
山口県PTA連合会
【小学校の部】

賞 地区 学校名 学年 氏　名 作　　品

会長賞 下松 久保小学校 1 野村　謙心

いってきます
まいにちおかあさんと　
はいたっち　
きょうもいいひになりそうだ。

周南 秋月小学校 6 家入　玲大
「いいのかな」まよったときに、母を見る
にこっとしてたらゴーサイン

下松 久保小学校 4 佐伯　彰吾
お母さんの
「すごいね。」は
ぼくの心のエネルギー源

周南 秋月小学校 6 森田　芽衣
「起きなさい」毎朝聞こえる　
母の声　うるさいと思うけど
聞こえないと不安になる

長門 明倫小学校 1 古田　絢奏
テレビより、ゲームより楽しい
お手伝いしながら　ママとおしゃべり

美祢 大嶺小学校 2 おか本　め生
おかあさんは
おこったあとに
だっこする

長門 明倫小学校 5 三宅　菜乃羽
ゲームは毎日30分
週に2日はノーゲーム
ときどきサービス１時間

長門 明倫小学校 2 池永　夢叶

おとうさんはきょうだい３人
にいつも言う
「自分がされていやなこと、
人にはしない、ぜったいに」

岩国 玖珂小学校 1 中須賀　暖仁
おうちはね、どんな僕でもうけいれて
くれる宝物の基地なんだ。

長門 明倫小学校 5 谷村　悠斗
３人兄弟ぼく長男。一番おこられるの
は、ぼく。でも一番最初に父母の愛を
もらったのもぼく

柳井 新庄小学校 1 松本　菜葉
かえったら　うがい
てあらいママとぎゅー

下松 東陽小学校 3 辻　隆之介
ただいまの後の
大きな「おかえり！」
ほっとする。

山陽小野田 小野田小学校 1 楠本　悠翔
ねるまえは
きょうのたのしかったこと
おはなしてから、おやすみなさい。

萩 椿東小学校 5 田村　りつ

いもうとと
リモコンのとりあい
おこられた。
おやつのとりあい
おこられた。
おかあさんのとりあい
にこにこ笑顔でこらっ
おかあさんだいすき。

長門 明倫小学校 1 金子　悠馬

ママがいそがしいときに0さいのいもうとが泣きだ
した
トントントン「大丈夫だよ。」
ぼくが小さなママになろう

令和元年度「三行詩」コンクール 審査結果

優秀賞

優良賞

入　選



【中学校の部】
賞 地区 学校名 学年 氏　名 作　　品

会長賞 山口 潟上中学校 2 淺原　作哉
遊びに行く時「帰って来んでいいよ」
でも　夜遅く帰ってくると　心配される。
ちょっと　うれしい。

山口 潟上中学校 2 保坂　孝隆
いつも朝から笑顔で迎える！
それが母の一つの日課！
「いってまいる」と僕は言う！

下関 豊田中学校 2 田中　優志

かくしごとは　
心をぎゅっとくるしめる
でも親に話すと
心がほんのりあたたかくなる。

下関 豊田中学校 3 田中　涼
文字じゃなく
自分の言葉で
会話しよう

下関 豊田中学校 1 安田　帆花
「かたもんで～」いやがりながらも
気持ち良さそうな母を見ると
ひそかにうれしい私がいる。

下関 豊田中学校 2 濵田　陽菜
なぜだろう
毎日外食はあきるのに
母の手料理はあきないな

岩国 川下中学校 2 益本　晏依
「うっせいよ」
だけど心の中では
大好きだ。

下関 豊田中学校 2 林　周平
食卓で
みんなで話す
今日の出来事

山口 潟上中学校 2 宮本　希
泣いていた
次の日きこえた応援の言葉
父と母からの「がんばれ」

下関 豊田中学校 2 濵田　ここな
車で出かける日
嵐のDVDを流していたら
父なぜか口ずさむ

防府 野島中学校 1 住谷　梨菜
お母さんにありがとうの一言がはずかしくて、言
葉に出せない。だからだまって、
自分の部屋で心からありがとう

下関 豊田中学校 3 片山　知里
「ありがとう」
言えそうで言えないそのことば
言うと深まる　家族の輪

山口 潟上中学校 2 竹中　陽葵
怒られた
けれどそれは
僕のため

下関 豊田中学校 2 重村　風花

祖父母が家にやってくる。
たくさんの「楽しい！」を持ってくる。
「おじいちゃん、おばあちゃんありがとう！」
たくさんの「嬉しい！」を持って帰る。

優秀賞

優良賞

入　選



【一般の部】
賞 地区 学校名 氏　名 作　　品

会長賞 宇部 厚南中学校 P 南野　朋子
反抗期！腹は立つけど
にくめない わが子
（笑）

長門 仙崎小学校 P 増野　智津子

朝の見送り、1日1日近付く巣立ちの日　惜しみな
がら
 今日も大げさな程　手を振る。
「気を付けてね」の一言に、彼は必ず振り返る

山口 良城小学校 P 藤岡　みどり
ゲームより、
スマホより、
心の充電💛一家団らん

下松 下松小学校 P 有福　友美
ママが笑うと子供も笑う
ママが怒ると子供も怒る
笑顔が一番💛

山口 秋穂小学校 P 中村　香織
「ごめんなさい」
言われた私も「怒ってごめん」
毎日反省お互いに

周南 沼城小学校 P 江浪　恵美

「妹を寝かしつけたら私の方を向いて」
と長女。
背中に寄りそう長女のあたたかさに
彼女のやさしさと我慢を知る。

美祢 大嶺小学校 P 松田　龍信
スマホ買っても友達と仲良くなれないよ
本当に必要なのはラインでもインスタでもないんだ
君の笑顔の素晴らしさは電話やSNSじゃ伝わらないよ

下松 東陽小学校 P 吉野　志津

背中でわかる娘の機嫌
両手で包んで背中をさする
かたい背中がほぐれた瞬間
感じる親の幸せ

長門 明倫小学校 P 小松　美智代

家族みんなの
いってきますとただいまの
２言聞けて
ありがたい
他には何もいらないんよね
ほんとはね

柳井 伊陸小学校 P 西村　典恵
「ただいま」と
帰る場所があるから
がんばれる☺

美祢 大嶺小学校 P 松田　久美子
もっともっと笑顔を見たい
もっともっと一緒に喜びたい
そのもっともっとで怒ってしまう

下松 下松小学校 P 岩﨑　琉晟
「家が一番おちつく～」が一番の
ほめ言葉。

美祢 大嶺小学校 P 高橋　正樹
ただいまの声のトーンでわかるのよ
学校が楽しかったかどうか
これが６年間の積み重ね

入選

優秀賞

優良賞


