
【横浜市教育長賞】

朝比奈小学校 5年 利根川怜音

オレの父ちゃん最強だ。
いなくてもオレのこと
いつも空から見守ってくれている。
だからオレの心も最強だ。

秋葉中学校 3年 小林羽衣
９９才の曾祖母　もう言葉は
少ないけれど　返事はいつも「ありがとね、幸せだよ」
それって素敵な未来像

宮谷小学校 一般 新井早苗
七年の生涯で君が教えてくれたこと。
みんなその命を懸命に生きています。
大切な君の命を次に繋ぐために。

【横浜市PTA創立70周年記念賞】

相武山小学校 3年 宮里来歩
お母さんとたくさんお話が
出来るように、がんばって覚えたよ。
４６個の手話（ことば）

希望ケ丘中学校 一般 井關　玲
息子よ。何を言われようが、いじられようが、
やるべきことは何も変わらん。一歩一歩進め。
父は味方だ。



【横浜市P連会長賞】

桜岡小学校 2年 前原優里

ことばなくしたおばあちゃん
つらいくやしいかわいそう
ぎゅっとだきしめてくれる
わたしのかわらぬおばあちゃん

相武山小学校 2年 細谷りこ
わたしがわらったらいもうとたちもわらった。
そしたらママもわらった。
わらうってしあわせのまほうだ。

小田小学校 2年 千田梁花
べいじゅのおばあちゃんが
せんそうの話をしてくれた。
おばあちゃんがいたからわたしがいる。きせきだね。

洋光台第一小学校 3年 大滝一颯
「もう重いよ」って言われるけどあったかいから
やめられない。おばあちゃんになったら今度は私が
おんぶするね。

大豆戸小学校 4年 諸星天音
ママは笑顔のファクトリー
時々いかりのラプソディー
ママの愛情オールマイティー

東中田小学校 5年 穐利　亮
生きたくない、そう思うことがあるだろう。
でも生きたくても生きられない人がいる。
だから命を大切に。

境木小学校 6年 山口茂恵
目を閉じて、そっと手を合わせる。
おばあちゃん、よく作ってくれたもちもちおはぎ。
今日は私が作ったよ。

鴨居中学校 1年 佐藤　煌

「来週ね。」と挨拶交わしたのに
恩師の亡骸に永遠の別れ
受け入れられぬ想いの中で
教えを胸に奏でる音色

今宿中学校 2年 浅井風香
「明日は絶対行かへんで」
母との喧嘩で落ちこむ私。
今日は参観日。後ろに見えた母の笑顔に私も笑顔。

中田中学校 3年 川村勇太
毎食、盛り方ははんぱない。
お陰で僕は、背が伸びた。
口うるさい母が、やけに小さく感じた日。

秋葉中学校 一般 まっちゃんじいじ
孫といっしょに博物館　向かい合って食べた親子丼
ありふれた、でもかけがえのない夏の思い出

川上小学校 一般 後閑宏明
入学式卒業式きみの未来が訪れたとき
帰らぬ日々を想い
じんわり心がにじんでいく



川井小学校 一般 冨田　玄
「ギューッ、ポン、して」
ケガをするたび手当てをおねだりしてたよね
父の手は今でも待機中です

小田小学校 一般 原野聡子
「行ってらっしゃい」
「行ってきます」見えなくなるまで繰り返す
どうか無事に帰ってきてね

入船小学校 一般 はらペコ三兄弟

たまには一緒にお買い物
「持ってあげる」と母の袋
たくましい背中の我が息子
ご褒美のチュウは拒まれる

【奨励賞】

東小学校 1年 千田舞桜
かぞくといると、たのしい
きもち、あたたかいきもち
ずっと、ずっといっしょにいたい。

平戸台小学校 1年 小野結羽希
おとうとがかわいくてかわいくて
みずをこぼしてもかわいい
わたしはおこれない

二つ橋小学校 2年 麻績匡隆
そつぎょうしたお兄ちゃん
いつもこまっている時にたすけてくれたね
うれしかったよありがとう

桜岡小学校 4年 林七南未
病気のおじいちゃん
私の笑顔がお薬になるといいな
ドクターまごの処方だよ

日限山小学校 4年 小原澤玲奈

今年弟が生まれたよ。
小さな手で、私の小指を
ギュっとにぎった日。
ずっと、ぜったい忘れないよ。

並木第一小学校 5年 諸橋剣斗
がんばれとぼくは言う
がんばれがダメな時もある
それでいいんだよ、おばあちゃん

四季の森小学校 6年 蛭田真白
毎日お兄ちゃんと二人部屋。
今日はさみしい１人部屋。
強がったけどやっぱりダメだ「お母さーん」



四季の森小学校 6年 青羽　隼
一緒に住んでいた
祖母が亡くなった
お父さんの涙をはじめて見た。ぼくも悲しかった。

東山田中学校 2年 下方唯緒

ケンカしたまま寝た夜
翌日渡された母の弁当が
いつもより美味しく感じた
「今日こそ弁当箱洗おう」

泉が丘中学校 3年 レイ
君という「ひとつの命」
くずかごに捨てないで
気づかないほど近くで、君を探す誰かがいる

岩井原中学校 3年 竹並美智
ほらまただ。お母さん、私より先に泣かないで。
私の悔し涙が引っ込んじゃう。
そして最後は２人で爆笑。

港南台ひの
特別支援学校

一般 口石由吏江
自閉症であっても、なくても、
貴方は貴方のままでいい。
そのままの貴方を、母は眩しく見守っています。

鶴ケ峯中学校 一般 マミー

夢に向かって進む背中に
かける言葉なんて何もない
だって大きな羽がみえるから。
まぶしい君は大丈夫。

南太田小学校 一般 定岡友香

甘えるのが当たり前だったのに
だんだんと親離れをはじめる君。
その手が離れる日まで
今日も母は頑張るよ

東中田小学校 一般 今別府尚美
「ママ、大好き」
大きくなってもしっかりと
愛情表現してくれるあなたのことが母はもっと大好き



【佳　作】

南山田小学校 1年 篠原和央
おかあさん
まいにちぎゅうして
うれしいな

牛久保小学校 1年 ふるかわかほ
おとうとは、
たまに、なまいき
だけど、だいすき

小田小学校 1年 つのだここ
もう１ねんせいだからひとりでねれるけど、
やっぱりまだままといっしょに
ねたいからそばにいてね。

東中田小学校 1年 とおやまそら
おかあさんのおなかにいるあかちゃん。
やさしいおにいちゃんになるから、はやくあいたい
なぁ。

北山田小学校 1年 渥美希々花
ママは、しごとがいっぱい、おおいそがし。
なにかごほうびあげたいな。

東中田小学校 1年 小寺　梛
おとうとがうまれてからまいにちすごくたのしい。
テレビをみるよりずっとずっとたのしい。

相武山小学校 1年 いせここは

わたしのみらい
かがやけみらい
へいわなみらいは、
みんなのたからもの。

さちが丘小学校 1年 今村　遊
サッカーのおくりむかえありがとう。
しょうらい、ぼくが、おかえしするね。

原小学校 1年 佐藤夏希

おやすみまたあしたね
いいゆめみてねきょうもたのしかったね
あいしてるよ
これがかぞくのおやすみなさい

東中田小学校 1年 川原康暉

はじめてのがっこう
いつもどきどき
でも、ねえねえがいると
あんしんするよ

洋光台第一小学校 1年 鈴木ゆき
どこにいても
お互いを一番大切に思う気持ち。
それがあるのが家族なんだ。

倉田小学校 2年 りくべー
ねる前はママがぎゅうとしてくれる
するとね　あったかくなる
あしたもまたがんばれる



豊岡小学校 2年 伊藤愛華
おとうとがうまれた。
いっぱいなくけどかわいい。
学校からかえったらあそんであげるから、まっててね。

原小学校 2年 松浦珠花
パパに会えた夏休み
うれしかったけど
ずっといっしょがいいな

さわの里小学校 2年 下舘優希
やだ、やりたくないとにげたぼく。
しゅじゅつしつまでママのつよいだっこで
ぼくはこわくてもがんばった

原小学校 2年 田村陽菜乃
大きいとか小さいとか、高いとかひくいとか、
かんけいない。みんな、同じいのち。

東汲沢小学校 2年 佐々木奏輔
せんそうは、かなしい。
なんでなくならないのかな。
いのちが一番大切だってわすれないと思うのに。

桜岡小学校 2年 田中紳慈
ぼくたちのみらいのためにわけるんだ
ペットボトルとびんやかん

笹野台小学校 2年 樋口秀佳
さよならするのはさみしいけれど、
これからもずっとゆめのなかであえるから
大好きっていっぱいいうね

南山田小学校 3年 浦野湊斗
小さいからってなめんなよ。
見せてやる、
いつかパパの前で場外ホームラン。

原小学校 3年 福井大翔

ひいおばあちゃんは９６才。
せんそうの時に生きていた。
来年は東京オリンピック。
いっしょに見に行こうね。

中和田小学校 3年 方波見梨央
わらってないておこられて
家族のきずなができてゆく
いつもやさしさありがとう

東中田小学校 3年 青木大悟
１０年後のぼくへ、
自分が大好きなことを、
もっとがんばっていてくれ

東中田小学校 3年 須田珠羽

じいちゃんはなんども
同じことを言う
なんどもこたえれば
いいと思う。

東中田小学校 3年 中島花音
わたしが世界で二番目にすきなのは、自分。
わたしが一番すきなのは、わたしを一番すきなママ。



桜岡小学校 3年 ココアン
ありがとう
その一言で
心がかよう

東中田小学校 3年 渡邊　心
つかれても
家のお手つだいがんばるよ
お母さんよろこぶから。

中和田小学校 3年 北村奈桜
ごみ拾い
みらいの子どもの
ためにする

原小学校 3年 地主実來
ママのお腹から新しい命。弟と私で赤ちゃん取り合い。
それほどかわいいね。赤ちゃんは。

相武山小学校 3年 辻本颯一郎
弟と喧嘩した日も
二だんベッドの下で仲なおり
二人でごめんね　おやすみなさい

東中田小学校 4年 栁江陽仁
命とは
一人に一つの
たからだよ

下野谷小学校 4年 太田來良
初めてのママの入院
とてもさみしかったけど
毎日夢でいっしょだったよ

日限山小学校 4年 小原澤莉奈
ずっと神社で「赤ちゃんが生まれますように。」と
願ってたら今年弟が生まれたよ。
母さん、神様ありがとう。

東小学校 4年 丸山颯大
ぼくの大好きな時間
ふとんでねる前のお話タイム。体があったまる。
心はもっとあったまる。

東中田小学校 4年 石井　葵
うれしい日、かなしい日、どんな時も家族は
わたしのおうえんだん

原小学校 4年 濱田みなみ
大切な家族の愛犬ショコラ。年をとり、
出来ない事がふえてきた。私がしてあげたいこと事が
ふえてきた。

大豆戸小学校 4年 諸星天音
ママとハグ
元気がチャージ
充電器

東中田小学校 4年 神谷春花
お母さんが元気に生んでくれた。
そんな命を大事にします。



東中田小学校 4年 秋庭かのん
わたしの妹
どんなになまいきでも
やっぱり大切なかわいい妹

東中田小学校 4年 渡辺佳也
ぼくがおちこむと　頭をなでてくれるやさしい家族
するとぼくは前をむける

原小学校 4年 もちもちだいふく 命はね、お母さんお父さんからの、プレゼント

東中田小学校 4年 よっぴぃ
生まれたよ
赤ちゃんが、
どんな子なんだ楽しみだ

東小学校 5年 太田夏那斗
インフルで
熱よりあつい
家族の愛

境木小学校 5年 レンジでチン
親孝行
みらいの自分
わすれんな

中和田小学校 5年 せっちー

日曜日家族で食べた
夜ごはん
お父さんがいるから
いつもよりおいしい

桜岡小学校 5年 遠矢　奏
妹が笑顔になる
みんなが笑顔になる
家が笑顔でつつまれる

芹が谷南小学校 5年 御船月雫
捨て猫だった君は
今では私の大切な家族
かけがえのない宝物だよ

境木小学校 5年 岩崎美琴
卒業式
あなたをおくる
みらいへと

並木中央小学校 5年 飯田優愛
大丈夫
母の言葉が
私のお守り

東中田小学校 5年 米持沙優
大きくなってもいつになっても見る、家族写真。
悲しい時おこっている時、見ると安心する家族写真

東中田小学校 5年 奥津咲季
どんなに悲しい、つらい事があっても、
家に帰れば「おかえりなさい」が
待っている



上大岡小学校 5年 三井遼大
自分のみらいは自分で作る
作ったみらいを人とつなぐ
そうして新しいみらいができてゆく

原小学校 6年 石川美菜
お母さんが退院
今夜からはぐっすり眠れる
また「川」の字復活‼

富士見台小学校 6年 竹並智咲

「絶対に大丈夫だから。」
ほらやっぱり大丈夫だった。
お母さんは何でもお見通しだね。
大丈夫は魔法の言葉。

原小学校 6年 中村琥太郎
おかあさんおこらないでくれてありがとう。
でも怒られ続け気づいたよ。怒ってくれて有り難う。

東中田小学校 6年 宮田爽良
弟の笑顔が
オレの一番の
宝物

汐見台小学校 6年 小林千紗
君が泣いたり悩んだりしていたら、
私が必ず助けてあげる。だって君は大切な弟だから。

小田小学校 6年 入江若奈
生まれたときからずっとライバル
生まれたときからいつも大親友
双子に生まれて本当に良かった

小田小学校 6年 大塚菜々陽
どんなに大きくなったって
ママのにおいが
一番の薬

原小学校 6年 松浦琉成

お父さん
単身ふ任で日本いない
一人でがんばる
お母さん

並木中央小学校 6年 わか
出かけるときはいつも母が気をつけてと言ってくれる
今日も元気に帰ってくるよ

東中田小学校 6年 長谷川心海

命について考えてみた。
誕生の奇跡。
今年は誕生日に
「ありがとう」を伝えよう。

小田小学校 6年 柴﨑史羽
つらい時。今がんばればイヤなことも
乗り越えられると信じよう。
あの時乗り越えられたから今の自分がある。

相武山小学校 6年 まお
人は「みらい」は見えない
つくることはできる
努力を積み重ねることが大事



上菅田小学校 6年 太田雄也
僕が未来に届けたいもの。
美しい海、きれいな空気、たくさんの自然。
こんなもの届けたい。

東中田小学校 6年 下村晴哉
「だいきらい」
　でも結局仲良し
　我が兄弟

瀬戸ケ谷小学校 6年 長谷川莉花
どんなに短い命でも
どんなに小さい命でも
どんな命でもみぃんな命

義務教育学校
西金沢学園

7年 岡田紗弥

家族の周りはいつも笑顔
だから泣かない？
いや泣いたっていいじゃない
また笑える場所があるから

希望ケ丘中学校 2年 井關千瑶

私が遅く帰ってきたとき
寝るまで起きていてくれる
温かいご飯を並べてくれる
「ありがとう」

日限山中学校 2年 黒澤優太

命って何色？命って何ｃｍ？
その答えが分かるまで
僕は命を大切に一生懸命生きる。
一生に一度の宿題だ。

希望ケ丘中学校 2年 井關千瑶

私の道は曲がっている
折れているところもある
でも、その道を歩こう
未来に向かって歩こう

秋葉中学校 3年 小林羽衣

夏休み塾で勉強していたら
妹がおやつを届けてくれ
た　受験ではりつめた心が
ふっとやわらぐ

希望ケ丘中学校 一般 井關　玲
あなたが生まれてきた
ただそれだけで
私の誇り

東中田小学校 一般 今別府尚美
「ママ、私のことどのくらい好き？」
はい、安心してね　あなたの成長と共に
愛情増し増しです。

東中田小学校 一般 今別府尚美
信じよう
我が娘の元気と勇気と頑張る力
そして幸せを感じる力

矢向小学校 一般 須田庭子
弱った魚に生餌をあげた。
兄は助かった魚に、弟は食べられた生餌に涙した。
私は二人の心に涙した。

日限山小学校 一般 松浦典子
のびろのびろ　ぐるぐる迷って
みらいに咲く　朝顔には支柱　子どもには親
凜と待つのみ



川上小学校 一般 後閑宏明

おだやかな
やさしいかお
おへそをだしてばんざいして
スヤスヤゆめをおよいでいるのね

汲沢小学校
汲沢中学校

一般 板橋千浪
忙しいって言い訳しない　時間は自分で作るもの
家族が支えてくれるから　今日も仕事に行ってきます


