
賞 作 品 学校名 学年 氏名

「そうちゃん　ゆたんぽみたい」

ぼくにくっつくおじいちゃん

ぼくのこころもポッカポカ

川上小 1 加藤 蒼太

弟の特等席は私のひざ

だからいつも2人のり車いす

いつまで2人のりできるかな

上菅田特別支援中 3 空久保 陽帆

起こしても

起こさなくても怒ってる

トリセツ欲しい反抗期

なおちゃん

がんばれ

賞 作 品 学校名 学年 氏名

かぞくといると、心があったかいね。

かなしいことも、さびしいことも、わすれちゃう。

かぞくっていいね。

峯小 1 すみ めいこ

おばあちゃんちからかえるみち

さみしいな　かえりたくないな

でもままに　あいたいな

峯小 1 よしむら はるま

まいにち　がっこうへいける　しあわせ。

いやだなと　おもうこともあるけど、

それは　みらいへつづく　ぼくのみち。

桜岡小 1 はやし しゅうた

わたしがわらうと

おとうともわらう

かぞくでつなぐ　えがおのバトンパス

戸部小 2 植田 ひかり

足の下小さな命が歩いてる

せっせせっせとはたらいて

ぼくはふまないように歩きだす。

三ツ沢小 3 石川 煌月

耳にのこる「だいすき」の言葉と声

ママからの毎日のおくり物

私の心と耳にいつまでも

相武山小 3 佐々木 結衣

自分と友だちのみらいはちがうけれど、

どこの国でもせんそうのない平和な世界。

そういうみらいがいいな。

八景小 3 梅原 知明

じぃじの心ぞうがなおらないびょう気になった。

わたしが一番のくすりだとばぁばが言った。

元気になぁれ。

荏田南小 3 太田 明里

休校で私のこころどんより雲

その時生まれた小さな命

こころはどんどん晴れていく

さちが丘小 4 原 優歌

仏だんのおそなえ物

おばあちゃんの好きな物でいっぱい

きっと「食べきれないよ」と言ってるね

小田小 5 田村 颯大

私の聞いてる皆の笑声、

あの子が聞いてる周りの銃声。

同じ時が流れているのに　なぜだろう。

山下小 5 野島 彩朱

横浜市教育長賞

横浜市P連会長賞

一般

横浜市

教育長賞

横浜市P連

会長賞



生きているから痛み感じる

生きているから幸せ感じる

生きているから楽しさ感じる

不動丸小 6 ハッピー

友達の苦手は、私の得意でカバーする。

その逆だってある。

ありがとう、一緒だと勇気が出るね。

上菅田特別支援中 3 黒野 小春

「いってらっしゃい」

眠くても、毎朝必ず父を見送る

それが、私のルール

今宿中 3 岡本 紗奈

「はい、ママ」とお茶をくれた長男

こぼした牛乳を自分で拭く次男

漢字なんか書けなくてもいいって思えた夏

當間 梓

コロナ禍で家事する機会が多くなり、

妻の笑顔が増えました。

息子と一緒に「家事力向上」

弘岩 雅規

賞 作 品 学校名 学年 氏名

２ねんはん、ながかったよ。

やっとあえた、じいじとばあば。

またすぐにあいにいきたくなっちゃった。

芹が谷南小 1 小泉 明咲

命があるってすてきなこと

命があるってあたたかい

わたしの命　みんなの命　とうとい命　たいせつに

不動丸小 3 田中 和美

小さく生まれてきたぼく

たくさんの人におうえんをしてもらったよ

自分の命を大切にします

東中田小 3 大澤 拓夢

みらいはだれもわからない

きみがどりょくをしていれば　きっといいことあるよ

じぶんをしんじて前へすすもう

中和田小 3 とりはた よしの

人にも鳥にも海にも森にも

みんなに優しくなりたいな

わたしのみらいは獣医さん

桜岡小 3 金谷 美玲

わたしが笑うと

家族のみんなも笑う

笑顔の輪が広がった

義務教育学校

西金沢学園

前期課程

3 大和田 咲希

「やればできる」っていうけどさ…。

できないときもあるんだよ。

でも、それがママの魔法の言葉。

八景小 5 髙橋 紗寧

ばあちゃんただいま。やっとあえたね。

あえない間に　小さくなっちゃったね。

私はこんなに大きくなったよ。

相武山小 5 細谷 りこ

僕も　君も

世界に一人の

絶滅危惧種

永野小 6 小泉 慶修

しゃべれない兄と二人のおるすばん

なんでも伝わる　二人のまほう
小田小 6 山本 偲遠

横浜市P連

奨励賞

一般

一般

横浜市P連奨励賞

横浜市P連

会長賞



お風呂にゆっくり入ってもあがるまで寝ずに待つ母の愛

それを今度は私がつなぐ番

おかあさんおやすみ

境木中 2 遮光器土偶

もっと早く結婚してくれてたら

もっと長く一緒にいられたのに

息子に言われて　絶対長生きすると決意表明

ひよっこ

憎まれ口を叩いた後

当たり前に手を繋ぐ

13才は恐ろしく、可愛い年頃

松浦 典子

何をしようかと考える休日

お墓参りに行こうと帽子を被る息子

おじいちゃんもおばあちゃんも喜んでいるね

野頭 保子

あなたの命は私を照らす

みんなの命は未来を照らす

未来は今日も輝き始める

河本 千鶴

賞 作 品 学校名 学年 氏名

あたりまえ

かぞくはぼくの

たからもの

港南台第一小 1 りゅうたん

ふしぎだな　しかられるのに　大すきな　お父さんお母さ

ん

ふしぎだな　ケンカするのに　大すきな　おにいちゃん

洋光台第一小 1 村松 由未佳

バイバイっていったあとに、ほんとにバイバイになっちゃっ

た。

ひいじいちゃんのたけうまのりたかったな。

もえぎ野小 1 梶川 夏輝

いつもありがとう。

どんなときも、ぼくをしんじてみかたでいてくれる

たいせつなかぞく。

庄戸小 1 さいとう たいが

かぞくのわ

パパママおとうとふたり　そしてわたし

ごにんそろってひとつのわ

庄戸小 1 鈴木 心結

せみが、りすにおいかけられていた。

せみのしがいをすずめばちがたべていた。

たべなければいきられない。

庄戸小 1 山田 耀介

ハグは　うれしくなる。

だいすきは　じぶんもっておもう。

かぞくがやさしいから　ぼくもやさしくなりたいな。

山下小 1 大河原 蓮央

パパはやさしい　ママはおもしろい

おねえちゃんはいろんなことをおしえてくれる。

たいせつなかぞく。

中和田小 1 よう

じいじはやさしい。

わたしがおおきくなったらやくにたちたい。

じいじげんきでいてね。

奈良小 1 土田 はるか

てあらいは？しゅくだいは？くるまにきをつけて。

まいにち、うるさいなぁ。でもほんとうはありがとう。
左近山小 1 牛山 陽太

横浜市P連

奨励賞

一般

一般

一般

一般

佳作



今はせんそうのあるかなしい世界

みんながみとめあえば

みらいはせんそうのない楽しい世界

藤が丘小 2 髙橋 陸馬

まもりたい

まもらなきゃ

みんなのえがお

ぼくのみらい

中和田南小 2 川戸 湊

ママがいるとほっとする

わたしとママのあいの　きずな。

ずーといっしょにいたいよおかあさん。

東中田小 2 成にこちゃん

いのちってだいじのだいじだ

ぼくはみんなのいのちをまもりたい

「きらい」っていってもね

左近山小 2 チー

夕しょくご　七ならべして　元気でた

かぞくといると　ほっとするなぁ
二俣川小 2 りっちゃん

こわいゆめを見たらおきてくれる。

ねぞうがわるくてけってもおこらない。

やさしいパパとママでよかった。

三ツ沢小 2 岩本 はな

おいしゃさんに、けんちく家。なりたいものいっぱい！

わくわくキラキラ、ゆめが広がるわたしのみらい。
小菅ケ谷小 2 五味 花緋

おもしろいことあったのに、いっしょじゃないとわらえな

い。

お姉ちゃんとケンカしてみてわかったよ。

東戸塚小 2 遠藤 耕介

かぞくはね

きずなのいとでつながれて

まい日たのしい　いえのなか

川上小 2 サッカー少年

お母さんがかなしそうにないてるのを空から見てた。

だからぼくはおなかへ行った。

今どはうれしくてないていた。

川上小 2 はるる

じいじニコニコわたしを見てる。

だからわたしもにっこにこ♡

明日もあさっても、ずっといしょにいたいな。

相武山小 2 細谷 さき

おふとんでギュッとされると

「今日も一日がんばったね」

ママが言っているみたい

相武山小 2 弘岩 侑隼

命の大切さ

命は一つしかなく、一ばん大切にしなくてはならない。

お母さんがくれたから。

桜岡小 2 金子 すばる

ママに作ったはしおきをあげたらえがおになったよ。

ぼくもうれしくて二人でわらって心もぽかぽかだ。
東汲沢小 2 国府 奏太

食べたらなくなる

使ったらなくなる

でも、家族のきずなは、

なくならない

並木第一小 3 松丸 葉奈

お母さんはすごい。いつもにこにこ顔でごはんを作ってくれ

る。

私もいつか、そんなお母さんになりたい。

東中田小 3 あきとし まり



君の命、たった一つの命

お母さんが産んでくれた、君の命

大切にしよう

根岸小 3 市橋 学

「ママが切ってパパがいためたごぼうだよ。」

そんなこと言われたら、のこせないじゃないか。
東戸塚小 3 遠藤 果歩

十年後

コロナなくなり

マスクなし

明るい未来になるように

中和田小 3 北村 知桜

家族みんなでごはん、

あたりまえのようであたりまえでない

幸せな時間。

東中田小 3 嶋﨑 由莉

「ぎゅうってして」

ママはわたしのじゅう電き

あいじょう100パーセント

チャージかんりょう！

谷本小 3 竹内 結理

あなたの命は

世界に一つだけの命

だから命を大切に

東戸塚小 4 ねこ好き

四兄弟

嬉しいことは四倍に

悲しいことは四分の一

そんな風にはなれないけれど四人で遊ぶと楽しい毎日

東中田小 4 香川 隆正

ひさしぶり

じいじとのあく手

やっぱりいつもフワフワだ

東中田小 4 川原 康暉

一年間で六センチ伸びる背

あと二年で追い抜かれると喜ぶ母。

ぼくはもうすこしこのままでもいいのにな。

東中田小 4 からあげ大好き

命とは

母からもらった

宝物

東中田小 4 あさり あおと

お兄ちゃんと作るカレー。

玉ねぎが目にしみて、二人でゴーグル。

一度でおなべが空っぽおいしかったね。

東中田小 4 流れ星

84才、僕の大好きなおじいちゃんと始めた卓球。

まるで球が命のようだ。

このラリーを続けていきたい。

みたけ台小 4 中山 玲音

大丈夫！ママが言ってるまほうのことば。

それでもまだまだ不安なときはママのギュー。が私のおま

もり。

西柴小 4 ウイフ 愛子

真赤な夕日の中、

「いつまで手をつないでくれるかな？」ママが言った。

「ずっとに決まってる」ぼくは思った

八景小 4 野沢 智也

いつもがんばりを見せる母

そんな母をささえている父

二人を見て行動する妹

行動の理由は家族だという

二俣川小 4 H.M



夜ご飯

家族がそろえば、味が増しまし。

かくし味はみんなの笑顔。

左近山小 4 牛山 陽茉莉

悲しい時もつらい時も

家族はいつも

一番の味方。

獅子ケ谷小 5 青木 悠真

家族は私の消えない宝物

はなれていても、心はそばにいる

大好きだよ

義務教育学校

西金沢学園

前期課程

5 大江 七愛

小さいパパになり、

料理や洗い物をしたら、

パパとママが、

子供のようによろこんだ。

倉田小 5 吉田 拓叶

「き」気を許す私

「ず」ずっと見守るお母さん

「な」何でも知ってるお父さん。

これが家族のき・ず・な。

東中田小 5 有賀 真奈美

命はあたえられた1つの命。

どんなにきずつこうとも、どんなに苦しもうとも、

最後まで大切に。

東中田小 5 小林 開

君の命は君のもの

お父さんのでもお母さんのでもない

1つしかない君の命

みんなの命も君の命も大切に

港南台第一小 5 中村 紗英

海にごみを捨てる人類。

それを海の生物が食べる。

知らずに魚を食べる人類、最後はごみが口の中。

小菅ケ谷小 5 川岸 咲茉

3月11日のあの日。私は母のお腹の中にいた。

あの日なくなった大切な命は、私の今につながっている。
港南台第一小 5 角田 一紗

家に帰ると必ずね

おいしいご飯が待ってるよ

おばあちゃんいつもありがとう

八景小 6 岩川 颯花

肉や魚を食べる。

その分しっかり生きる。

それが動物たちへの恩返し。

八景小 6 嶋 舷貴

好きなのに

大好きなのに

反抗期

相武山小 6 宮里 来歩

誰かが悲しむから死なないんじゃない。

ちっぽけな命はない。辛いなら口に出そう。

君は一人じゃない。

富岡小 6 河野 菜結

母と作ったおみそ汁

量は減ったが

笑顔は増えた

東中田小 6 みみ

みらいってなにかな

今から１秒後はもう未来だからさ

みらいは結構近いんだ

茅ヶ崎台小 6 小此木 美玖



命は自分のもの

だけど命は自分一人で作ったわけではない

だから大切にもっておこう

横浜サイエンスフロ

ンティア高等学校附

属中

1 秋丸 絢音

この世に産まれ　愛情そそがれ　育てられ　元気に育った

今

家族に一言　「ありがとう」

川和中 1 新野 心音

冷えたタオル

ぱんぱんとはたいて顔にのせてくれる母

汗も部活の疲れも　すうっとひいたらほっとした

中川中 1 佐倉 三久

「あなたが笑うのが1番うれしい」

そう父と母はよく言う

うちもだよ

だから3人で笑っていこう

南戸塚中 1 ゆうたん

私達　家族の絆は切れない。

だって、どんなにツラかろうとカナシかろうと心がそばで、

撫でてくれるから。

豊田中 1 脇岡 明里

今年の夏は会えたね

背が伸びた？は合言葉

マスク越しでも　みんなの笑顔が伝わったよ

中川中 1 鎌田 彩莉

草は水で生きている。牛は草で生きている。人は肉で生き

ている。

奇跡が何個も重なって僕は今、いる。

中川中 1 マサムネ

何もかも嫌になっても

いつもそばにいるからね。

たくさん泣いてもいいよ。

明日も一緒にご飯を食べよう。

秋葉中 1 つばめっこ

部活の試合に　はりきってやって来る母親たち

ちょっとうっとうしいけど　やっぱりうれしい
軽井沢中 2 浦﨑 光之助

戦争で　多くの命　奪われる

聞こえてくるよ　悲しみの声
東山田中 2 松﨑 悠生

嬉しい時、パパの優しい笑顔が見える。

辛い時、パパの温かい声が聴こえる

出張先の空を見上げて。

豊田中 2 大和 夏実

双子の私

片割れだけだとちょっと寂しい

2人でいると楽しさ2倍

今宿中 3 岡本 果奈

コロナ禍でも一緒にいられるのは家族。

当たり前の時間を特別な時間にしよう。

深めよう家族の絆。

義務教育学校

西金沢学園

後期課程

3 小森 悠人

好奇心のとどまることの知らない。

小さな命がまた立った。

儚い命　皆の命　決して消えない出逢えた喜び。

中川中 3 銀（シロガネ）

手を胸にあてると感じる、

鼓動でね、今日も私は動いてる、私は今日も動いてる。
中川中 3 渡邊 美瑛

持続可能な私のみらい

いろいろな視点を自分事と捉えて一歩踏み出す勇気

出会いを大切に今を生きる

原中 3 前田 葵結



言葉じゃなくても伝わるよ！

目、仕草、繋いだ手。

愛に満ちたキミのみらいを切に願う。

特別支援教育支援

員のお助け先生

会うたびに小さく小さくなる背中

あなたの全てがそこにある

お母さんありがとう

想い募り涙こぼれる

ぱんこ

ママがいちばん大好きだ！

あの日のあなたは今どこに。

今ではゲームがいちばんに。

まさかゲームに負けるとは。

たっくんママ

君に障がいがあったおかげで君と過ごす時間が長くてよ

かった

生まれてきてくれてありがとう

麻生璃藤

いつか話そう、こんど話そう。

そのミライ必ず来るの？

いま話そうよ、オハヨウだけでいいんだよ。

ななたろう

泣き顔で　「元気でね」

虫かごのカブトムシ　木に放ち

一歩大人の　わが息子

あさあさ

イヤイヤ期に反抗期

子育ての危機はたくさんあれど

我が子の寝顔は愛おしき

３児のママ

「いってきます。」

たくましくなった二年生

ママはうれしさ半分、さみしさ半分

ゆうとママ

なにげない日常のまいにちが

かけがえのないものだと

気付く　ケンカのあと

嶋田 容子

「ほっといて！！」

ほっとけないのが「ママ」なのよ…
マミ選

どんなゴールドカードより

幼い息子が贈ってくれた

厚紙お手製肩揉みカードは

何より大切なプレミアム

鈴木 博道

米十キロをリュックで背負い、」

得意満面の買い物帰り。

強く優しく育ってくれた、自慢の息子よ、有り難う。

口石 由吏江

どうでもいいことだけどって

何でも話してくれるから

もう終わったの？これから来るのか　反抗期

板橋 千浪

幼いあなたを腕に抱き

「この子は私の形ある幸せだ」って感じた

懐かしいな

大きくなっても、大好きよ。

もり ともこ

「ただいま」の　元気な声に　安堵する サルママ一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般



なりたいもの

語る君の顔は誰よりも　輝いて見える

その言葉とともに

松田 あゆみ

かわいい手と家路の短さかみしめる

こんな日が続いてほしいいつまでも
竹内 由布子

うしろから、ぎゅっと抱きしめ体温をはかる。

毎朝15秒のふれあいタイム。

嬉しい習慣できました。

小野 麻里奈

怖くて話しかけられなかった父に今は沢山話しかける。

遠くなった耳にも、届いて欲しい私の声。
中谷 正代

ママの愛情に1番2番はないんだよ

あなたも弟も

ママの最愛の息子だよ

針山 和子

見られても　目を逸らされても　ウチの子です！ 野口 昌子

おんぶ～。だっこ～。そんな時代もあったのよ。

ちょっぴり生意気、大歓迎。

声変わりしたての君へ。

向井 晶彦一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般


