを笑顔にするよ （福岡県・古賀市立花見小学校・6年）

海の色空と同じ色家の中空気の色は母さんしだい （福岡県・古賀市立花見小学校・6年）

夏休み海辺で夕焼け見ていると波がキラキラダイヤみたいね （佐賀県・佐賀市立東与賀小学校・6年）

せんせいにひとりよばれてなんだろうどきどきしたよだいひょうあいさつ （長崎県・川棚町立川棚小学校・1年）

弟とけんかしてすぐあやまったすっきりしたよまたあそぼうね （長崎県・川棚町立川棚小学校・2年）

殉国の碑名前の多さにおどろいた家族といっしょに手をあわせたよ （長崎県・川棚町立川棚小学校・3年）

おとうとがとつぜんあるきものはこぶママもうひとりおとうとほしい （長崎県・私立長崎精道小学校・2年）

夏休みはじめて行ったさかなつりぶるぶるなってかさごがつれた （長崎県・諫早市立真津山小学校・2年）

行ってきます曲がり角で両手ふる母の見送り知っていたから （熊本県・熊本市立画図小学校・4年）

しきなみの子供短歌ににゅうせんし行って見たいな表しょう式 （大分県・大分市立春日小学校・3年）

さりげない友の一声「手つだうよ」そのやさしさに心落ち着く （大分県・中津市立山口小学校・6年）

パパの手はしごとができる大きな手かぞくをまもるやさしい手 （鹿児島県・鹿児島市立山下小学校・2年）

お父さん朝のトイレで歌ってるきっといいことあったでしょ （鹿児島県・鹿児島市立山下小学校・5年）

はかまいりごせんぞさまにじこしょうかい天ごくから見まもっていてね （鹿児島県・鹿児島市立明和小学校・2年）

おこるけど僕は大好きお母さん手作りりょう理で僕はけんこう （鹿児島県・鹿児島市立明和小学校・4年）

反抗期素直じゃなくてごめんなさい感謝してるよ本当はね （鹿児島県・鹿児島市立荒田小学校・6年）

折り紙を折る弟の手から手へ平和を願うにじいろのつる （鹿児島県・鹿児島市立荒田小学校・6年）

ふきあげるどこに力があるのかな今日ももくもくさくら島のはい （鹿児島県・鹿児島市立名山小学校・3年）

昔からとても仲良い親友は大好きだけどちょっとライバル （鹿児島県・鹿児島市立大龍小学校・4年）

青空に真っすぐのびる飛行機雲風にふかれてとぎれていくよ （鹿児島県・鹿児島市立桜洲小学校・6年）

トマトがねわたしをたべてとあかくなるみんなだいすきまっかなトマト （鹿児島県・鹿児島市立中山小学校・1年）

さかあがりさかさまのせかい見えるってぼくも見たいなよしれんしゅうだ （鹿児島県・鹿児島市立中山小学校・2年）

夏休み涼しさ求めてしょうにゅう洞暑さふきとぶ自然のクーラー （鹿児島県・鹿児島市立中山小学校・5年）

夏まつりじんべいを着た弟のせなか追いかけ人ごみの中 （鹿児島県・鹿児島市立中山小学校・6年）

ありのすがとつぜんでてきた足もとにくろくうごめくながいぎょうれつ （鹿児島県・鹿児島市立清和小学校・2年）

夏休みプールに海に川遊びかわむけできたせなかの地図よ （鹿児島県・鹿児島市立清和小学校・4年）

春になりクラスがえはドキドキだゆうきをだして友だちになろう （鹿児島県・鹿児島市立星峯西小学校・3年）

ミンミンとせみの鳴き声あちこちで夏を知らせる自然のラジオ （鹿児島県・鹿児島市立犬迫小学校・6年）

青い海さんごしょうのおかげだねふかしたかめがスイスイおよぐ （鹿児島県・薩摩川内市立東郷学園義務教育学校・2年）

わるさしてスペシャルげんこつこわいけどいっしょにあそぶパパ大すき （鹿児島県・薩摩川内市立東郷学園義務教育学校・2年）

とばしてる毎日すぶりでカキーンとねとく大アーチ夕やけ雲まで （鹿児島県・薩摩川内市立東郷学園義務教育学校・3年）

汗光る夏の日差しに照らされてがんばる父の背中に声えん （鹿児島県・薩摩川内市立東郷学園義務教育学校・4年）

イルカだよとっても近くにやってきたそっとなでると「キュキュ」と返事した （鹿児島県・薩摩川内市立東郷学園義務教育学校・4年）

新しいまっかなつりざおにぎりしめ大ものつれる日ゆめみてねたよ （鹿児島県・薩摩川内市立里小学校・2年）

せっかくのピンチサーバーチャンスきたネットをこえずショックがのこる （鹿児島県・薩摩川内市立里小学校・5年）

夕焼けに向かって帰る田んぼ道ゆれる稲穂が秋を招くよう （鹿児島県・薩摩川内市立里小学校・6年）

もくもくとにゅうどうぐもでてきたよやっとほせるねつけていたうめ （鹿児島県・鹿屋市立鹿屋小学校・1年）

抜き捨てた草がまた根を土に入れ必死に生きる小さな命 （鹿児島県・鹿屋市立大姶良小学校・5年）

妹よねむるすがたも泣き顔も私の真似も可愛いすぎるよ （鹿児島県・鹿屋市立串良小学校・5年）

つり糸につたわるつよいしんどうは命の重さかんじるひびき （鹿児島県・龍郷町立大勝小学校・4年）

あさがおのはながおわってくろいたねらいねんもまたまちあわせだよ （鹿児島県・姶良市立建昌小学校・1年）

すいか割り目かくしをしてどこへ行く右か左かヒヤヒヤドキリ （鹿児島県・姶良市立西浦小学校・6年）

あさがおのたねをだそうとさわったらパリッとわれてびっくりしたよ （鹿児島県・霧島市立国分小学校・1年）

なわとびで長くつづいた五百回うれしさあまりこころがはずむ （鹿児島県・霧島市立国分小学校・2年）

夏野球カーンと一打に走りぬけるアウトかセーフか息のむしゅんかん （鹿児島県・霧島市立国分南小学校・5年）

弟のしょうらいのゆめは車屋さんミニカーいっぱい保育所のカバン （沖縄県・那覇市立松川小学校・4年）
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お父さんしごとでよごれくろいつめいつも家ぞくのためにありがとう （沖縄県・那覇市立城東小学校・4年）

ねころんでそらをみあげてきづいたよばしょによっててんきがちがう （沖縄県・読谷村立読谷小学校・1年）

三線であはぶしひいてほめられたゆびにはげんのかたがいっぱい （沖縄県・読谷村立渡慶次小学校・3年）

十月に弟生まれる五人目だ名前も決まった早く会いたい （沖縄県・読谷村立古堅小学校・5年）

お買物カッコイイくつと目が合っただけど母さん「安いのでいいよ」 （沖縄県・中城村立中城小学校・6年）

いれいの日家族がささげるいのりの手まぶにのおかにせんこうともす （沖縄県・うるま市立高江洲小学校・4年）

クリーンデー学校まわりのゴミひろいあつめたふくろが高くつまれる （沖縄県・うるま市立高江洲小学校・6年）

妹とケータイ取り合いお父さんにおこられ禁止一週間も （沖縄県・金武町立金武小学校・5年）

目の前をビュンと通る赤とんぼ秋がきたんだと教えてくれた （沖縄県・名護市立屋我地小学校・5年）

おとうとはチキンみたいにうるさいよけれどわたしはおとうとがすき （米国・中央学園小学校・4年）
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