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【小学校の部】

賞 地区 学校名 学年 氏名 作品

会長賞
山陽

小野田
本山小学校 2 志賀　恭輔

19さいのおねえちゃんは、いそがしい。
15さいのおにいちゃんは、はんこうき。
8さいのぼくがままをわらわせるかかり。
ままがわらうとみんなわらうよ。

下松 公集小学校 2 兼平　瑛太
はたらくおかあさんのかわりに、えがおで
「おかえり」とまっててくれる　おじいちゃん、
おばあちゃん「ただいま」いつもありがとう

周南 久米小学校 5 久保田　悠ノ介

ぼくはお母さんによく似ていると言われる
でも散ぱつをするとお父さんにそっくりと言われる
お父さんとお母さんは似てないのにぼくの顔はふしぎ
だな

下松 公集小学校 6 永広　果奈
算数が苦てな私　それに付き合っていっしょに
勉強してくれた家族！　いまでは算数が一番好きに
なったんだ　ありがとう！

周南 勝間小学校 3 湯木　統也
ぼくとえとが同じお姉ちゃんがいつもギュッと
してくれる。「かわいいかわいい」言うけれど、
たまには「かっこいい」って言ってみて。

山口 附属山口小学校 6 武田　夏子
生まれかわってもお母さんとお父さんの子供で
いたいな。そういったら、みんな泣いていた。
心があったかくなったよ。

山口 良城小学校 3 鹿島　友莉
オムライスを作ったらケチャップかけるの
わたしのやくめ　なんてかこうかな
お手紙みたいなオムライス

宇部 常盤小学校 1 橋本　湊ノ介
おうだんほどうのみまもりたいのひとに
かんしゃをこめてまいにちおはようございます

岩国 河内小学校 2 貴舩　大惺
2年生からはじめたトイレそうじのおてつだい
よごれおとしは、けっこうたのしい
みんながありがとう　ぼくもトイレもうれしいな。

下松 公集小学校 3 山手　夢人
ぼくのいもうとえがおがおまんじゅうみたい
とってもかわいい。

周南 久米小学校 5 稲田　乃愛
家族に言えてたはずのありがとう
大きくなると言いにくくなる
でも感しゃの気持ちは持ってるよ

周南 久米小学校 5 毎田　絢佑

毎朝のごみ捨ては　ぼくの仕事「おはよう！
毎日お手伝いありがとう!」見守り隊の
おじいちゃんのその一言がうれしくて「よし今日もが
んばろう！」心がぽかぽか元気いっぱい

周南 久米小学校 6 田村　航誠
S…すごいね！　D…大丈夫だよ！
G…がんばったね！　S…それいいね！
言われてうれしい『言葉のSDGｓ』

山口 良城小学校 2 原田　夏希
いもうとはいつもみんなをげんきにしてくれる
おとうとはいつもみんなをいやしてくれる
きょうだいがいてうれしいな

山口 附属山口小学校 4 縄田　琉伊
転んだあの子を保健室へ「ありがとう」と
言ってくれたけれど「ありがとう」はぼくの方。だっ
て今日一日良い気分

山口 附属山口小学校 6 大橋　爽真
母の日どうするか迷ってはずかしくていつもは
言えない「ありがとう」の五文字を手紙にしてみた
プレゼントよりも母さんうれしそうだった

宇部 東岐波小学校 1 石田　浩一

おやすみのひははたけのおてつだいたのしいな
おはながさいたらかわいいな　みがなったら
うれしいな ぼくといっしょにおおきく
おおきく　おおきくなあれ
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【小学校の部】

賞 地区 学校名 学年 氏名 作品

宇部 厚南小学校 4 木村　紗那子
はじめてせんそうの本を読んだ
みんなでいる時間が幸せ　みんなで
ごはんをかこんでいる時間が幸せなんだ

宇部 原小学校 5 山本　結唯
ママが残業の日一生けんめい作ったたまごやき
みんなおいしいと言ってくれるけど、
もっとママの味に近づきたいなー

【中学校の部】

賞 地区 学校名 学年 氏名 作品

会長賞 萩 大島中学校 3 長岡　香羽
入院の朝じいちゃんの顔見ず「またね」と
言った　今は写真に「いってきます」
ごめんね笑顔で言えなくて。

岩国 麻里布中学校 2 池田　菜々
3年前、母へ感謝を伝えた私。
とっさに父が「え、俺は？」
「あっ」と言った私に、みんな笑った。

岩国 麻里布中学校 3 嶋田　玲羅
熱のある私の顔にふれた母の手はつめたい
けれど温かい

岩国 麻里布中学校 2 藤本　想大
僕は3兄弟の末っ子だ　おやつも毎日3等分
だけどみんなが1番大きいのを食べさせてくれる。

岩国 麻里布中学校 3 山元　千桜 『もう負けて』2時間続く母とのしりとり

岩国 麻里布中学校 3 川尻　彩実
両親のなれ初め話を聞いてると
自然と顔がほころんだ

岩国 麻里布中学校 3 佐古　真優
姉弟げんか中も着ているパジャマのTシャツは
仲よくおそろい　それを見てほほえむ母

長門 深川中学校 2 中野　倫之祐
そんなこともあるさ、よく頑張ったじゃないか、
何気ない父ちゃんのこんな言葉は僕の一番の心の薬

岩国 麻里布中学校 2 藤中　結愛
久しぶりに玄関をそうじした。きれいになった玄関を
見て家族みんな笑顔になった。
それを見て私は玄関を笑顔の入り口だと思った。

岩国 麻里布中学校 2 松永　友那
いやな時つらい時、家に帰ればホッとする。
家族の力は世界に勝てる。

岩国 麻里布中学校 3 重田　ヒカル
寝坊して　おこしてくれないと思ったら母も寝坊しギ
リギリで　こういうところそっくりだ

岩国
高森みどり

中学校
3 稲田　大翔

音楽の教科書 いまでも載っている有名な歌
家族で歌える 幸せだな

山陽
小野田

高千帆中学校 1 松岡　世名

中学生になって部活が始まった。
部活の終わる時間がおそい。みんなでご飯を食べる事
も少なくなった。でも、うれしいよ、お母さん。夕食
を待っててくれるのは。

防府 富海中学校 1 野村　丞
運動後に襲ってくるすい魔たち
お母さんの「ご飯よー」の合図で逃げていく

長門 深川中学校 2 平瀨　優姫

反抗し、「ごめんね」いえずに、上あがり、泣いてる
私。母が来てそっと私を抱きしめる。
胸の温もり。母の優しさ。星の数ほどのごめんと
数えきれないありがとうに包まれて…。

優良賞

入選

優秀賞

入選



【一般の部】

賞 地区 学校名 学年 氏名 作品

会長賞 周南 秋月小学校 P 中村　美穂
どっちを選ぶ？スマホ画面と子どもの呼び声
あのとき、一緒に遊んでおけば良かったと
後悔のない　今しかない子育てを

宇部 西岐波小学校 P 高野　薫

初詣のおみくじで大吉が出た。帰り道、前を歩いてい
た息子が突然振り返って言った。
「良かったね！ママの病気、治るって！」
そうだね、治るよね、ありがとう。

美祢 大嶺中学校 P 松田　龍信

「早く食べなさい」「勉強もしたのか」
「挨拶しなさい」「早く寝なさい」ふと我に返り、両
親に言われたことを思い返す。
お父さん、お母さん、ありがとう。私も同じことを
言っています。

岩国 岩国中学校 P 益賀　律子
反抗期の我が娘に催促されて入ってみると　きれいな
桜色の湯舟　小さなサプライズに疲れも吹き飛ぶ

宇部 小羽山小学校 P 坂田　倫子

兄弟みんなで着回すお下がり。長男が幼い頃に買った
パジャマを着てはしゃぐ末っ子。
その横でのんびりくつろぐ長男を見て、ふと昔を懐か
しむ。
「あなたもこんなに小さかったんだね」と。

山口 湯田小学校 P 村田　浩
前歩く妻と娘の影ふたつ
同じ長さにおどろく　小5の春

山口 附属山口小学校 P 山田　佳果
母娘の口喧嘩、夫には止められず。
末っ子の５才児に諭されて終息する。
「謝った方が勝ち」だそうです。

山口 附属山口小学校 P 河野　寛子
今日こんなことがあったよ、とわたしがまず先！
いやぼくが‼たくさんお話ありがとう。
顔見て話そう。大事なひととき。

周南 勝間小学校 P 長谷　友美
週末は決まってうわ靴洗いの仕事
小さく手のひらに乗ってたのにな
靴の大きさと比例して　成長の喜びを感じる

周南 菊川中学校 T 有馬　敦子
子巣立ちて送迎の道
助手席にガクラン姿
目に浮かぶ

防府 牟礼小学校 P 岡　倫明

子供と一緒にお風呂に入り、今日一日の学校での出来
事を聞く。
話を聞いたり笑ったり、一緒に考えたり、
お風呂は親子で話す大事な授業。

防府 牟礼小学校 P 木本　瑠奈

慌ただしい朝の中　次々と送り出す
仕事に向かう車中で1人点呼をとる私
「よし！みんな無事に行った」と今日も想う
私のルーティーン

宇部 厚東川中学校 P 蒔田　智恵

部活帰りの車の中で何気なく聞く。
”生まれてきて良かった？”　”うん。”
”母さんも生まれてきて良かった‼”
”あっそう。”素っ気ない彼女の返事に
母はハンドルをギュッと握りしめる。

萩 白水小学校 P 中野　由莉

もみじの葉のようだった娘の手
もうつながなくても大丈夫！と
言われてさみしい親心　成長したなぁと思いつつ
手のぬくもりはいつまでも。
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