
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 防府 右田小学校 1 日名内　沙衣

こくごではじめてノートをつかった日
うれしくてかぞくみんなに みせたよ
みんなからのじょうずだね！に
もっともっとうれしくなったよ

下松 久保小学校 1 磯村　朱璃
おうちにいるじかんが　ながいから
おかあさんの　おてつだいするよ
たおるたたむの　たのしいね

下関 楢崎小学校 2 村田　彩夏
わたしが、うまれてきたりゆうをいうと
おかあさんがなきながらわらった。

柳井 大畠小学校 6 町田　廉汰郎
おうち時間
家族で過ごす
幸せ時間

山口 良城小学校 6 田中　佐知
今日もみんなで待ってるよ
単身赴任の父からの
夜鳴る電話

山口 湯田小学校 5 市川　凛空
‟This　is 　ママ‼”
これは　ぼくのお母さんが
しくじったときの　家族の合言葉

宇部 常盤小学校 5 岩﨑　悠真

朝　おきたら　おかあさんの　せなかが
小さく　見えた。
ぼくが　大きく　なったんだね。
おかあさん　ながいきしてね。

下関 岡枝小学校 1 うえむら　こはく
おかあさんのおむかえ
まっているぼくは
おおきくてをふり　はしってる

柳井 伊陸小学校 6 三浦　悠花

おばあちゃんと背比べ
まだ負ける私だけど
いつか絶対抜かすから
それまで元気で待っててね！

周南 秋月小学校 5 藤本　陽佑

お父さんのやさしさ
お母さんのおいしいごはん
弟との楽しい会話
ぼくは本当に生まれてきてよかった

山口 湯田小学校 1 吉光　珠璃空
たのしかったよ。かなしかったよ。
まいにちはなすよ。
だいじなかぞくにじかん。

山口 湯田小学校 2 小野　絢矢

おうちにかえったら、おかあさんがいない
ときがある。
へやにはいったらしーんとしている。
こわいけどがまん。
はやくかえってほしいなぁ～。

山口 湯田小学校 4 佐々木　咲衣
登校前に1人ぐらしのおじいちゃんに
「おくすりのんだ？」と電話して
「いってらっしゃい！」の元気をもらう私

山口 良城小学校 2 大形　聡太
おとうさんが　はやくかえってくると
夕ごはんいっしょにたべれて
うれしいよ。

山口 良城小学校 4 田中　美空
弟が小さな手をひっしににっぎって
公園おさん歩
うまれる前から楽しみだったよ

山口 島地小学校 6 日下部　光
母のため　ひっしで描いた絵のプレゼント
そわそわしながら　母の日をまつ
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優秀賞
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入選



【中学校の部】

賞 地区 学校名 学年 氏名 作品

会長賞 長門 深川中学校 1 中野　倫之祐
悪かったと心で思ってみたものの
母ちゃんにはなぜか言えない　ごめんの一言
反抗期のぼくなのか。

山口 白石中学校 2 植木　大翔
10歳で初めてできた弟は
僕の大事な宝物
一生守ってやるからな。

下関 吉見中学校 2 室田　陽彩
「ありがとう」や「大好き」なんて言葉
素直になんて言えない反抗期
本当は大好き　お母さん

山陽
小野田

小野田中学校 3 上野　菜々子
お母さんに　抱きついてみて
「重いよ」と　いうけどちょっぴり
嬉しそう

山陽
小野田

小野田中学校 3 山田　夏妃
妹を亡くして気づく毎日の
あたり前は全て
きせきでできている。

周南 秋月中学校 1 水原　契

初めて手術を受けた
目覚めて　最初の言葉はお母さんだった
処置の間中、お父さんがついていてくれた
家で妹や弟が心配して待っていた
元気でいること、家族がいること、
なんてかけがえのないことだろう

山陽
小野田

小野田中学校 1 宮野　愛梨
父さんの誕生日、仕事で帰らない父さん
机の上に手紙をおいてねる私

下関 吉見中学校 3 坂本　麻陽
今日の晩ごはん何がいい？
っていつも聞かれるけど
一度も採用されない

岩国 岩国中学校 1 藤井　瑞希
コロナ禍で　逢えぬ祖父母に　TV電話
前より顔見る機会　逆に増えたよ。

光 附属光中学校 2 大場　朱理
家帰り　ふと脱衣所に顔のぞかせる
ああ　今日も歌ってる
妹の姿みて　安心だ

山陽
小野田

高千帆中学校 2 松本　美乃
‟行ってらっしゃい”と毎朝見送ってくれる母
制服が変わっても　変わらぬ習慣

山陽
小野田

小野田中学校 2 甲斐　千聖
姉が頭が良いせいで
私も頭が良いと思われいやになる
それでもいつかは姉をこえたいと思う私

山陽
小野田

小野田中学校 3 西村　哲
インスタで本田つばさのフォロワーを
見ていたら、父さんもいた、やっぱり
僕たち親子だね。

山陽
小野田

小野田中学校 2 田村　星空
おこっているのに、優しく接してくれる
お父さんが、一番やさしい。

山陽
小野田

小野田中学校 1 大野　愛斗
母の日に　はじめてあげた　花の束
母はよろこび　おおさわぎ

山陽
小野田

小野田中学校 2 中村　優月
外から帰った時、必ずきこえる「おかえり」。
一番安心する場所、一番安心する声。

下関 吉見中学校 1 國本　結人

悔しいとき、話を聞いてくれるお父さん
落ち込んだとき、はげましてくれるお母さん
楽しいとき、一緒に笑ってくれるお兄ちゃん
みんなの優しさで今の僕がいます。
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優秀賞



【一般の部】

賞 地区 学校名 学年 氏名 作品

会長賞 宇部 厚南小学校 P 大竹　静香
息子と一緒に校歌を口ずさむ。
今でも歌える自分に驚く
昔は父と歌ったな　親子三代の母校です

山口 良城小学校 P 鹿島　汐里
いつもより遅い帰宅の我が娘
手に握られた四つ葉のクローバー
おもわず笑顔　何事もなくてよかった

防府 右田小学校 P 藤田　春菜

私の誕生日の前日はソワソワしている子供達。
バレバレだけど、毎年泣いちゃうくらいの
幸せなサプライズ☆☆
年を取るのも悪くない‼

柳井 大畠小学校 P 町田　良美
毎晩の「だれがお母さんのとなりに寝るか」問
題。やれやれと思いつつも　幸せ感じ。

岩国 岩国小学校 P 久世　博幸

算数のテストの名前に、また漢字が一つ増えて
いた。
点数も大切だけど色んなことに成長を感じられ
る幸せ。

岩国 東小学校 P 山根　里美
悲しい時は泣けばいい
逃げたい時は逃げればいい
そういう息子を誇りに思う

山口 嘉川小学校 P 髙橋　桃子
タブレット学習で初めて娘とメール交換。
「だーいすき」と「ほめて」の
スタンプでいっぱい！

宇部 神原小学校 P 品川　由貴

「ご飯、俺作るよ」と長男が、
「片づけは俺がするかー」と次男
「みんなでご飯おいしいね」と笑顔の三男
男の子３人の母で良かったとようやく思える、
母１８年目

周南 秋月小学校 P 水原　久美子

早起きで　眠りたい
学校のチャイムが聞こえ
がんばっている子どもの姿　思う
体を動かし始めている私

周南 秋月小学校 P 山角　晟也
「父ちゃん今日ね」と風呂の中
始まる会議が　私の日課

山陽
小野田

高千帆中学校 P 原田　百合恵
反抗期　親に当たれる安心感
信頼されていると　子を信じ

山陽
小野田

本山小学校 P 山縣　雅恵
偶然が重なり合って今がある。
「親子で暮らす」は期間限定。
だから毎日精一杯 応援してるよ 子どもたち！

長門 浅田小学校 P 松田　朋子
母の日に　長女からもらったハンカチ
うれしくて　なおしていたら
次の日に　次女が幼稚園へ持っていった
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