
【教育長賞】
賞 作品 学校名 学年 氏名(ペンネーム)

がんばれではなく、がんばったね。という私の家族。
家族の言葉は私のお守り。

原小 5 濱田 みなみ

反抗期の　ぼくを見上げる　二歳児の　無垢な瞳が
心を揺さぶる

軽井沢中 2 浦﨑 雅之助

抱きしめてすきよと言えた日々は過ぎ、せめて君の
好物つくる。想いよ伝われハンバーグ

南小 一般 小泉 智子

【会長賞】
賞 作品 学校名 学年 氏名(ペンネーム)

ままが「ぎゅう」とだきしめてくれると
からだとこころがあたたまる
わたしのさいこうのごほうび

相武山小 1 佐々木　結衣

わたしがかいたえをママはいつも「たからものだよ」って
いってくれる。うちはたからものでいっぱいだ。

原小 1 にれい　さくら

晴れ ときどき胸がキュッ お空のお兄ちゃん 笹野台小 2 石井　仁和

家ぞく四人でねる三まいのふとん。
せまくてねぐるしい時もあるけど、やっぱりおちつくぼくのばしょ

みたけ台小 2 中山　玲音

「命だけは、しっかり持って帰ってきてね。」と
母とのやくそくなんだ。だから私は、命を大切にする。

八景小 3 髙橋　紗寧

いつも優しいおばあちゃん
ママ曰く、昔鬼ババ今菩薩
ママも菩薩になるかしら？

大豆戸小 5 諸星　天音

子育ては楽しさ２割、心配８割。 母の口癖だ。
 心配ばかりでごめん。 いつも本当にありがとう。

東中田小 6 田口 　杏夢

母は、私の成長を
嬉しいけど淋しいと言う。
大丈夫、
絆も一緒に成長してるよ。

中田中 1 長谷川　心海

学校に行けないなんて考えもしなかった。 
辛かったけどパパと話す時間は増えた。
 あの話はママには内緒ね。

上菅田
特別支援
中学部

1 黒野　小春

今日の夕飯どうしよう
高校受験どうしよう
2人で悩むこの時間
なぜだかなぜだか楽しいよ

東山田中 3 小嶋　涼香

未熟児からスタートし12年。
遠回りばかりしてきたね。
沢山教えてくれる君に、ありがとう。
母はもう泣かない。

八景小 一般 お肉大好き。

会長賞

教育長賞



登校時に、私の手を力強く握り締める小さな娘の手、
いつか自分から離す時がくるまで、ぎゅっと握り返すよ。

本郷台小 一般 かなちん

朝顔の伸びゆく蔓は我が息子。鮮やかに大輪の花、
我が娘。母はどんな風雨も耐える強い支柱でありたい。

日限山中 一般 黒澤千晴

大会ほぼ中止。大きく飛ぶには大きくしゃがもう。
今の自分がいて未来の自分が出来る。
腐らずあせらず前へ。

鶴ケ峯中 一般 ミラクルおばはん

息子は走る。気付けぱ私のずっと先を。でも、それでいい。
母など置いて、真っ直ぐ真っ直ぐ走って行け。

港南台ひの
特別支援

一般 口石　由吏江

【奨励賞】
賞 作品 学校名 学年 氏名(ペンネーム)

たくまはかみをのばしたい。だけどわらうひとがいる。ﾟ
みんながすきなことができるみらいにしたい。

南小 1 こいずみ　たくま

ひいおじいちゃんは、ひろしまげんばくの一日まえに
ひろしまを出たからぼくはここに生きてる。きせきだ。

相武山小 2 長田　大和

父と母　仲がいいよ
すてきだな
わたしも入れて
まん中に

相武山小 3 リーフ

お母さんに、にているね。
そうかなぁ。どこがにているかなぁ。じっくり見てみた。
太ももがにていた。

庄戸小 3 前田　想悟

弟は大きな病を抱えている。それでも毎日頑張って
生きている。はげまされているのは弟ではなく自分だった。

三ツ沢小 6 渡邊　有理沙

僕をだれかが嫌っても、
僕を信じ、愛してくれる人もいる、それに気づいたら
生きるしかないじゃん。

相武山小 6 伊藤　優汰

じいじとばあばから届いた箱、 米、野菜、手作りマスク。
荷物より重い愛が詰まってた。

西柴小 6 ウイフ　正士

もう声届くことの無い大好きな人　後から知った私への
思い　気持ちが涙と共に溢れて止まらなかった

南戸塚中 1 中村　優花

いもうとが きっと空から みてくれる
上菅田

特別支援
中学部

1 空久保　陽帆

「懐かしいね」あの秋景色はあと何回何十回　
皆で眺められるだろう

大鳥中 3 木村　由依

自粛期間　見つめ直した　道の先　希望に満ちた　
道の途中

大鳥中 3 りんご

「朝だよ」と母の声で起きること　
目覚ましよりうるさいけれどいつもありがとう。

大鳥中 3 若泉　佑妃

会長賞

奨励賞



泣いて登校一年生 泣いてた君は励ます六年生 
大きくなったねとうしろ姿見送る

宮谷小 一般 サンタさん

母が毎日くれた魔法の言葉。 「今日も可愛い！あなたが
一番」 今度は私が、子どもたちにかける番。

若葉台小 一般 小野　麻里奈

寝室のママの隣は争奪戦。
気付くと上下左右に愛しい寝顔。寝苦しさも忘れ、
一日でも長く続く様願う夜。

品濃小 一般 宗形　涼子

会うたび子供のようになっていく母だけど、
帰りぎわ私の手をにぎり、微笑む母が愛おしい

南戸塚中 一般 中津川　幸恵

【佳　作】
賞 作品 学校名 学年 氏名(ペンネーム)

にじはいろんないろ。かぞくもいろんないろ。
りこんしてもパパとかーちゃん、さんかんびいっしょだよ。

南小 1 こいずみ　たくま

ながさきのじいじ、しずおかのじいじ、
ばあばにはやくあいたいな。
もうすこしがまんだ。

芹が谷南小 1 小泉　蒼空

いもうとがおおきくなった うれしいことがふえたよ 
ぎゅうっとしたら あたたかかった

富士見台小 1 りょう

わたしのかぞくはあったかかぞく　いっしょにいると
しあわせあんしん　心がぽかぽかほっとする

不動丸小 1 田中　和美

たのしいな。かぞくやともだちとたべるごはん。
まいにち、まいにちこれからもつづいてほしいな。

北綱島小 1 一瀬　史佳

「いってらっしゃい」
みえなくなるまで
てをふるよ。
きょうも一日がんばろう。

谷本小 1 竹内　結理

かなしいな　さみしいな
またあいたいな
てんごくのおばあちゃん

庄戸小 1 たかの　めい

かぞくにギューッしてもらうとかなしいことが、
にこにこになる。

東中田小 1 嶋﨑　由莉

お母さんが作ったりょうりをのこさずたべる。 
お母さんは、よころぶ。 それを見たぼくも、よろこぶ。

馬場小 2 そーま

じいじ、ばあば、会えないけどパソコンでお話しできて
うれしいよ。 つかいかたじょうずになったね。

西柴小 2 ウイフ　愛子

お父さんににている目
おかあさんににているはな
二つあわせてぼくはぼく
みーんなつながっている。

東中田小 2 北川　陽太

わたしのかぞく。5人かぞく。けんかもたくさんするけれど、
大すき。毎日おやすみなさいを言えるしあわせ。

東中田小 2 はなちゃん

奨励賞

佳　作



あれもこれもそれもアレルギー 朝も昼も夜も
スペシャルメニューを作ってくれるから 
今日も無事に生きてます

笹野台小 3 樋口　秀佳

今は風にのれないけれど、夢を持ちながら
冒険の旅に出かけよう。ボクは今を強く生きる。
未来のために。

都岡小 3 まなっくす

未来の事はだれも知らないけれど
知らないからこそ
ドキドキなんだ。

小田小 3 阿久津　香穂

今年会えなかった三重のおじいちゃんおばあちゃん
あと何回会えるのかな…
ずっとずっと長生きしてね

小田小 3 中田　ゆづ

百才になったひいばあちゃん
今は会えないけれど
はやくいっしょにケーキ食べたいね

小田小 3 田村　颯大

未来はすごい、何でもできる 未来はすごい、何でも作れる 
手術ロボットを作って沢山の人を助けたい

戸塚小 3 瀬戸山　正純

パイロット、そう理大じん　本の作家、おいしゃさん。
そうぞうしたら楽しいな。私のみらいはゆめいっぱい。

小菅ケ谷小 3 川岸　咲茉

小さくてやんちゃでよく食べて 呼ぶとこっちを向く 
足が温かい、新しいわたしの家族

庄戸小 3 内田　灯

早くみたいな
マスクにかくれた友だちのえ顔が
わたしのしあわせだから

原小 3 みう

たく山関われば家族のきずなは深まる。
関わらなければあさいまま。 
家族のきずなは自分だけでは作れない。

新鶴見小 4 翔馬

会いに行けない夏だけど 特別な夏になるように 
お手紙たくさん書くからね

神奈川小 4 ハナ

おはようやありがとう
その一言を当たり前と思えることは
命があるからできること

桜岡小 4 篠田　杏

会話はないけど、私の好きな物、いつもおいてくれている。あ
りがとうっていつも思っているよお父さん。

洋光台第一小 4 大滝　一颯

あいたいよ
じいじはぼくを
見守ってる

小菅ケ谷小 4 ひろっち・Ｉ

みんないる
父、母、妹
ほっとする

東中田小 4 佐久間　優心

未来は自分で作るもの 命は自分の宝物 
家族のきずなはぜったいにほどけないリボン

新橋小 4 ゆなっちろう

家族は輪っかみたい。 だって、つながっているから。 
どんな時でもつながっている気がする。

馬場小 5 伊東　夢叶子

佳　作



ねぇね、ハッピーってかなしいことを支えてくれるよね　
小さな弟に大切なことを教わった

桜岡小 5 林　七南来

タッタッタ　次へ次へと渡されていく未来のバトン　
初めにふみ出した勇気の一歩が未来への扉につながる

鶴ケ峯小 5 なにわ女子

手紙を書いたよ。未来の自分あてに書いたよ。
未来の自分は何をしているかな。返事が楽しみだ。

並木第一小 5 木村　夏帆

おばあちゃん　この前夢を見たよ　いつもやさしかったことを
また思い出した　ありがとう！！

小田小 5 千田　絆菜

私のママは世界一！
親バカならぬ娘バカ

大豆戸小 5 諸星　天音

じいじのスマホの待受画面
いつも従兄弟と争奪戦
イケメンよりも
効果てきめん満面笑顔

大豆戸小 5 諸星　天音

ママの絶品カレーライス！
ここは地上のパラダイス？
私はずっーと、ママ愛す！

大豆戸小 5 諸星　天音

十一年間いつもとなり
いつものね顔の犬、きなこ
もう起きることは無い

谷本小 5 A

あるけあるけみらいの道をあるくんだ　あるけあるけ
自分のみらいはすぐそばに　あるけあるけあるくんだ

谷本小 5 松尾　瑠哉

未来からにげたら未来もにげる。未来に一歩ずつ
ちかずくと未来もちかずいてくる。人はそうやって成長する。

谷本小 5 長津　日奈

私が今行きたいのはみんなで楽しく遊べるみらい
私が今望むのはみんなが笑って過ごせるみらい

谷本小 5 𠮷浜　優

せみがみんみんないている
くさがかぜでゆれている
ああいきてるなぁ

谷本小 5 すらいむ

母の手が
体にふれる
暖かい

品濃小 5 佐藤　麻由

弟のほっぺたとっても気持ちが良いよ。 
寝ている時にいつもこっそりスリスリしてる。

東中田小 5 川原　伊織

ぼくが泣いていた時、
飼っている猫が「ニャー」とぼくに言った。
「大丈夫」と聞こえた

東中田小 5 渡辺　真平

「それとって」「いいよ」
今日は私の出番。毎日、お仕事頑張っているお父さん
　いつものビールはいどうぞ

東中田小 5 片塰　美乃里

ぼくのそばにいてくれる母さん　いつもいつも
めんどくさいけどついてきてくれる　それが母さん

東中田小 5 えび名　夏向

佳　作



気持ちはおちても
命はおとさない
命はたった一つだけだから

東中田小 5 渡辺　佳也

ほっとする
リモート電話の
祖母の声

東中田小 5 斉藤　理乃

命はね
協力して生まれたよ
みんなのぬくもり集まって一つの命生まれたよ。

みなとみらい
本町小

6 てん空

遠い未来だったのに
あっという間に過去になる
今はいずれ過去になる
だから今を大切に

みなとみらい
本町小

6 やかん

つらい事があっても
楽しい事があっても
一番身近にある家族のきずな

瀬戸ケ谷小 6 小冷　紗來

「未来」は誰も知らない だから変えられる 「未来」の為に 
「今」動き出そう

瀬戸ケ谷小 6 千葉　穂

お姉ちゃんいつもありがとう　こんな私だけどこれからも
よろしくね　お姉ちゃんの顔が少し赤くなった

朝比奈小 6 臼井　夢乃

あまがえる　えさの生き物合わなくて
命を守ってにがしたよ
別れの時に　ぼくを見つめた　あまがえる

小田小 6 石田　源拓

おれの家族は生年月日に7がつく。みんながこれを
ラッキーセブンっていうけど、おれには超ハッピーセブンだ。

朝比奈小 6 利根川　怜音

朝一家族で体温測定
みんなで平熱一安心
コロナをみんなで乗りこえよう

東汲沢小 6 ナル

あなたは大切にされている
みんなあなたを信じている
なぜならあなたが
未来だから

東中田小 6 青木　大空

赤ちゃんは
とても小さい
けれど宇宙よりも大きな未来がある。

原小 6 二川　凜音

短い夏休み。 だけど家族の思い出は、 
そこにぎゅっとつまってる。

鶴見中 1 阿部　睦

バスケノート 未来につながれ 私へのエール 原中 1 前田　葵結

夏休み中の祖母のご馳走 会いたい分だけコロナが
にくい ずっと元気でいてほしい

鶴見中 2 三井　大知

ありがとう　母に言えない　この気持ち 大鳥中 3 宮川　瑠惟

「ただいま」と　その一言に　ほっとする　またいつか　
笑顔見て話す　日が来るか

大鳥中 3 平畑　倫子

佳　作



いつもより　おうち時間が　増えてきて　家族のきずな
海より深い

大鳥中 3 新川　未来

ステキな家族と　ステイホームで　キモチウォーム 大鳥中 3 志鳥　隼也

今、どんなに周りが見えなくても生きろ。逃げるな。
絶対に諦めるな。だって未来は、わからないじゃん。

鶴ケ峯中 3 小倉 莉恩

命は、一人一人違う意味を持つ。だけど、
何かの代わりにならないのは皆一緒。だから、
大事にしないと。

義務教育学校
西金沢学園

9 永田 煌

75年前の暑い日も 青く広がるこの空を見ていたのかな 
この手いっぱいの幸せを

南戸塚中 3 古俣　遥香

新一年生の娘　日課は鉛筆削り 鉛筆短くなるたびに　
子供はどんどん成長してる 頑張りを母は見ているよ

宮谷小 一般 熊田　亜矢子

トントントン。昔は母が食事を作る音。今は杖をつく音に
変わった。これからは私が母の杖になりたい。

相武山小 一般 中谷　正代

いつも怒ってばかりの私。でも家族を想う気持ちは世界一。
いつかこの気持ち、伝わりますように。

相武山小 一般 細谷　わかな

「ママのばか！」 人生６年最強の怒り顔  でもね、
それを笑えちゃうのが母なのじゃ！ 大きくなったね

若葉台小 一般 久保　哉子

お腹に宿った小さな命。かけがえない笑顔に日々
元気強さもらっています。母にしてくれて、ありがとう。

さちが丘小 一般 シュレック

 「今は志望校　春には母校になるよ」と　
中三娘と話す　未来予想

汲沢中 一般 板橋　千波

迎え火焚いたら飛んできた きれいな色のアゲハ蝶
おじいちゃん、おかえりなさい！

川上小 一般 野頭　保子 

「行ってらっしゃい」 「気をつけてね」 見えないけれど
家族を守る魔法のベール

新橋小 一般 あき

あなたとともに１３年。 弱虫で泣いてばかりの母だけど、 
あなたにお母さんって呼ばれて幸せよ。

上菅田
特別支援

一般 ゆうやママ

佳　作


