
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 長門 明倫小学校 5年 篠原瑞季
おばあちゃんが作ってくれたおにしめは
お母さんのと同じ味がした。
いつか私も作る味。

長門 深川小学校 3年 中野倫之祐
母ちゃんきらいと言いながら
夜はいっしょの
ふとんの中

田布施
田布施西
小学校

4年 宮野恵実

おかあさんと　おばあちゃんに
おはなしをすると
えがおになってくれる
わたしだけが　できる
しあわせの　まほうだよ

長門 仙崎小学校 1年 伊藤颯志

じぶんが、されていやなことは、ぜったいに
しない。
みんながそうおもえば、
いじめもせんそうも
なくなるのにな。

周南 富田西小学校 1年 米山修司
けんかをしても
あさはえがおで
「いってきます。」

周南 富田西小学校 2年 青木千紘
「ありがとう」
こころがポカポカ
いい気もち

下関 豊田下小学校 4年 松本拓也
行ってきます
タッチとギュウで
学校へ

山口 良城小学校 3年 元石ななみ
ちゃんと食べ！
母よりきびしい姉のあい

山陽
小野田

有帆小学校 4年 山田夏実

朝のあいさつ
「おはようさん」
おきたら
はみがき
よく
うがい
さんぷんね。

周南 富田西小学校 1年 神原明依
めをあわせ
きもちもあわせる
かぞくのかいわ

田布施 麻郷小学校 1年 稲冨結姫

きょうだいのきずな
ちっちゃなちっちゃな
もみじのて
わたしのとっても
たいせつなたからもの

宇部 琴芝小学校 6年 中塚理久
食べたあと、自分の食器を流しまで
持っていくのが、わが家のルール

宇部 鵜ノ島小学校 1年 伊藤咲葵

おかあさん
かたトントンしてあげるね。
わたしのてがいちばんって
いってくれるからね。

入　選

平成29年度「三行詩」コンクール 審査結果

優秀賞

優良賞



周南 富田西小学校 3年 神原颯太
テレビオフ
親子の会話
さくえがお

長門 深川小学校 1年 まわたりはつね

おそとでごはん、たのしいよ
だけどやっぱり
かぞくでたべる
おうちのごはんがいちばんよ。

長門 明倫小学校 1年 山田栞生
かえったら
じぶんでするよ
あしたのじゅんび

長門 明倫小学校 2年 大下泰平
あさごはん
もりもりたべて
いってきまーす

入　選



【中学校の部】
賞 地区 学校名 学年 氏　名 作　　品

会長賞 宇部 上宇部中学校 ２年 中塚早紀
どんぐりの　背比べとなり うれしくて
すれちがう度　背合わせをする
もうすぐ抜くよ　お母さん！

山陽
小野田

厚狭中学校 ２年 矢野里歩
夕食をみんなで囲む毎日に、うまれる笑顔
小さな幸せ

周南 富田中学校 １年 松井斗麻

大家族
みんなの笑顔に支えられ
優しい時間に包まれる
これが私の宝物

岩国 灘中学校 3年 後藤利奈
悩んでいても　大丈夫
だって私には
何でも相談できる　家族がいるから

周南 富田中学校 １年 尾上真菜
運動会
三世代で
弁当作り

山陽
小野田

厚狭中学校 ２年 塩見友麻
帰ったら　迎えてくれる優しい声と
おいしい匂い　暖かい家　これがしあわせ

山陽
小野田

厚狭中学校 １年 神田裕希
誰よりも
あなたを想う
人がいる

周南 富田中学校 １年 吉村颯真

39.7℃　母が熱でダウン。
父が夕食準備、僕と弟は部屋の片づけ風呂そう
じ、
妹は、母のそばで「マーマがんばれ」応援中。

岩国 平田中学校 3年 内野　匠
話し合い
深まる　きずな
家族の和

山陽
小野田

厚狭中学校 ２年 若野ちひろ ただいまと　笑顔でおかえり　家族の輪

周南 富田中学校 １年 町田　響

命は大切な一つの物。
生まれた時によろこんでくれた、お父さん・お母
さん・・・。
1日1日を大切に生きて。

周南 富田中学校 １年 藤井優希

家には妹の先生が3人いる
1人は料理を教えてあげるお母さん先生。
1人は一緒に絵を描いたり工作を作ってくれる
お父さん先生。
もう1人は、分からないところがあると教えてあげ
る僕

岩国 灘中学校 ２年 金田美優
嬉しいことも　悲しいことも
家族で共有
さあ　話そう

平生 平生中学校 3年 山田さくら
何度でも
伝えていこう
ありがとう

周南 富田中学校 １年 田中愛梨
今日一日あったことを
ねほりはほり聞く母
会話が一番

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

山口 大殿小学校 P 椋梨　昌子
毎朝の出かける
元気なランドセル
遠ざかる度　育つ喜び

山口 秋穂中学校 P 縄田　恵
気が付けば　私より大きくなった我が子に
教えることも、あげるものもないけれど、
今日も食卓に並ぶ料理が私からのプレゼント

山口 秋穂中学校 P 山本　貴子
家庭のルールをつくるなら
親があれこれ言う前に
背中で語って手本を示そう

宇部 上宇部中学校 P 川下　達也

痛い時、悲しいとき　思いをキチンと話しなさい
ツライ時　キツイ時　重い荷物を放しなさい
自分のペースで進みなさい

周南 鹿野中学校 P 岡崎　麻衣
ゲームなら何度でもやりなおせる命
今を生きているあなたの命は
人生１度きりの　かけがえのない命。

宇部 船木小学校 P 藤田　光紗
あなたはママのたからもの
あのこもだれかのたからもの

山口 仙崎小学校 P 五嶋　宏

家族みんなでたね植えて、みんなで１本の木に
なろう
はやい子、ゆっくりな子　待ってるよ
じっくり大きな木になろう
根を張って枝を伸ばして笑顔の花を咲かせよう

山口 大殿小学校 P 安藤　記世子
朝のパン
娘が混ぜ、父捏ね、母が焼く
息子のスープでいただきます！

宇部 常盤小学校 P 河野　明子

いつもお手紙をお供えして　お仏壇の前で長い間
手を
合わせる娘。お空からいつも見守ってくださって
いる事、
しっかり感じてくれてありがとう

周南 富田中学校 P 山本　愛結

今はまだ　幼き我が子をぎゅっと抱きしめ　いつ
の
日か　私の側を離れても　いつまでも　心は隣に
いるよと　エールを送る

山口 大殿小学校 P 安藤　道夫 笑顔ばかりもないけれど　集う食卓

入選

優秀
賞

優良
賞


