
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 光 浅江小学校 5年 寳迫 栞南
やる時はやる！やればできる！やっぱりでき
た！！合言葉はあきらめないでがんばる「３
Ｙ」

阿武 福賀小学校 3年 小野 俊介

おにいちゃんとキャッチボールをすると、本気
になる。
お母さんとキャッチボールをするとやさしい気
もちになる。
おとおうさんとキャッチボールをするとじょう
ずになったような気もちになる。

宇部 厚南小学校 5年 喜久田 圭輝
父の日も　母の日も　ぼくにはすべて同じ日
仕事だって家事だって全部ひとりでやってる
「ねえ　母さん」いつもいつもありがとう

山口 良城小学校 1年 中重 佑紀
ふしぎの「なんで」は○
もんくの「なんで」は×

下関 名池小学校 2年 宇吹 陽翔

たんしんふにんでパパいない
だからぼくがまもるよ
たいせつなかぞく
だってぼくは小さなパパだから。

防府 松崎小学校 ６年 河村 慶
ほっとする
うれしい話
ふろの中

阿武 福賀小学校 6年 小野 裕咲
分かっているよお母さん
ぼくたちが大好きだから
しかるんだよね

周南 岐山小学校 6年 石津 悠莉
おこるけど
もんくの数だけ
愛がある

宇部 西宇部小学校 1年 笹原 七星

おかあさん
おこったときはおにのかお
やさしいときはてんしのかお
そんなおかあさんがだいすき

下関 本村小学校 1年 かわむらみゆう
じぶんがされていやなこと
おともだちには
ぜったいしない

周南 岐山小学校 1年 村中 紗也
けんかをしても
明日の朝には　「おはよう」を

光 浅江小学校 3年 寳迫 百果
楽しいね♪
テレビをけして
家族の会話

周南 岐山小学校 6年 仲西 蘭
食べる時には　テレビを消す
ねる時には　全て出したものはかたずける
学校でなにがあったかを話す

周南 岐山小学校 ６年 斉藤 水月
家族とは　温かい太陽のようなもの
家族とは　とても大切なもの
家族とは　かけがえのないもの

下関 名池小学校 2年 木下 蒼佑
てづくりごはん
みんなでたべると
かいわがはずむ

宇部 常盤小学校 ６年 江本 紗寧
「ありがとう」
感謝を伝える　贈り物

平成28年度「三行詩」コンクール 審査結果

優秀賞

優良賞

入　選



【中学校の部】
賞 地区 学校名 学年 氏　名 作　　品

会長賞 宇部 川上中学校 2 大塚 香珠
家族みな　小さなことで笑い合う
それが私の　大きな幸せ

岩国 灘中学校 2 相川 歩里
毎日をかわらず過ごせるありがたさ
先生、友達、家族に感謝
大きなつながり　大事な絆

岩国 川下中学校 2 嶋谷 陽生
忘れない　たった１つの僕への願い　”人”好かれ
る”人”になりなさい

岩国 川下中学校 2 中村 凛
ありがとう　ごめんなさい　はずかしくて言えなく
なるよ
でも大事な家族をつなぐ　まほうの言葉

岩国 川下中学校 2 貝塚 美来
私は　ボールだらけのピッチャー
家族は　どんなボールも捕るキャッチャー

岩国 川下中学校 ２年 藤川 裕奈
見えていないはずなのに
何をしてもすぐばれてしまう
母親ってすごいなぁ

岩国 川下中学校 ２年 熊須 優恵
自分でも自分じゃなくても
命の重さは　同じでしょ

岩国 灘中学校 ２年 杉本 光暖
家に帰ると家族が笑顔で待っている
なにげない毎日だけど
私の心は温まる

宇部 上宇部中学校 １年 陸 太陽 つらくても　家族がいれば　がんばれる

岩国 灘中学校 １年 堅田 魁成
「おはよう」は元気の証
「ただいま」は学校がいい調子
「おやすみなさい」は非行防止の大事なことば

岩国 麻里布中学校 １年 仙﨑 大輝
母親が命をかけて産んでくれた
一人に一つの命を自分にかけてくれたのだから
大切に責任を持って生きなければならない

岩国 灘中学校 １年 村田 桃果
傷をつけるな自分の身
傷をつけるな相手の心
命を捨てるな　捨てさすな

岩国 川下中学校 ２年 河部 光莉
「あたりまえ」じゃなく「ありがとう」
大事にしよう　家族をつなぐ　その言葉

岩国 灘中学校 １年 土井 萌々華

ごちそうさま　自分でお皿　片付けて
けいたいは　必ず居間で使います
行ってきます　ケンカした日も言いましょう
おつかれさま　感謝の言葉　ありがとう
夜9時になったら　テレビを消しましょう

岩国 麻里布中学校 １年 谷 幸咲
「ありがとう」
すべての人に　すべての物に
感謝の気持ちを忘れない

岩国 川下中学校 ２年 室重 真希
家族でなんでも話し
自分の中にためこまず
明日も元気に頑張ろう

岩国 麻里布中学校 １年 山本 有美
家族からもらった　たった一つの命
ずっと守り続ける　一生の宝物

優秀賞

優良賞

入　選



【一般の部】
賞 地区 学校名 氏　名 作　　品

会長賞 阿武 福賀小学校 P 黒川 慶子

小さなあなたはたくさんのことを教えてくれる
人を生み育てる喜びと大変さ
私を同じように生み育ててくれた両親への感謝の気
持ち
私を親にしてくれて本当にありがとう

優秀賞
周防
大島

安下庄小学校 P 嶋本 真樹枝 大丈夫！！　家族はいつでも　あんたの味方！！

優良賞 美祢 豊田前中学校 P 村上 千代 家庭教育　親の指導が　我が子を守る

田布施 麻郷小学校 P 石井 弓恵

「今日、一番楽しかったことは　何？」
「じゃー、一番いやだったことは？」
家族で夕食を囲み、おしゃべりをしながら、子ども
の学校での様子を聞きます。そして共感し、知恵を
授けます。
朝、学校へ行く時、子どもを玄関で抱きしめ、伝え
ます。
「大好きだよ！優しい人になっておいで！」
毎日くり返し、互いの絆を深め、成長を促します。

柳井 柳北小学校 P 福本 百合江
晩ごはん
テレビを消して　話する

入選


