
横浜市教育長賞
賞 作 品 学校名 学年 氏名

「私、反抗期なの！」
「ママは更年期です！」
我が家はお笑い成長期！

大豆戸小 6 諸星天音

朝に喧嘩して
夜には仲直り
母の「ご飯出来たよ」は魔法の言葉

鶴見中 2 庄司真花

ゴミ出しをするふりして毎日見送り。
息子ももう中学生。
見えなくなるまでかげから見てるよ。

ウイフ裕三子

横浜市P連会長賞
賞 作 品 学校名 学年 氏名

じいじとばあばにあえたとき
ぼくのかおはにっこにこ
ぼくのこころはぽっかぽか

相武山小 1 弘岩侑隼

ママが笑うとみんなも笑う
笑い声たくさんうれしいな
おうちはしあわせいっぱいの
大きな宝ばこ

相武山小 2 佐々木結衣

お兄ちゃんとケンカばかり
お兄ちゃんのおさがりばかり
でもぼくとお兄ちゃんの
すきな物はいっしょ

八景小 3 のざわともや

母からもらった大切な命。
自分の命をぜったいに大切にする。
それが母への最高の恩返し

葛野小 4 新藤楓雅

最初にもらったプレゼントはいのち。
だから私は自分を大切にするよ。
産んでくれてありがとう。

八景小 4 髙橋紗寧

車いすのお兄ちゃんと
サッカーしたい。
 一度でいいから家族皆で走りたい。
走れるって幸せなんだ。

新吉田小 5 盛田　福

いつもの毎日は当たり前じゃ無い。
お母さんが入院して気づいた。
いっしょにいるだけで幸せだって
ことを

洋光台第一小 5 大滝一颯

横浜市

教育長賞

横浜市P連

会長賞

一般



私は見ている家族のまなざし。
たくさんの気持ちが毎日誕生する。
笑いのたびに優しさが届く。

上菅田特別支援

小学部
5 富田果凜

生まれた時は寝ながら握った母の指。
見上げながら手を伸ばした幼少期。
今は同じ目線で並んで歩く。

中田中 2 長谷川心海

お母さん。笑っていてくれて
ありがとう。
話しを聞いてくれてありがとう。
14才、精一杯の気持ちです。

日限山中 2 黒澤花恋

地べた這う セミをそっと木に戻す
ヤンチャ息子に胸撫でおろす

ムック

はじめてのおこづかい 何に使うかと
見ていたら なんと母の日プレゼント

ゆいりママ

ただいまの笑顔みるとほっとする
玄関開けるその瞬間 表情、
声色で伝わる一日

ゆめちか

テレカ握りしめ歩む時
思いはせるは家族の笑顔。
あたり前が幸せだと気付く
病室からの廊下。

桜花

“パパだっこ”
そんな競技があったなら
きっとあなたが金メダル

竹内亮仁

横浜市P連奨励賞
賞 作 品 学校名 学年 氏名

てんごくのおじいちゃん
ママをかわいくそだててくれて
ありがとう
いのちをつないでくれてありがとう

戸部小 1 植田 ひかり

あいしてる。ありがとう。
ことばにだして、つたえるよ。
ぼくたちかぞくの、あいことば。

下和泉小 1 八鍬成

今年の夏も会えなかったね。
じいじ、ばあば、大切な家族。
世界のみんなががまんしてるね。

西柴小 3 ウイフ愛子

横浜市P連

会長賞

横浜市P連

奨励賞

一般

一般

一般

一般

一般



おれは、言わない。
死んだ人は生きかえらないから。
友達にそういう言葉はぜったいに
言わない。

八景小 4 中田武秀

私は気づいた。人を大切にする事は、
未来へつながる一歩となる。
だから私は、今の自分を
精一杯生きる。

笹野台小 5 戸田瑞南

早寝早起き朝ごはん
遅寝早起きお仕事へ
父さん母さんありがとう

滝頭小 6 井元大心

たったひとつの命 消さないで
君のことが必要なんだ

深谷小 6 佐藤亜柚

明るい未来はきっと来る。
毎朝、太陽は昇ってくる。
明日が来るということは
明るい日がやって来ること。

万騎が原中 3 Miya

家族とはお互いを助け合う
家族とはお互いを信頼し合う
家族とはお互いを思い合う

原中 3 渡邉佑樹

親からの初めての贈りもの。
世界に一つだけの私。
心臓が躍っている奇跡を
いつまでも、いつまでも、

ろう特別支援

高等部
3 青木レイ

我が子だから、おみやげ持って
産まれてきても一緒に頑張って
これたよ。
これからもずっと頑張ろうね。

双子ママ

エコー写真の黒丸を
「これが僕の始まりか」って
不思議そうになぞってる

板橋千浪

鉄棒や縄跳びが苦手でも大丈夫
ママは折り紙博士の きみが大好き

ゆうちゃん

しょうくん

ママ

大病患い
家族の涙
やっと気付いた
生きる意味

三児の母

横浜市P連

奨励賞

一般

一般

一般

一般



佳　作

賞 作 品 学校名 学年 氏名

ママはいつもぎゅーってします
おとうさんはだっこをしてくれます
わたしはうれしいきもちになります

三ツ沢小 1 岩本芭奈

おかあさん ぎゅーしてくれて
ありがとう

港南台第一小 1 角田 泰晟

みんなでごはんをたべて
いっしょにねられるって
しあわせだね。
にゅういんがんばったよ。
ただいま。

港南台第一小 1 柳原　武也

いもうとがうまれたよ。
かわいくて、ゆめみたいに
うれしかったよ。
たいせつにやさしくしてあげたいな。

仏向小 1 中村芽莉

いもうとのほっぺはまんまる。
おこっているときもほっぺは
まんまる。わらっているときは
もっとまんまる。

西金沢学園

前期課程
1 山本康太

げんきにくらしているかな
おじいちゃん
おばあちゃん
はやくあいにいきたいよ

小田小 1 阿久津　諒

いのちって、みんながたいせつなもの
いのちって、じぶんのたいせつなもの
いのちはじぶんでまもるもの

並木第一小 1 池田早那

ママからうけとったやさしさの
バトン、たくさんのひとに
つなぎたい。ひろがれやさしさ
あふれるみらい。

品濃小 1 あおい

ままのつくったはんばーぐ。
ちょっとこげたはんばーぐ。
みんなでたべるとおいしいね。

東汲沢小 1 国府奏太

佳作



かぞくと大すき
ぎゅっぎゅっとすると、
うれしいきぶん。こころがほんわり
ぽかぽかあたたまるよ。

小菅ケ谷小 1 五味花緋

マスクもった?
いのちをまもる
かぞくのあいことば

葛野小 1 西村遥音

おとうとは、けんかもするけど、
せかいでいちばんだいじだよ。
こまってるときは、たすけてあげる。

中和田小 1 おにいちゃん

ままとパパとかえでとゆう
にこにこうれしいよ
かぞくだいすき

中和田小 1 あんざいかえで

みらいにいきたいな
どんなかおになったかな
ママのかおがいいな

西本郷小 1 大串 凜

ひいおばあちゃんにあいたいな。
でもまだがまんするよ。
てあらいうがいしっかりやるからね。

原小 1 福井美羽

かぞくみんなでよるごはん
今日のあったことをかぞくに
知らせる
わたしにとってだいじな時間

南太田小 2 須藤れな

毎朝、れんしゅうに
つきあってくれるおとうさん。
夕方は、おかあさんと妹。
さかあがり、がんばるね！！

芹が谷南小 2 小泉蒼空

チャボがコケッとなけば、
見つけた、見つけた、
生みたてたまご。
あったかいなぁ。

桜岡小 2 金谷 美玲

ハムスターは
おもちゃじゃないからあきないよ
だいじにするから長生きしてね

小田小 2 中村明日香

「おはよう」って言って、
ギューってして
いつまでもつづくといいな
ママ大好きだよ。

八景小 2 髙橋柚歩

わたしの命 お父さんとお母さんか
ら、きせきてきにもらった だから、
わたしは命を大切にする

西金沢学園

前期課程
2 大和田咲希

佳作



すててしまうにんじんのへたを
再生さいばいしてみたよ
小さなことから広がる
未来わたしのSDGs

谷本小 2 大森ふたば

おぼえたことば「むげんだい」
せかいいちより　もっと上
わたしは家ぞくがむげんだい大すき

谷本小 2 竹内結理

かぞくがみんなそろうと
むねがポカポカする
だってかぞくはあったかい
きぼうみたいなものだもの

東戸塚小 2 阿部日陽璃

弟と大げんか。なかなおりしたい
わたしのひっさつわざ、
それはね。ヒヒヒ、
さそいわらいだよ。

東戸塚小 2 遠藤果歩

おとうさは天国に行ってしまった
けれど、おかあさんがいつも
えがおでいられるとうれしいな。

庄戸小 2 相原元輝

かぞくはいちばんのなかま。
大切にささえ、たのしくくらす
なかまにしよう。
なかよくきずなをふかめよう。

中和田小 2 鳥畑 美乃

「ただいま」「おかえり」
妹のえがお いつも同じ言葉の
くりかえし 毎日の当たり前に
心の中でありがとう

笹野台小 3 戸田光優

おじいちゃんは、はいにがんができて
いる。くるしみながら生きる日び。み
んな生きてほしいと願う時。

八景小 3 幸増咲心

かこのことは分かる。
今もわかる。
未来は分からなくて楽しみだ

品濃小 3 髙橋旺生

しゅくだいで「家事リーダー」の
お兄ちゃん。私を「でし」と
言うけれど、しきる私は本当は
「ししょう」

品濃小 3 鈴木にき

ゲームをするとかならず言われる。
本当のいのちはリセットできない。
いのちは大切、いっかり守るよ。

東戸塚小 3 髙梨忠仁

佳作



ハムスターが死んじゃった。
体がとてもつめたかった。
すごくかなしかった。
いのちはすごく大切だ。

葛野小 3 島崎桃花

保健室に行ったとき、
やさしくしてもらえた。
私のみらいの夢は決まった。
保健室の先生。

港南台第一小 4 角田一紗

スマホの小さな画面でしか会えない
祖父母
早くホンモノの笑顔に
会いたいな

小田小 4 阿久津香穂

だれかがぼくをきらっても
だれかがぼくをあいしてくれるから
ぼくはつらくてもがんばって生きる。

八景小 4 今野涼介

家族とは一緒に住んでいることでも
血がつながっていることでもない。
きっと一緒に笑い、泣き合う存在。

三ツ沢小 5 中里未来

日本に住んでいる私は、日本を
応援する。
だから、地球に住んでいる私は、
地球のみんなを応援する。

宮谷小 5 浦﨑マナ

家族、それは固い絆で結ばれている。
出会いを喜び別れを悲しむその絆は、
どんな困難にも負ける事はない

丸山台小 5 辻　路絆

ごみの分別、リサイクル、地産地消、
できることから始めよう。
私たちの未来のために。

小田小 5 現王園しおん

今年もまた会えないね
今度会ったらびっくりするよ
 ばぁばの背たけを追い越したんだよ

西柴小 5 ウイフ瞳

おばあちゃん 久しぶりに会えたねえ
二人の目から なみだこぼれる

西金沢学園

前期課程
5 遠藤心春

「ありがとう」
家族と見つけた
大事な言葉

中和田小 5 北村奈桜

佳作



認知症のおじいちゃんと暮らすのは
大変だけど、おじいちゃんが
助かるよ と言ってくれるから
がんばれる。

葛野小 5 西木　航

買い物も旅行も行きたいけれど
がまんするよ だってぼくの命も
おじいちゃん、おばあちゃんの命も
大事だから

葛野小 5 西木　航

私が笑う
つられて母が笑う
そしてまたつられて父笑う
家族みんながえがお

滝頭小 6 池田星里明

一人暮らしの兄。
「こんなにたのもしかった？」
家族がそろった夕食は、
笑顔がいっぱい。話題もいっぱい。

小田小 6 柴﨑永圭

朝がきた
一人一人のあいさつが
元気な未来のスタートだ

小田小 6 妻鳥正宗

ぼくはママにいつもくっついている。
ときどき反発するけれど、
きっと体の中に磁石が
入っているんだよ。

八景小 6 ぼさ頭ぼさ夫

じいちゃんが 私のために
オンライン パソコン画面で帰省中

並木第一小 6 やまもと

毎年 終戦記念日に想うこと
今の命を大切に もう二度と戦争は
繰り返さない世界平和の未来を
目指すこと

西富岡小 6 中村 駿一郎

じぃじの目は細くって
笑うと二本の糸みたい
でもそれは皆の心をつなぐ
強くて切れないスゴイ糸

大豆戸小 6 諸星天音

「幸せってなあに？」
と聞くと、
ママがギュッとした。
そっか、私はずっと幸せ。

大豆戸小 6 諸星天音

悲しいこと、つらいこと、
「大丈夫だよ。」と言われるだけで
心の中に光が灯る

田奈小 6 鴨志田碧夏

ありがとう、ごめんなさい
はずかしくて言えない時もあるけど、
家族をつなぐ、魔法の言葉

品濃小 6 渡邉隼哉

佳作



祖父からの荷物ごろごろ玉葱の中に
小さな手紙、僕への手紙
「誕生日おめでとう。」
ありがとう元気がでたよ

品濃小 6 堀江泰地

帰り際、ありがとうと言う祖父母。
ぎゅっと握る手をそっと握り返す。
こちらこそ、心からありがとう。

原小 6 濱田みなみ

いつも大丈夫!!という私の家族。
その言葉さえあれば私の未来は
大丈夫。前程万里、
何があっても大丈夫。

原小 6 濱田みなみ

私たちはリレーをしている
昔から今へと　そのバトンを受け取り
未来への道が開いていく
次は私の番だ！

境木中 1 星野佑佳

未来を変えるのは君じしん
君の力で世界をまわせ
まわして誰かの力になれ
それが今君にできることだ

秋葉中 1 りも

コロナ禍のバスケ部活動 熱中症、
感染症対策、体力維持
日々をメモれ、未来に向けて、
生かせよ私

原中 2 前田葵結

無観客の引退試合
開始前に母が差し入れ
勝利の女神か？
感謝ひとしお

鶴見中 3 三井大知

広い宇宙の、小さな地球の、
四十六億年のときの中、
ほんのわずかなこの一瞬に、
あなたと会えた、よろこび。

軽井沢中 3 浦﨑雅之助

受験生
今が勝負と分かってる
頭と心が
行く先さがす…

中川中 3 平田理笑

コロナ禍で、閉ざされた国境の壁
いざひらけ
世界を一つにオリンピック

中川中 3 小田聖也

｢おはよう｣と 言われながらも
返事無し。
後(のち)に小声で｢おはよう｣と。

原中 3 なつみかん

佳作



命とは何千億分の一という奇跡
私たちはその奇跡を
背負って生きていく
さぁ命を大事に生きていこう

原中 3 石井乃亜

ありがとう、一日何回言うかな。一日
何回言われるかな。ごめんなさいよ
り、ありがとうが多いといいな。

ろう特別支援

高等部
2 覚明浩大

おうちでは、けんかがたえない娘達。
外ではなぜか手をつなぐ。 ミリ―

ママ大好き、ぎゅ～は最高の贈り物
抱きしめられて大切な宝物に
気付いたよ 優しく笑顔になれる
魔法の言葉

熊田亜矢子

「ただいま」の声のトーンで
分かるから、「今日の宿題は？」
など余計なオプションを付けず、
おやつを食べよう。話を聴こう。

松浦典子

来るなと願う父ごころ
チャラい彼氏と反抗期

黒野源太

初めて歩いた日。
初めてママと呼んだ日。
これからたくさんの初めても
ずっと笑顔で寄り添えますように。

黒澤千晴

たとえ大好物でも　最後の一個を
食べる時は　食べる？と
みんなに聞いてくれる子供達が
私の最高の宝物

ひよっこ

「かわいいねぇ」って
小さい妹を可愛がる姉と兄
そんなあなたたち2人も
「かわいいねぇ」

小野麻里奈

娘のバースデー　尊い命に感謝
そして私の母親バースデー
お母さんにしてくれた娘に感謝

百瀬歩早来

失敗しても、間違えても
「大丈夫。大好き！」と
抱きしめてくれる。
無償の愛を注がれているのは、
私の方だ。

石井良枝

怒っても嫌いだからじゃない
大好きだから、知っててね
心でつぶやく

松田 あゆみ

佳作

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般



長い長い通学路。角を曲がるまで
見送ると、その先にはキミの
明るい未来が待っている。
今日も頑張れ

トシ

「苦手なことがあってもいい。
得意なことを頑張れ。」と声をかけ
うなずく息子の瞳に涙がたまる

板橋千浪

自分で起きなさいと言いながら
毎朝起こしてしまう母
母さんの優しさ伝わるかい？

板橋千浪

手を繋ぎ、登校までの道のりで、
我が子の成長確かめる。
握り返してくる力強さに、
たくましい未来を感じる。

高梨 梨果

ママ寝てる時おさら洗ってあげたよ、
という次男 ママ寝てる時静かに
寝てたよ、という長男 両方憎めない

當間 梓

わが家でも始まっていた反抗期
今が旬だね 楽しもう

よしぞぅ

佳作

一般

一般

一般

一般

一般

一般


