
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 美祢 大嶺小学校 5年 寺脇　美空

できるだけ言わない３D『でも』『だって』『どう
せ』
どんどん言おう３D『どうもありがとう』『だいじょ
うぶ?』『だいすき！！』

下松 公集小学校 3年 曽我　采音
ほおをさわるとやさしくほほえんでくれる
しゃべれないけれどわたしたちをいやしてくれる兄
わが家にはかかせない家ぞくの一いん

岩国 灘小学校 5年 卜部　優矢
人からは似てると言われる
ぼくと父　びっくりするけど　ちょっとうれしい

山口 上郷小学校 1年 三分一　真央

ながれぼしをみたよ　そろばんじょうずになります
ようにってねがったけれど。
おとうとのめがなおるようにっておねがいすればよ
かったな。

下松 下松小学校 4年 三好　未亜子
わが家のぎょうざ。　みんなでつつむ。
あいのつまった幸せの味。

下松 公集小学校 2年 岡村　亘泰

ぼくがあらったおふろで
「きもちいいな　ありがとうと」お父さん
うれしくてまたピカピカに
あしたもおしごとがんばって

周南 須磨小学校 2年 一色　優音 ばあちゃんと　一しょにべんきょう　うれしいな

山口 上郷小学校 6年 岡田　陸哉
口うるさい母だけど　いつもいるから
安心できる

山口 上郷小学校 6年 巻　祈李
家族が揃う週末の夜、お父さんがレストラン開店！
「満員御礼・おかわり自由」

阿武 福賀小学校 2年 小野　俊介
「ねぇおかあさん。」　ぼくは一生のうちで
このことばを一ばんたくさん言うだろう。

熊毛 田布施西小学校 4年 岡　咲哉
おひがんに家族みんなで菊そえて、
おじいちゃんのあたたかいひざを思い出すぼく。

宇部 厚南小学校 4年 喜久田　圭輝

母さんが笑うと僕はうれしい、母さんが泣くと
僕は悲しい
母さんがおこるとぼくはつらくて苦しい
気持ちになる。
でも、もしかして母さんも僕と同じ気持ちなのか
なぁ。

周南 戸田小学校 4年 佐伯　唯笑 計算と　おなやみ相談　風呂の中

防府 佐波小学校 2年 伊達　萌々子
ありがとう。お母さんからの一ばんすきな
ことばだよ。

萩 佐々並小学校 1年 青水　南予

ねるとき、おかあさんとおやすみなさいの（タッ
チ）をするよ。
「きょうもよくがんばったね」
「またあしたも　がんばるよ」

周南 岐山小学校 2年 卜部　陽久
4人姉弟のぼくたちが　１つずつ手伝えば４つ
２つずつ手伝えば８つ
お母さんはたすかる

優良賞

平成27年度「三行詩」コンクール 審査結果

優秀賞

入　選



【中学校の部】
賞 地区 学校名 学年 氏　名 作　　品

会長賞 宇部 上宇部中学校 2年 平岩　竜海 腹へった　ただいまの変わりの　照れかくし

岩国
高森みどり

中学校
3年 田村　好汰朗

わが家には　やっぱり母は　欠かせない
うるさいけど　それでいい

宇部 上宇部中学校 2年 水津　圭介
いってらっしゃいと　毎朝外までついてくる
はずかしいけどありがとう

岩国
高森みどり

中学校
1年 ソリアノ　彩美

悩み事　誰でもあるよ　内に秘め　顔見てわかる
かあさん　すごい

岩国
高森みどり

中学校
1年 木村　侑平

思いっきり文句が言える　家族がいる
ぼくは実は　幸せだ。

岩国 灘中学校 1年 田中　花歩
「ありがとう」笑顔になれる　魔法の言葉
感謝の気持ちは言葉で伝える

周南 桜田中学校 2年 中村　瑠依
「いってきます」家族とかわすその一言が
今日、１日のスタートライン

岩国 灘中学校 1年 坂本　真由
ねぇねぇねぇ　こんないいことあったんよ
今日の出来事　家族と会話

岩国
高森みどり

中学校
2年 藤田　桃香

弟と　わたしの話をいっぺんに　聞く父母は
聖徳太子

岩国
高森みどり

中学校
3年 武田　栞奈 同じ癖　みつけて　母娘で　大笑い

岩国 灘中学校 1年 相川　歩里
おはようと笑顔で　始まる1日が
家族みんなのエネルギー

岩国
高森みどり

中学校
1年 岡原　愛留

親は最高のカウンセラーだ。
いろんな不安を話してみよう。
きっとあなたの力になる。

宇部 上宇部中学校 2年 高瀬　空夜 手伝うよ　そのひとことで　笑顔咲く

岩国
高森みどり

中学校
2年 松長　実咲

私の命や夢や明日があるのは
いつも愛して支えてくれる
”かぞく”がいるからなんだね

岩国
高森みどり

中学校
3年 山地　由姫奈

ふだんはちゃんと言えないけれど
部活の日に作ってくれるお母さん手作り弁当は
食べるだけで　やる気が出るくらい。
私の元気の源なんよ。

岩国 灘中学校 1年 小野本　華
家族がいるから私がいる
大切にします　この命

入　選
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優良賞



【一般の部】
賞 地区 学校名 氏　名 作　　品

会長賞 山口 阿知須小学校 P 藤村　緑
母がやってできたこと、私もすべてやってみよう。
母にはできなかったこと、
私はチャレンジしてみよう。

防府 佐波小学校 P 松浦　美奈子

「あのね、母さん、ねえねえ聞いて！」
息子たちの母さんコール。その声に、ぐったりする
日もあるけれど、
あと何年聞けるかな？
四兄弟からの幸せコール。

萩 多磨小学校 P 山本　知恵
登校時 ランドセルが見えなくなるまで手を振るよ
気をつけてねと願いを込めて・・・

岩国 東小学校 P 国広　昌代
朝食を　食べずに出るの？気になるな～
食べてくれると　ホッとする　今日も一日心から
元気な帰りを待ってるよ。

光 上島田小学校 P 杉本　陽子
毎朝ちがう　おはようで
お母さんにはわかるよ
家族の今

防府 佐波小学校 P 佐鹿　美由紀
「あー疲れた」と布団に入る。
隣に眠る息子がふと目を覚まし微笑みくれた。
「明日も頑張る」に変わり　終わる１日。

山口 附属山口小学校 P 津田　佐知子

嬉しさは　話して　２倍に、
ツラさは　話して半分に。
子どもの気持ちを受け止める 大きな母になりたい。
子どもが安心して話ができる 家庭をつくりたい。

山口 良城小学校 P 溝上　恵子
わが子への視点の角度を変えてみた
長所も短所も　再発見

防府 佐波小学校 P 松本　利恵

『いただきます』には『はい。めしあがれ』
『ごちそうさま』には『よく食べました』
『いってきます』には『気をつけて』
あたり前だけど、言葉は家族のきずなだね。
『おやすみなさい』には『今日も１日ありがとう』

萩 川上中学校 P 溝部　真有美
年の離れた第３子　老体にムチ打ち
子育て　もう一度やり直し　どの子にとっても
たった一人の　お母さん

防府 中関小学校 P 藤井　有紀
ギュー抱っこ、頭なでなで、ハイタッチ、
育ちに合わせ、スキンシップも使い分け

防府 松崎小学校 P 西村　美紀

言葉で伝えて　スッキリ。
耳を傾けて　フムフム。
話し合って、分かり合ってニッコリ。
それが我が家。

山口 附属山口小学校 P 藤本　紀恵 だきしめてこころのじゅうでん　まんたんに

萩 むつみ小学校 P 岩本　由美子

君が５才の時
仏壇の水子に「元気」と名前をつけた
君は「元気にいちゃん」と呼び、
うちは４人家族と言った。ありがとう

下松 下松小学校 P 中村　友美
５人家族。笑い多いが物多い。
整理得意な妻私。整理得意な我が夫。あら不思議!?
それでも家は片付かない。

宇部 藤山小学校 P 藤永　紀子

無理に　何でも話さなくていいよ。
だけど困った事や悲しい事は相談してね。
何があっても親はあなたの味方だよ。
楽しい事や嬉しい事は家族みんなに教えてね。
一緒に笑顔でお話ししましょう。
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