
「私の描くお茶の間像」作品一覧表

区分 私の描くお茶の間像
1 小学生 「好きなものや好きな人、かぞくらがあつまって、日々のできごとを話していくなかで社会性をうみだす場所」だと思います。とても大切な空間です。
2 小学生 家族といっぱい話しテレビもつけずに楽しい食事
3 小学生 食事の時間にみんなでそろって、テレビをけした、会話をいっぱいして楽しく食べる
4 小学生 家族みんなでたくさん話をしたい
5 小学生 テレビをつけながらおもしろい番組をみながらおもしろいねとわらいたい
6 小学生 話しがいっぱい、お茶の間像
7 小学生 家族みんなでえがおも、うれしいことも、わらい声も、いっぱいにしたい
8 小学生 ３人そろっていただきます
9 小学生 テレビで笑わないように、家族みんなで笑顔で話をして、食卓を囲みたい
10 小学生 ８時にはみんなで夜食をしたい。食事のときは、なるべくテレビを消す。食事のときは、たのしくたべたい。
11 小学生 食べるときはテレビ消してかいわして食べたい
12 小学生 明るくてやさしくてあたたかい家族。笑いがたくさんある家族。仲間はずれがない家族。
13 小学生 テレビをつけないで、家族全員でしりとりなどゲームなどをして、笑いがとてもたくさんあるお茶の間
14 小学生 いっぱいしゃべる。家族みんなで一緒にご飯を食べる。
15 小学生 できるだけ家族全員でいる。食事はテレビを消す。
16 小学生 たのしい会話で笑顔いっぱい
17 小学生 食事の時は、家族みんなで楽しく食べよう
18 小学生 毎日家族３人で楽しい夕ごはん
19 小学生 ご飯は家族と今日あったこと、楽しかったことをたくさん話す
20 小学生 家族の全員そろってテレビをけして会話をたくさん楽しい食事。一人で食事を食べない。
21 小学生 笑顔いっぱい、会話いっぱい

22 小学生
みんなで集まるお茶の間、夜はいつもここに集まり、ご飯を食べて楽しくかいわして、テレビを見て、笑いあり、楽しさのある、とってもあかるい楽しい茶
の間

23 小学生 食後に、家族でテレビを見て、いろいろな会話をしたい
24 小学生 食事の時でも会話たくさん笑顔イッパイ
25 小学生 食事の時は、みんなで今日の出来事を話そう
26 小学生 できごとなどを話してもりあがるお茶の間
27 小学生 食事の時は、テレビを消して、話題たくさんお話しタイム
28 小学生 食事の時はみんなで笑おう
29 小学生 食事を食べ終わった時は、家族でテレビをいっぱい見る
30 小学生 テレビやパソコンばかりの音ではなく、みんなで楽しい会話を家いっぱいに広めよう
31 小学生 食事の時は必ず全員そろってる
32 小学生 食事の時には会話がはずんでハッピー
33 小学生 夜ごはんの時に学校のことを話す
34 小学生 食事の時は家族みんなでわいわい話す
35 小学生 毎日楽しく家族と会話
36 小学生 いつでも会話と笑顔があふれだす
37 小学生 食事の時以外でも家族で団らん楽しい時間
38 小学生 食事の時は家族の笑い声がいっぱい
39 小学生 食事の時はテレビを消して家族と会話をして笑顔をいっぱいにしたいです
40 小学生 夕食後は家族みんなで会話をする
41 小学生 テレビ見て、家族笑顔で明るい茶の間
42 小学生 休日は家族みんなでたくさんの会話
43 小学生 こたつに入り家族とのんびりして会話する
44 小学生 お茶の間は、みんなで楽しく会話をしよう
45 小学生 お手伝いは自分からしてみんなをゆっくりさせてあげよう
46 小学生 笑顔いっぱい、会話いっぱい
47 小学生 食後に家族でいっしょにテレビを見ていろいらな会話をしたい
48 小学生 お茶の間を家族の会話でいっぱいに
49 小学生 みんなそろってごはんたべたい
50 小学生 ごはんのあとにかぞくがやるすごろくがすきです
51 小学生 テレビみずみんなのかいわゆうごはん
52 小学生 おはなしいっぱいえがおいっぱい
53 小学生 かぞくぜんいんでトランプであそんだりべんきょうしたりするのがすきです

54 小学生
夕食の時は、家族そろって食べられる様にしてその日の出来事を話し合うようにしている。家族の誰かが出かける時には玄関で「いってらっしゃい」と見
送りをする。

55 小学生 学校でのできごとをおとうさんおかあさんにきいてもらう
56 小学生 かぞくにおきたらあいさつをする
57 小学生 「おかえり」「いってらっしゃい」ぼくのこえでおとうさんにこにこだよ
58 小学生 かぞくにおはようをいう
59 小学生 おはなしいっぱいえがおいっぱいわらいいっぱいげんきなかぞく
60 小学生 ごはんのときはみんなあつまってたべる

61 小学生
じてんしゃにのってじいじとばあばのはたけにミニトマトをもらいにいく。きれいにあらうのもわたしのしごと。「たくさんもらってきたね」っておかあさんがわ
らった

62 小学生 いただきますごちそうさまはわすれずに。かぞくみんなでたべるごはんはおいしいな。
63 小学生 元気なあいさつができる明るいお茶の間
64 小学生 おかあさんが本をよんでくれるとき、そのじかんがぼくといもうとの一ばん大すきなじかん
65 小学生 元気なあいさつができる明るいお茶の間

66 小学生
笑顔がいっぱい我家の茶の間、茶の間に響く娘の歌声はいつも我家はスマイル家族で楽しい毎日を送ります、我家の茶の間はみんなが集まる憩いの
場所です。

67 小学生 ノーテレビデー家族そろってかるたする。守っていこう富士山三保の松原家族でしりとり。
68 小学生 「あのね…」ではじまる私の話で皆の顔は七変化
69 小学生 家族みんなでいただきます。お茶の間はみんなの情報交換所。家族みんなでごはんを食べるとおいしく楽しく食べられるね。
70 小学生 あいさつ、ありがとう、ごめんねって、人をつなぐまほうのことば
71 小学生 夕食後は家族そろって今日一日の報告会
72 小学生 家族仲良く笑顔いっぱい

73 小学生
私のえがくお茶のまぞうはうちはふつうの家で犬が５ひきくらいいて自分のへやもあってへやでてれびもあってみんないっしょになれるへやあってごはん
はごうかです。いっぱいかぞくでいたいです。

74 小学生 家の中で花をかざってお花ばたけにしてごはんをかぞくで食べたい
75 小学生 家族みんなでよこはまちゅうかがいのしょうろんぽうをいっぱいたべたい
76 小学生 家族であつまるへやでテレビをみたい
77 小学生 ヒローイところでみんなでくるまをつくりたい
78 小学生 夕ごはんのあと、みんなでバスケをみてわいわいしたい
79 小学生 わたしはみんなでごはんをいっしょにたべたいです
80 小学生 テレビのへやで家族でいっしょにごはんを食べたり話をしたりしている
81 小学生 みんなへやの中でごはんいっぱいしたい
82 小学生 かぞくのみんなでごはんを食べたい
83 小学生 あかちゃんのときとはのことをおしえてもらいたい
84 小学生 いつもかぞくがいてにぎやかでいい
85 小学生 みんなのにがおえがざって、えがおいっぱい会話いっぱいおいしいごはんをいただきます
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86 小学生 リビングにいっぱいのおもい出をかざりたい
87 小学生 朝みんな早おきしてみんなでそろってごはんを食べたい
88 小学生 いろいろなものをいまはできないとおもうけどいろいろかざりたい
89 小学生 みんな早おきして同じたいみんぐくらいで朝ごはんを食べたいな
90 小学生 みんなでおやたちのてつだいをして、いっしょにかいものやゆうえんちなどへいき、いつまでもへいわなかぞくでいたいです
91 小学生 えがおいっぱいわらいいっぱいみんなでわいわいはなそうよ
92 小学生 いつもいっしょにいるかぞくがいい
93 小学生 一つの部屋に集まって他の部屋電気を消して会話いっぱい
94 小学生 食事の時はテレビをけしてえがおいっぱい
95 小学生 夜ごはんの時はみんなでテーブルをかこみみんな笑顔で「いただきます！！」
96 小学生 リビングで一人でいると広くかんじる。でも家族５人でいうとせまいけどなんか楽しい。
97 小学生 リビングで宿題、分からなくなったら家ぞくにきこう
98 小学生 ぼくの家は１台のテレビをかこんでなかよく見ています
99 小学生 テレビ番組をみながら会話する
100 小学生 たのしい話がいっぱい。明るいえがお楽しい話でいっぱいのお茶の間
101 小学生 なかがよくて健こうでけがやびょうきのすくない家族
102 小学生 朝ごはんみんないっしょにいただきます
103 小学生 私はごはんを食べている時、テレビを見て食べています。その時、家族としゃべりたいです。
104 小学生 テレビでプロ野球を見て家族みんなでもり上がる
105 小学生 私の親がごはんの時にしゃべっているけどみんなしゃべって今日あったことやおもしろい話をしたいです。１日１回明るく元気にしたいです。
106 小学生 家族みんなでお茶を飲んでホッとするお茶の間
107 小学生 出かけるときおくれるとはやくしなさいと怒られる
108 小学生 帰ったら親にも話をたくさんする
109 小学生 たくさん楽しい話をする家族。大きな家にすむ家族。たくさんわらってにぎやかになる家族。
110 小学生 みんなでいろんな話をしている所だと思います。たのしく話をしていて笑っている所だと思いました。
111 小学生 まっ茶と和がしがでてそれをいただく所。和風のかんじがする。
112 小学生 家族みんなでわいわいがやがや「いただきます」。たまにはねゲームをせず本を読むのもいいんだよ。
113 小学生 みんなえごはんをたべながらテレビをみてわいわいもりあがる。みんなで水泳をしてきょうそうをしたりしてだれが１位などでもりあがる。
114 小学生 広いお茶の間で家族とお話しながらごうかな料理を食べたい
115 小学生 テレビをつけて家族みんなでサッカーを見ながら「やった」「エ～」などいいながら見て楽しむ
116 小学生 家族と楽しくお話をする所。学校であったできごとやおもしろかった所を話す場所。ごはんを食べる場所。

117 小学生
テレビを家族みんなでみて、みんなで楽しく話をするところ。みんなでゆっくりするところでもある。あと、おかしや今日の出来事を言う家族とスムーズに
話せるところ。

118 小学生 家族で朝ごはんを食べたりテレビを見たり家族でいろいろなことを話したりするところだと思いました。
119 小学生 こはんを食べながらテレビを見ます。おもしろいテレビです。
120 小学生 楽しそうにみんなで話をしているところがいいと思ったから。それとみんなであそびをするのがたのしそうだなと思ったから
121 小学生 テレビをつけながらみんなで話をしたりほかにもごはんもみんなで食べたりする所です。
122 小学生 おかねもちになるかぞくになってなんでもかえるかぞくがいいとおもいました
123 小学生 みんなでごはんを食べながらテレビを見て感想を話す。そしておたがいの思っていたことをなっとくしあう。
124 小学生 テレビをつけて家族みんなでサッカーを観戦するところ。みんなで「イェーイ」と喜んだり「エー」と言ったりしながら大好きなサッカーを見ること。
125 小学生 やっとそろった！家族全員で夕ご飯、ほらごはんがおいしくなったよ！だからみんな笑顔でいっぱい！
126 小学生 １０年２０年たっても家族全員お茶の間で食事ができたらいいな
127 小学生 毎日みんなあつまって楽しい会話にたくさん笑顔
128 小学生 晩ご飯は家族みんなで準備をする
129 小学生 テレビを消して笑顔で話そう食事時間。話ではふれるにぎやかな時間。
130 小学生 ぼくのお茶の間像は、テレビを見ている父や兄の風景が見れてゲームをしているぼくがいる。そんないつもの生活がぼくの人生を明るく楽しくしてくれる

131 小学生
みんなが集い明るいお茶の間がいい。みんなが集いやすらぎがうまれるお茶の間がいい。みんなが集い笑顔がうまれるお茶の間がいい。ずっと家族が
つながっていたいから

132 小学生 家族と一緒にいる時間を多くして家族との間を笑顔でうめつくそう
133 小学生 食事のときは家族で食べる
134 小学生 ぼくの家では食事の時はテレビをつけてたべているからなにも話をしたりすることはあまりありません。なのでもっと話をしてたのしく食事をしたいです。
135 小学生 ご飯の後はみんなで団らん。ご飯の後は家族でお話。休日は家族ですごす。

136 小学生
何もはなさなければ空気がくらくなりしずかになってしまうのでまずはいろんなきゅうしょくとか今日のでき事をみんなにはなしをしてからみんなとたのしく
はなしあっています。みなさんもせひ声をかけて見て下さい。

137 小学生 毎日が楽しくかんじるこの会話。みんながね笑顔いっぱいこの話。
138 小学生 宿題の時は、テレビをみないで集中する
139 小学生 晩ごはんは毎日
140 小学生 家族全員でご飯を食べテーブルをみんなで囲みえがおや笑いがたえないお茶の間。みんなでテレビを見たり話したりするお茶の間。楽しいお茶の間。
141 小学生 ご飯のあとにみんな団らん。ご飯のあとはみんなでお話。
142 小学生 食事のときはテレビをみながらえがおいっぱい
143 小学生 家族とは私にとって一番の宝物、毎日楽しく過ごしている
144 小学生 晩ご飯、かぞくといっしょにいただきます、そしてごちそうさま
145 小学生 テレビを見ている時はほかのことをしないで見る
146 小学生 にこにこあいさつみんなそろってあさごはん
147 小学生 みんなけんかせず、みんなでがんばっていこうよ。みんなでいこう。
148 小学生 みんなげん気でスマイル
149 小学生 早ね早おきあさごはん。「ありがとう、ごめんなさい、おねがいいえるよい子」になりたいよ。
150 小学生 テレビやゲームを３０ぷんまでやる
151 小学生 いえでいっしょうけんめいしゅくだいやるからみていてね
152 小学生 ３ＤＳやるじかんをきめてすごそうよ
153 小学生 いつでもあいさつきらいなこえで
154 小学生 ゲームなくしておはなししてすごそうよ
155 小学生 かぞくの手つだいをする。おかあさんの手つだいをする。にこにこするよ。
156 小学生 みんなでなかよくするようにしたい。みんなといっしょにくらしたい。
157 小学生 しゅくだいしかけてあそばないこと。ゲームのじかん３０ぷん。しょくじはてれび見ないよ。じゅくをやすまない。
158 小学生 みんなとけんかをしないでなかよくはなそう
159 小学生 かぞくでみんなでごはんをたべよう
160 小学生 みんななかよくにっこりげんきにすごそう
161 小学生 かぞくとかいわ。かぞくといっしょに本をよむ。かぞくといっしょにごはんをたべる。かぞくといっしょに茶のぞうをみる。
162 小学生 わたしはよるごはんがいつもかぞくそろってたべれなかったからそろってたべたいよ
163 小学生 夕ごはんの後家族で毎日ふりかえりをしてちゅういしたりほめあったりする(家族でふりかえりの会をする）。１週間にいっかいは家族で本を丸よみする。
164 小学生 テレビを１０ぷんみるのをやめて１０ぷん母と話をするよ。早ね早おきをしてかぞくいっしょにいる時間をつくりたいよ。
165 小学生 おてつだいをしたいよ。帰ったとき、ごはんをたべるとき、いろいろなはなしをしたいよ。
166 小学生 たまには、ノーテレビノーゲームして家族のみんなでたくさん話したいです。
167 小学生 はやねはやおきみんなでごはんをたべたいです
168 小学生 家族みんなでごはんを食べる時はテレビをけしてみんなでお話をする。一日で一回はおてつだい。
169 小学生 「おはよう」「おやすみなさい」「ありがとう」「ごめんなさい」あたたかなあいさつをしたいよ
170 小学生 ときどきおやこで読書をしよう（一週間に３，４回）
171 小学生 ぼくの描くお茶のまぞうは、たまにはノーテレビ・ノーゲーム（１しゅうかんに火・木だけ）をするよ。そして家族とふれあいたいです。
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172 小学生
わたしは家の人と読書とだきしめあいをしています。お父さんは体が大きくてわたしがすっぽりはまってしまいます。お母さんはすごくぽかぽかしていて
おちつきます。いもうとはにこにこして強くぎゅっとしてくれます。「大好き」と言ってもらえます。家族は大好きです。

173 小学生 わたしはいつもお母さんと毎朝抱きしめ合いをしています
174 小学生 私は家の人に学校の話をします。学校の話をすると楽しいです。
175 小学生 ぼくはお母さんお父さんとだきしめ合っています
176 小学生 私はお母さんといつもだきしめ合っています。
177 小学生 わたしは毎日お母さんとお父さんに学校の話をしています
178 小学生 わたしはいつも家の人とお話をしています
179 小学生 わたしは読書やだきしめあっています
180 小学生 ぼくはいつもお父さんとさか立ちをしています
181 小学生 家族みんなでそろって今日あったことやどこかに行っておもしろかったことを笑いながら話しあうことです
182 小学生 いっしょにみかんを食べたりなべを食べたり野球をテレビでいっしょに見たりする

183 小学生
家族みんなそろって楽しく食事。いろんな話をしながらすごす１日。けんかもなくみんな毎日笑顔。食後はみんなでテレビ。テレビのことについてもいろい
ろな話。１か月に２回はノーテレビデー。

184 小学生 今日のできごとなどの会話をしたり、みかんを食べたりする
185 小学生 家族といっしょに元気にすごそう。すぐにけんかしてもなかなおりする。
186 小学生 家族みんなでテレビを楽しく見たりトランプなどで一しょにふれあったりしてもっと家族のことを知る
187 小学生 テレビを見ながら会話があって、笑いがある。一家だんらんでケンカがあってもすぐなかなおりできるお茶の間
188 小学生 カードゲームで遊んで笑ったりおこったり泣いたり喜んだりしてにぎやかなお茶の間
189 小学生 家そくみんなが集まる時間は土曜日か日曜日しかないからもっと集まることをふやして集まった時はみんなが楽しくしゃべるお茶の間にしたいです。
190 小学生 クイズ番組をみんなでみてクイズをみんなであてる
191 小学生 茶ぶ台の周りに集まって家族全員でお茶を飲みＴＶを見る
192 小学生 お母さんとお父さんは楽しくしゃべっていてぼくはみかんをたべてはなちゃんとうららでみかんを食べながらもう一このみかんを取り合っている。
193 小学生 家の人と今日一日のことを話し合う。好ききらいをなくしてみんなで楽しくごはん。
194 小学生 テレビやゲームは時間を決めて家族といっしょに会話をしよう
195 小学生 ぼくの家はごはんのときにしゃべることが少ないのでいっぱい話して家族のきづなをふかめたいです

196 小学生
「あいさつと会話がたくさん」になる。そのために夕ご飯をいっしょにたべて会話をふやしあいさつは朝おきたら明るく「おはよう」ねるときは「おやすみ」な
どとくせをつけたりポスターを家にはったりする

197 小学生 テレビを見ず家族との時間を増やしたくさん話する
198 小学生 えがおいっぱいお話いっぱいのお茶の間
199 小学生 １ヶ月に一度ノーゲームテレビデー
200 小学生 お茶の間に家族全員があつまりにぎやかな家
201 小学生 あいさつで家族みんながにっこり笑顔

202 小学生
朝起きたらすぐさまお茶の間にレッツゴー。理由は朝起きてすぐにお茶の間に家族で集まったら気が重い日でも楽しく笑顔になれて今日一日がんばれ
ると自信がつくから。

203 小学生 みんなであかるくお話ボードゲームをするお茶の間
204 小学生 笑顔で話がいっぱいで楽しく仲がよくておもしろいお茶の間像がいい
205 小学生 かぞくだんらんの茶の間にしたい
206 小学生 いつも笑顔がたえない家族
207 小学生 リビングでくつろぐ家族

208 小学生
「家族の会話や思いやりを大切に生活しよう」そのためには進んでボランティア活動に参加したり家族で今日あった出来事をはなしあう時間をつくったり
する。

209 小学生 １ヶ月に一度ノーゲームノーテレビデーをやる
210 小学生 今日あった学校の事を話す。ねる前は本を読んで会話をしたりする。お茶の間ではもっと会話あふれることが夢。
211 小学生 毎日いっしょにごはんを食べて一日の会話をする。お茶の間で家族でトランプや人生ゲームなどをやってスキンシップをとりたい。
212 小学生 毎日一緒にご飯を会話をしながら食べて、学校で起きたできごとをお話しするとき。ごはんをたべるときはたのしく話ながらたべている。
213 小学生 ゆっくり家族と話をしていっしょにいられる場所

214 小学生
私の家はごはんを食べるときや時間があったらみんなあつまります。家族で集まったときは、学校であったできごとや夢の中であった話などをして、とて
も楽しく温かいお茶の間です。

215 小学生 みんなでトランプなどをいっしょにする
216 小学生 食事のときに家族といっしょにごはんを食べている
217 小学生 家族でおやつで会話たくさん
218 小学生 休みの日の昼は家族みんなで昼食をとる。みんなでトランプをする。
219 小学生 家族と楽しく話したり、ゆったりとした感じのお茶の間。
220 小学生 いつも家族みんなでご飯をいっしょに食べたりテレビをみたりまったりすごしている。

221 小学生
家族みんなでごはんを食べる。ぼくの家はお父さんとゲームの話などをしている。月～金は弟、お母さん、おばあちゃんと、土日は弟、お母さん、おばあ
ちゃん、お父さんとごはんを食べている。

222 小学生 テレビを消してトランプを家族でやりました。トランプでは「銀行」や「ばばぬき」などをやりました。これからもテレビを消して家族みんなでやりたいです。
223 小学生 いつも習い事がない日は家族で夜ごはんを食べています。時々トランプをやります。これからもいろんなことで遊んだりしたいです。
224 小学生 返って来て学校のお話。ひまな時たくさん会話。いつでもあいさつ。
225 小学生 家族で毎日ごはんをたべています
226 小学生 家族でいっしょにごはんをたべたりしたい
227 小学生 ぼくはお茶の間は家です。家でみんなトランプをして楽しみたいです。
228 小学生 ごはんをいっしょにたべている

229 小学生
私の家のお茶の間は、ご飯を食べるテーブルです。いつも家族そろってご飯を食べています。でも最近では家族みんなで楽しくお茶の間で食べたりお話
ししたりしたいです。

230 小学生 きゅうじつはお母さんと出かけたりします。家族全員でごはんをたべたりしています。
231 小学生 帰ったら今日の話盛りだくさん、元気でしあわせな家族はいいな
232 小学生 みんなでご飯をもりもり、テレビを消してみんなで話そう
233 小学生 テレビを消してたのしくしょくじ、家ぞくみんなでいただきます。
234 小学生 家族といろんな話をいっぱいしたい。積極的に手伝いをしたい。
235 小学生 食事の時はほかのことなどやらないで会話をふやす
236 小学生 たべる時はみんなではんしたのしいしょくじにしよう！！
237 小学生 お母さんお料理には私のきらいな物が入っているけど気付かずに食べる私。
238 小学生 土曜のおやつはみんなでいっしょ、おしゃべりたくさん！仲良く楽しくすごそう
239 小学生 「今日の晩ご飯何？」と言い合う。会話がたくさん！家族っていいな。
240 小学生 ご飯のときはわいわいがやがや会話いっぱい
241 小学生 今日の話や出来事をご飯食べながら話し合いタイム
242 小学生 おいしい食事みんないっしょに、みんな元気に、みんな笑顔で
243 小学生 ご飯のときは、テレビを消して家族がそろったらいただきます
244 小学生 リビングで母と弟と夜ごはん。父が帰ってきてもっとごはんがおいしくなる。そんなことができたらいいな。
245 小学生 食事の時は楽しいお話をし、いい食事にしよう。
246 小学生 家族で団らんするためにやることは早くして家族ですごす時間を大切にしたいです。
247 小学生 親が休みの日は共にだんらん。テレビを見たり話をしたりしていつもはできないことを共に過ごそう。
248 小学生 食事の時はむだなことはせずに家族と話そう！家族で話題を出してたくさん話そう！
249 小学生 みんな笑顔で楽しい食事、家族と会話がたくさんある食事
250 小学生 ごはんのときはテーブルをかこんでかぞくでたのしくしょくじ
251 小学生 食べる時は、テレビを見ずに家族と話そう
252 小学生 食事をしたらテレビを消してみんなで遊ぼう
253 小学生 食事の時はみんなで準備、食べる、しゃべって明るい家てい
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「私の描くお茶の間像」作品一覧表

区分 私の描くお茶の間像
254 小学生 笑顔いっぱい会話いっぱい笑って話すそんな家族のお茶の間
255 小学生 毎日、楽しくいろんな会話をして、いつも明るい食事
256 小学生 楽しくしゃべったりテレビをみたりしながら食べよう。でも口の中にはいっいるときはしゃべらない。家族でたのしくたべたりのんだりしよう。
257 小学生 みんなでご飯を食べるとき、たまにはテレビでばくしょうしたい。兄と母さん父、そして私。仲はいいケドお話くらいしたい…。
258 小学生 全員そろって「いただきます」「ごちそうさま」みんな笑顔でご飯をたべる
259 小学生 食事は家族みんなそろっていただきますをしてたくさんお話。ＴＶを消してたくさんお話。
260 小学生 家族だんらんの時間はみんなで会話をたくさんしよう
261 小学生 食事の時は、テレビを消して楽しさいっぱいおもしろさいっぱいの元気が出る会話
262 小学生 家族みんなでテーブルをかこんで学校の話、いやなこと、たのしかったこと、たくさん話をして、みんな笑顔で楽しく食事。
263 小学生 みんなでゲームをやると楽しいから、できるだけ思いやって楽しくやりたいです。
264 小学生 ぼくはサッカーのジュビロいわたが好きなので、そのジュビロいわたの話をしている時がいちばん楽しい。
265 小学生 食事の時は、いつもいつも会話にのってくれる家ぞく。いつも楽しく話したり学校のことを話をしたらへんじをしてくれる家族。
266 小学生 朝ご飯を食べている時、家族全員で話すのが楽しい。テレビを消してトランプやゲームをしてたくさんあそびたいです。
267 小学生 家族みんなで会話いっぱい笑顔いっぱい。家族みんなで笑顔いっぱいならうれしさいっぱい楽しさいっぱい。
268 小学生 笑顔で話をすると話ふくらむよ。いつもでてくるおいしい料理を食べながら
269 小学生 台所で家族みんなといっしょにご飯を食べながら、学校であったおもしろかった話をしている時が楽しいと感じます。
270 小学生 毎日がみんな笑顔で楽しいお茶の間、ずっとつづくといいのにな
271 小学生 パパとママといもうととぼくでいっしょにご飯を食べたいな
272 小学生 金曜日はカレーの日。大すきメニューうれしいな。
273 小学生 わたしは、家族と話すのがすっごく楽しいし、これからはもっと家族とたくさん話したいです。
274 小学生 家族全員で学校の話やテレビの話をすると食事がもっとおいしく感じる。という意味「家族で食事をしようおいしいよ」
275 小学生 食事のときに、テレビを見ながら会話。テレビを消して会話。どちらでも楽しく会話がはずむ。
276 小学生 「ひまなとき家族で遊ぶ楽しいね」ひまなときは家族と遊ぶと明るくなると言うことを５７５であらわしました。
277 小学生 ボーとしているときが一番幸福だ。いつもまじめに話をしていたら雑談になる。

278 小学生
ご飯を食べるときかいっしょにテレビを見ているときが一番楽しいし大切な時間。いつも笑顔でいると心がおちつく。家族といっしょにいても心がおちつ
く。

279 小学生 無言で終わらず、会話と笑顔が飛び交う明るいお茶の間がよいと思う。いつでも笑顔と笑いがあふれるお茶の間。
280 小学生 家族一人一人が忙しくとも一週間に一回は家族全員でゲームを楽しくできたらいいな。
281 小学生 平日の朝・昼はみんなばらばらでも休みの日の朝・昼・晩はみんなえがおでいただきます。
282 小学生 週末の夜、おかしを食べながらみんなで映画を見よう。
283 小学生 家族といっしょにあそんだり話をしたりして楽しくちょっとでもすごしていきたい。
284 小学生 野球の話をしているときが楽しい。みんなで遊んでいるときが楽しい。
285 小学生 友達と野球をしているときがたのしい。たくさんの友達と野球をするのがおもしろいから。またやりたい。
286 小学生 テーブルを家族でかこんで会話の輪。ごはんより会話が進む楽しい時間。
287 小学生 よるごはん、家族とたくさんはなしたりたのしくいっしょにたべたい。

288 小学生
おいしいごはんをたべながらみんなでわくわくたのしいお話。お母さんが作ってくれたおいしいご飯を食べながら家族そろって今日あった楽しいことを
いっぱい話し合おう。

289 小学生
私の家で毎日妹とけんかをしています。だからこれからもけんかをしたくないから妹となかよくくらいしたいからむかついてもがまんするようにしたい。理
由は家族ともっとふれあいたいからです。

290 小学生 バスケの話をしている時が一番楽しい
291 小学生 家族みんなでテレビをみていると、とっても楽しいです。おいしいご飯もいっしょに食べるとおいしさ倍ぞう。
292 小学生 家族といっしょに食事しながら会話し、テレビけしてゲームもやめてたのしい会話。
293 小学生 家族といっしょに食事しながら会話し、テレビけしてゲームもやめてたのしく会話
294 小学生 みんながにぎやかに何でもはなしあえるお茶の間
295 小学生 テレビやゲームはなしで会話だけで楽しくすごす。ゲームとかよりも昔の話とかのほうが楽しくすごせる。

296 小学生
家族でかこんでたべるご飯はとってもおいしいはずだからみんなでいっしょに食べようね。会話をしながら食べたらもっとおいしくなるんだよね。なら会話
をしながら家族みんなでご飯を食べよう！

297 小学生
お茶の間で家族みんなでご飯を食べて、テレビをみながらテレビの事を話したり、今日の出来事を話したりして、家族で笑顔になって楽しいお茶の間に
したいなぁ！

298 小学生 お茶の間から「ありがとう」などと家族が笑顔になれて、会話もあふれるお茶の間にしたい。
299 小学生 みんなでテーブルを囲んで１日あった出来事を楽しくみんなでお話をする
300 小学生 家族とわらいながらお茶をのみたいな
301 小学生 家族と共に楽しい会話がはずむお茶の間に、そして明るい笑顔がうまれるお茶の間にしたい。
302 小学生 夕ごはんに今日の料理の感想を言う。今日の楽しかったことを言う。
303 小学生 家族そろって会話いっぱい
304 小学生 家族で仲良くテレビを見る。お母さんと仲よくする。
305 小学生 リラックスして仕事のつかれがとれるように、明るく笑顔なお茶の間にしたい。
306 小学生 家族仲よくけんかをせずにのんびりできるお茶の間
307 小学生 テレビを見ても会話いっぱい笑顔いっぱい
308 小学生 テレビはつけて、そのテレビのことや今日やったでき事をたくさん話して会話がいっぱいのお茶の間
309 小学生 みんなで今日あったことや話したいことを話し、仲がよい家族

310 小学生
「ただいま」「おかえり」言葉を交わしあいそのまま茶の間へかけこむ。お母さんお父さんお姉ちゃんそして犬までがわきあいあい楽しく話をする幸せな時
間。

311 小学生 いつも以上においしいごはんを作ってもらってさらに会話のじかんを少し作る
312 小学生 お父さんやお兄ちゃん、家族みんなで楽しくごはんを食べる。
313 小学生 テーブルを家族みんなでとりかこむ。楽しい楽しいお話をしながら。

314 小学生
ごはんを食べるときに一日のあったことを話すようにする。みんながそろっていたら同じように一日あったことを話すようにしたい。ゲームの時間をみんな
とできるだけ話すようにしたい。

315 小学生 みんながたのしくテレビをみたりたのしいはなしをしている。
316 小学生 みんながやさしく接してくれるお茶の間
317 小学生 部屋から出る時は、テレビや電気を消してから行き、家族とのふれ合いを多くする。
318 小学生 こたつでみかんをたべ（冬）、犬をだいてぐだぐだしながら話す。または、たわいもない話しをしながらにげる。
319 小学生 家族みんなで今日の出来事を楽しく話せる
320 小学生 家族で今日の出来事を話したり、夏休みはどうするか盛り上がる会議をする！
321 小学生 家族みんなで富士山を見ながら楽しくいろんなことを話すこと
322 小学生 食事の時は家族みんなで話す
323 小学生 家族みんなで楽しくいられるお茶の間！
324 小学生 みんなで今日あった事を言って楽しく会話する
325 小学生 食事のときは、家族で集まって今日の出来事をたくさん話し合って笑顔でいっぱいのお茶の間
326 小学生 家族でトランプやボードゲームをおはなしをやりながらたのしくたいな
327 小学生 にぎやかで仲良くはなしをしながら食事をする
328 小学生 テレビばっかりみてないでたまには相手の目をみてよ
329 小学生 食事は家族全員でテレビを消して会話いっぱい
330 小学生 ねるときおきるときいがい下にいて会話いっぱい
331 小学生 みんでわらってすごせるお茶の間
332 小学生 いつも笑顔があふれてなにをするのも楽しいお茶の間。ケンカしていてもみんなでお話しすればすぐに笑顔になれるそんなお茶の間。
333 小学生 話しの時はゲームテレビパソコンやめて話しに夢中
334 小学生 みんな楽しく会話してみんながしっかり答えてくれるからうれしいです
335 小学生 家族でごはんを食べている時は下に会話がいっぱいつまっている
336 小学生 いつもえ顔でたのしいお茶の間
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337 小学生 家族で助け合いケンカのない家族、仲よくすごす日々をこれからやっていきたいです。
338 小学生 食事の時は、家族でいっしょにごちそうさま、いただきます
339 小学生 朝はいそがしいけどみんなで食べよう朝ごはん
340 小学生 楽しい会話で楽しい食事
341 小学生 １日１時は家族と会話リラックスタイム
342 小学生 朝ごはんしっかりたべて学校へ
343 小学生 食事の時はみんなでたのしく話す

344 小学生
私の描くお茶の間像は、みんなで今日あった出来事などをいったりして楽しくおしゃべりができてそのあとみんなでのみものをのんんだりする、それが私
の描くお茶の間像です。

345 小学生 「アハハッ！」の声が家中にひびく家族！必ずだれかと食べる食事。それが私の家族のマナー！！
346 小学生 ずーとうるさくてにぎやかでたのしいおちゃのま
347 小学生 家ぞくみんなであつまれる食事の時はテレビをけして話をしてもっとみんなで話す時間をふやしたい。いっしょにいるじかんをふやしたいです。
348 小学生 ひまだったらお茶の間にあつまっていろんなはなしができるといいな
349 小学生 食事の時はテレビを消してなかよく会話いっぱいなお茶の間
350 小学生 食事のときはテレビをみずに会話いっぱいえがおいっぱい
351 小学生 みんなで楽しく話ししてけんかが０パーセントのかぞくになりたい
352 小学生 食事の時はみんなそろっていただきます
353 小学生 家族が楽しくいっぱいはなしてうそをつかずにしょうじきに話すお茶の間。しょくじのときはテレビを消す。
354 小学生 いつもえがおいっぱいのお茶の間
355 小学生 食事の時はテレビを消して楽しく会話
356 小学生 おやつの前は手を洗ってから食べる
357 小学生 テレビを消して楽しく食べるお茶の間
358 小学生 食事の時はみんな仲良く会話する
359 小学生 犬のさんぽはいっしょに
360 小学生 テレビをつけてたのしく会話もあって楽しい茶の間
361 小学生 食事中に親にけんかしてほしくない
362 小学生 おやつのときも楽しくおしゃべり
363 小学生 食事の時はいろいろ話し合っておいしく食べたい
364 小学生 テレビを消して本をとじ、しっかりかんでニッコニコ
365 小学生 みんな仲よくあさごはんをたべたいです
366 小学生 のこさず楽しく会話がはずむ楽しいごはん
367 小学生 まい日キャンプをしてゲームをやりたい、そしてバーベキューもしたい
368 小学生 食事の時は元気いっぱい会話いっぱい
369 小学生 いつもえ顔いっぱいでのこさずもりもり食べよう
370 小学生 おいしく食べながら楽しく会話できる食たくにしたい
371 小学生 朝・夜はみんないっしょに楽しくごはんを食べる
372 小学生 毎日ワンピースのえいがをみながらバーベキューをしてたべたい
373 小学生 いつもテレビを見ながらおもしろいおちゃのまにしたい
374 小学生 テレビをけしていつもはなして笑いつづけるお茶の間がいい。テレビをみていいのはしゅう３かいにしてたくさんはなす。
375 小学生 リビングでたのしくかこもうみんなのしょくじ
376 小学生 食事の時はテレビをけして楽しい会話をしながらみんなそろっていただきます
377 小学生 食事のときはテレビを見ないでみんなで楽しくかいわしよう！！
378 小学生 テレビをけしてみんなげんきにいただきます。かおくのかいわの輪をひろげよう。そしておいしくたべよう。
379 小学生 かぞくがあつまればたのしい食事のじかんがはじまる
380 小学生 テーブルをかこんで楽しい会話をいっぱいしよう
381 小学生 テレビを消して楽しくおいしい食事
382 小学生 食事のときに楽しく会話をする家族
383 小学生 家族で食事。私のおかずはみんなの笑顔
384 小学生 食事の時は会話をしつつマナーを守る
385 小学生 テレビを消して家ぞくで会話をすると会話が広がる
386 小学生 １日テレビを見る時間をすくなくし、かいわいっぱいに。うちにかえってきたらただいまをして元気いっぱい。
387 小学生 みんなで楽しく会話。ノーメディアにしよう！
388 小学生 食事のときはテレビをけして話しして食べる。食事の前にはいっぱい食れるようにあまり飲み物を飲まない
389 小学生 夕ごはんのときはてれびををけしてみんなで会話
390 小学生 家族にえがおがあらわれる、会話に明かりがともる、お茶の間の夜はわたしにとって特別な時間
391 小学生 ゆっくりのんびりしゃべって楽しい事をするような家族
392 小学生 食事で楽しくなんでも話せる家族
393 小学生 家族みんな大きな声で心をこめて「いただきます」たべおわったら感謝の気持ちをこめて「ごちそうさま」
394 小学生 食たくの上はお話たくさん楽しい食事！
395 小学生 家族でいっしょうにいただきます
396 小学生 たまにはテレビゲームをやらないでかぞくみんなで楽しくしゃべりたいな
397 小学生 食事のときはみんなニコニコ楽しい食事
398 小学生 しょくじではたのしくうれしくできる家族

399 小学生
家族が仲良く毎日すごすためには食事というまほうが必要です。そのまほうを続ければきっと仲良くなるはずです。ただし続けなければそのままの生活
になるでしょう。

400 小学生 家にお父さんがいない。お母さんと妹がもりあげてくれる。お父さんが帰ってくるとみんな笑顔になる！
401 小学生 みんなが、なかよく一生けんめいひらけお茶の間ぞう
402 小学生 いつも、え顔であいさつをわすれず、なかよくする。（たとえば「ありがとう」「おやすみ」とか）
403 小学生 わたしは、ごはんのときに、「いただきます」をちゃんとしよう
404 小学生 いつも、おとうさん、おかあさんに、ごはんを食べさせてもらっているからかんしゃしていただく
405 小学生 みんながきょう力したすけ合う
406 小学生 どんな人にもあいさつを
407 小学生 ひとかぞくごはんぱくぱくたべようね。おいしいえがおがあふれるよ。ごはんはねみんながなかよくなるまほう。
408 小学生 おいしくのもう！おいしくたべよう！え顔でいつも会話いっぱい
409 小学生 食事の前は、きょう力をしておてつだいいっぱい。
410 小学生 みんなであいさつえがおいっぱい
411 小学生 たすけ合いは、ありがとうのかえしあい。
412 小学生 ごはんの時はお話いっぱい。
413 小学生 いつも読書を１回はする！たいへんなときはたすけ合いやきょう力
414 小学生 かぞくでたべるとおいしいな
415 小学生 みんながえがおで楽しい1日

416 小学生
いつもえがおであかるいあいさつなくさないように、ごはんのときは、えがおでいっぱい、かいわいっぱい、たのしさいっぱい読しょも１日に１さつは、読ん
でほしい。

417 小学生 おいしいごはんでたのしく会話は、大すき。
418 小学生 家族みんなでお話タイム。しょくじ中はノーテレビ
419 小学生 かぞくいっぱいみんなごはん。
420 小学生 いつもみんなでたすけあう。
421 小学生 いつもえがおであいさつ。
422 小学生 いつもみんなでおいしいごはんをたべて、今日も元気いっぱい
423 小学生 いつもえがおで、いっぱいあいさつ
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424 小学生 いつも元気でえがおいっぱい
425 小学生 ごはんの時は、テレビをみないで会話いっぱい
426 小学生 みんな楽しく会話いっぱい
427 小学生 たすけあいはきょうりょくのもとになる
428 小学生 かぞくみんなでえがおいっぱい
429 小学生 あいさつの「わ」をつなげよう
430 小学生 ちいきの人にあったら毎日あいさつをする
431 小学生 ごはんの時は、げひんなことばをいわない
432 小学生 ごはんの時はテレビをけして、お話いっぱい。正じきにほしい物ややりたいことをやる。
433 小学生 かぞくでなかよくかいわがいっぱい。みんななかよくたすけあい。みんながテレビをけしてなかよくかいわ。
434 小学生 ごはんの時間は、いただきます。ごちそうさまをいって作ってくれた人にかんしゃする。
435 小学生 かぞくでいっしょにえをかく
436 小学生 家ぞくで、おかしを食べながらテレビを見たい。（テレビは長い話）→らく
437 小学生 きょうたのしかったことやおもしろかったところ。トランプ大会をやってわらってみたい。
438 小学生 おかあさんのじっかでばーばがよみきかせをしてくれたリビングがいい
439 小学生 夕ごはんは会話いっぱい、話してわらって、あたたかく楽しいえがおいっぱいの家族。
440 小学生 わたしはみんなで、トランプの大会をしたいです。
441 小学生 家族みんなで外であそんでお話をしたい
442 小学生 家でどくしょをする。家でべんきょうをする。
443 小学生 今日みんなでてれびをみた
444 小学生 かぞくに、読みきかせをしてあげたり、みんなでトランプをして、もっと会話をいっぱいしたいです。
445 小学生 食事の時は、みんなで、お話をしたい。
446 小学生 テレビを見るときは、なかよくわらう。トイレにいくときは言ってからいく。

447 小学生
ゲームをやめてもらって、てじなやうのとかをやったりおはなしをしたりしたいです。なぜかというと、とうちゃんたいががゲームでかあちゃんがせんたく
で、あにかが本をよむだからです。

448 小学生 ごはんのときはテレビをけして楽しい話をしながら食べる。

449 小学生
ぼくは、みんなでウノ大会をやりたいです。たまにはテレビをけしてみんなでなにかたのしいことをやりたいとかんがえていて、おかあさんが「いいよ」と
言ってくれたのでこれにしました。

450 小学生 ごはんのときはたのしくごはんをたべよう
451 小学生 みんなでウノをしたり、今日、おもしろかったことや楽しかったことを話したい。
452 小学生 かぞくでよみきかせしあう。かぞくみんなでべんｊきょうする。かぞくみんなではなしあう。かぞくみんなでえをかいてみせる。

453 小学生
今日、何があってどうなったかというのを話し合えば、みんなでえがおでいられると思います。家族は、みんなトランプがすきだからトランプをしてあそぶ
のもいいと思います。

454 小学生 ごはんのときはてれびをやめて楽しい家族にする。
455 小学生 みんなで話してたのしい家族
456 小学生 食事の時は、今日あった出来事を、みんなでお話をしたい。
457 小学生 わたしは、家ぞくみんなで楽しく会話をしたい。
458 小学生 みんなで、本をよみきかせしたり、今日のおもしろかった事をはなしたり、トランプでババぬきをしたい。
459 小学生 １日１回クイズがっせんや今日あった出来事を発表してみんなでわいわいしていきたい。
460 小学生 かぞくみんなでトランプをしたらいいとおもう。かぞくみんなではなしあい。
461 小学生 家族みんなでなにかあそびをする。
462 小学生 かぞくでおかしをたべたりはなしながらテレビをみる。おわらいでいろいろなまねもしたいな。
463 小学生 かぞくで本をよみあう
464 小学生 けんかをしないで、わーわーしゃべって、わーわーわらって、にぎやかなかぞくになりたいな。
465 小学生 かぞくでしょくじをするときは、みんながきょういちばんうれしかったことやたのしかったことをはなす。
466 小学生 家族みんなでかるたやトランプをやりたい
467 小学生 家族みんなでじゅんばんにたいこのたつじんをしてあそんだり、話をする。家族みんなでかるたをしてあそぶ。
468 小学生 そばやでお茶をのんでる。
469 小学生 家族みんなでいろんなおみせへいってかいものをしたい。
470 小学生 かぞくみんながそろって、テーブルをかこみ大きな声で「いただきます。」そして、食べおわったら「ごちそうさま」
471 小学生 家族みんなで、いろいろなお店に楽しく行きたい
472 小学生 家ぞくみんなで話をできたらいいな。またじいじと話をできたらいいな。
473 小学生 みんなでお茶をいただきます。話をいっぱいしてのみます。
474 小学生 もしものために、校つうのことを話したり、その校つうのじゅんびをしたりする。
475 小学生 しょくじのときににこにこたのししょくじにしたいです。
476 小学生 テレビをみている時に、全員でお茶をのみます。

477 小学生
食べてるときに、学校の話しをする。でも、口の中に食べ物が入っているときしゃべるとぎょうぎがわるいから、のみおわったときに学校のことをしゃべ
る。

478 小学生 毎日家族全いんで学校かようちえんであったことをみんなではなしてテレビをけしてごはんをたべるとたのしいな。
479 小学生 テーブルでみんなでゆっくりとお茶をのみながらテレビをみたい。お茶をのみ、みんなで元気ですごしたい。
480 小学生 食事の時は、テレビをけして、今日も、えがおいっぱいの会話でにこにこ楽しくにこにこ食事タイム。
481 小学生 テーブルで、学校やあそんだことを楽しくたくさん、お父さんや、お母さんと話してすごいたい。
482 小学生 お茶の間で、もしもかじがおこったら、もしものことをみんなでお話したい。お茶の間でもし今じしんがきたらどうするっていうことを話したい。
483 小学生 いつもごはんを、作ってくれて、ありがとう。
484 小学生 テレビをけして、かいわいっぱいうれしいな。いつも家事をありがとう
485 小学生 毎日かぞく全いんそろっていっしょにごはんをたべたい。それからかぞくそろってお茶をのみたい。
486 小学生 家ぞくそろってテレビを見たりおかしを食べたりいろんなことができたらうれしいな。
487 小学生 おじいちゃんのしごとはさ、お茶やだからさ、いっしょにいって、お茶をのんで、どんなあじか、しらべようね。
488 小学生 あそんでたのしくかぞくでやったりいろいろはなしたりする。
489 小学生 このおちゃすごくおいしいね。
490 小学生 お茶の間でお茶をごくくといっぱいのんでみたい。
491 小学生 学校でのあった話し。ママといっしょにパスタを作りたい。学校であったたのしかったことうれしかったこと。
492 小学生 ママといっしょにデザートやおりょうりをつくりたい。
493 小学生 いろんな話をしたい。みんなでなかよく会話をしてよろこばせたい。
494 小学生 がっこうのはなしをしてあげたいな。いつもみんなであそびたいな。
495 小学生 テーブルの上で家ぞくみんなでおでかけやおもしろいテレビのお話をしたい。
496 小学生 家族みんなのあいさつでみんな元気がでてくるよ。大人になってもつづけよう。
497 小学生 くらいよるにあかるいはなびかぞく７にんのえがおもあかるいよ。
498 小学生 ごはんの時は、テレビを消して家族全員テーブルのところで、おもしろい話しをいっぱいおもしい時間を作りたい。
499 小学生 家は小さくて、シンプルな家で、優しくする家族が一番いい。
500 小学生 こまっていりときにいつでもたすけあいができる家ぞくがいいな。
501 小学生 家をおもしろくしてくれるちからもちでおもしろいお父さんになりたいです。
502 小学生 食事のときは、1人で食べずにみんなで食べて会話いっぱい
503 小学生 食事の時は、テレビを消して、みんな笑顔で、食べたいな。
504 小学生 時間あれば会話したいなぁ
505 小学生 食事の時は、楽しく会話いっぱい
506 小学生 テレビをみながら、家族といっしょに話すと楽しいな
507 小学生 おいしいごはんにいっぱいえがおおしゃべりいっぱい楽しい食事
508 小学生 食事の時はテーブルかこってテレビ消して仲良く会話する
509 小学生 家族みんなで楽しいごはんのとき
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510 小学生 おいしいごはんは、みんないっしょにいただきます
511 小学生 「いただきます」と「ごちそうさま」をみんなでいっしょにやりたい。話しをいっぱいしているよ
512 小学生 お父さんお母さんがけんかをしても食事の時はしゃべってほしい
513 小学生 家族みんなで食事をおいしく食べたい

514 小学生
わたしの家は、おしゃべりいっぱい楽しい夕食を食べたいです。おいしごはんは、みんなで食べれば「もっとおいしく」「もっと楽しく」え顔いっぱいで食べ
れるといいな

515 小学生 楽しく食べれたりする。
516 小学生 会話いっぱい、えがおもいっぱい
517 小学生 お茶の間にみんなのえ顔が広がるようになったらいいなぁと思います。
518 小学生 夕ごはんいつもたのしみおしゃべりタイム
519 小学生 みんなそろってごはんを食べる。いつも楽しい家庭。
520 小学生 楽しくいっぱい話しができる家族がいいな。
521 小学生 楽しい家族になりたい。いつもお母さんに言いたいなおいしいごはんありがとう
522 小学生 仲よく、楽しくごはんを食べたいです。
523 小学生 食事の時は、みんなそろって「いただきます」お話いっぱい楽しさいっぱい
524 小学生 家族みんなでおふろにはいる。楽しいな。ごはんのときはみんなでテーブルかこんでおいしいな。
525 小学生 食事のとき、楽しい会話ふやしたい。
526 小学生 食事中、いっぱい会話楽しいな。

527 小学生
みんながえ顔でテーブルへ。席についたらおしゃべりいっぱい。今日あったこと、楽しかったこと・・・。大好きな家族とのおしゃべりがいっぱいでうれしい
な。

528 小学生 お茶の間は、会話が広がる笑顔の間
529 小学生 テーブルで楽しくおいしいごはんを食べる。
530 小学生 お話が毎日ある。
531 小学生 テレビを消して、家族みんなでお茶のみながら、お話ししよう。
532 小学生 土日に家族みんなでテレビを見る事

533 小学生
テレビを見ずに、家族みんなで集まり会。一人一人のお話、そして、たくさんのえ顔。たくさんおえ顔は私に勇気をくれる。私は、この楽しい集まり会が大
好きなんだ。

534 小学生 みんなで楽しくテレビをつけてわいわい楽しくみんなで会話。
535 小学生 テレビをけしてみんなではなしあいがいいな。
536 小学生 今は、おばあちゃんと２人でお茶の間で一しょだけで、お父さんとおじいちゃんも一しょにお茶の間で話せたらいいな。
537 小学生 食事の時はテレビを消して家族で会話楽しもう
538 小学生 楽しいおしゃべり楽しい食事。そんなことができるお茶の間がいいな。
539 小学生 お話の家族いろいろしゃべって楽しい家族がいいね。
540 小学生 かぞくでまいにちごはんのときは、おはなしでうれしいな。
541 小学生 みんななかよくたのしいお話を毎日する家族っていいな。
542 小学生 お茶の間で皆そろって、いただきます。おしゃべりしながら楽しくごはんを。
543 小学生 食事の時、家族みんなで楽しく会話。おしゃべりしながら、楽しく食べよう。
544 小学生 かいわを楽しもう
545 小学生 家族みんなで、たのしく、いっしょに会話する。うれしいな。
546 小学生 みんなでねワイワイ楽しくすごす時間
547 小学生 テレビ消し、みんなで遊ぼうトランプで
548 小学生 家族みんなでごはんのときは、みんなで楽しく食べよう
549 小学生 テーブルにあつまりごはんをたべようねたのしいかいわもしようね。
550 小学生 お茶の間でお手伝いこれからも毎日していきたいな。
551 小学生 いつも楽しい会話をしながら、たくさんわらって、食事をする。それがとてもうれしい時間。
552 小学生 ぼくの家、テレビをけしていただきます。ぼくの家、ごはんをたべてわらってる。
553 小学生 ぼくのかぞは、みんなそろったらテレビのまえでごはんをたべたりのんだりしておはなしをする。
554 小学生 家族そろってみんなでごはん
555 小学生 土日は、家族そろってみんなでごはんをたべたいなと思う。
556 小学生 ごはんの前に、みんなそろっていただきます。
557 小学生 しょくじのときは、みんなそろって、たのしくたべよう。
558 小学生 食事のときは、家族でそろって「いただきます」
559 小学生 いつまでも家族みんなで食事をしたい。
560 小学生 楽しく話してみんなでごはんを食べる。
561 小学生 みんなでそろってたくさん会話をしたい。
562 小学生 ゆうはんは、ままがつくってくれてみんなでいっしょにたべた
563 小学生 食事の時はテレビを消して、話をして食事が終わったらテレビをつける。
564 小学生 テレビを消してみんなそろって「いただきます」をしている。
565 小学生 いつもテレビをつけて、テレビに出たワードで話しをする。
566 小学生 ごはんをたべるときは、今日あったことをゆう。
567 小学生 いつも、学校のことをはなしている。
568 小学生 私は、食事中の時は、学校の楽しいことを話しています。
569 小学生 今日あったことを話しながら楽しく食事
570 小学生 おしゃべりをいっぱいしたいなー。学校の話しをいつもしているよ。
571 小学生 食事の時はテレビを消して楽しいことや学校の会話がいっぱい。
572 小学生 食事の時は、楽しい会話をしたいです。
573 小学生 学校であったことを話す。
574 小学生 学校であったことを話す。
575 小学生 「おいしい！えがおでお話」
576 小学生 口の中に食べ物がはいっていたらしゃべらない。
577 小学生 学校であった事を話して食事をしずかにしないようにしたい。
578 小学生 家族全員でごはんをたべたい。
579 小学生 学校の話しをいっぱいしたい
580 小学生 仕事とかいがいで家ぞくみんなで食べたい
581 小学生 食事のときは、テレビをすこし見てたくさんの話しをしたらいいと思う。
582 小学生 食事の時に、それぞれあった出来事を話し合いたい。

583 小学生
わたしのお家のお茶の間像は、ばんごはんを食べている時に学校での給食やじゅぎょうの話し、一番たくさん話しているのは給食の話しでいつもたくさ
ん話しているのでお母さんにおこられるけれど家族といっしょに話をしているといつもよりばんごはんがおいしいです。

584 小学生 わたしは、家で話ながら楽しいくらしができたらとてもいいな。
585 小学生 ぼくは、家であまり会話をしていないので今後、学校の話しをいっぱい家族で話し合いたいです。
586 小学生 ぼくのお父さんやお母さんは仕事でいそがしいのでおねえさんと食事をしている時にテレビを消しておねえさんと会話いっぱいしています。
587 小学生 毎日ごはんの時はテレビをけしてテーブルをかこんで家族でいろいろお話をしているよ
588 小学生 わたしの家はごはんを食べる時や車にのっている時など家族といっぱい話す時間があるので、これからもつづけたいです。
589 小学生 ９時前にねむれる時に、母が、読み聞かせをしてくれます。私と弟、妹はそれを楽しく聞いています。

590 小学生
わたしは、お父さんとお母さんが土日以外仕事で忙しくて帰りがおそいです。食事するときは家族でテーブルをかこんで食べたいです。きっと家族みん
なで食べたほうがずっとおいしいと思います。

591 小学生
ぼくは、ごはんの時とか家族でいっぱいいろんなことを話したいです。たとえば今日あった話とかをしたいです。それとがたのしみな話しうれしかった話を
したいです。

592 小学生 私のお母さんは、おしごとでいそがしいので私は、お母さんといっしょに絵本を読みたいなぁと思いました。
593 小学生 うちは家でごはんを食べてる時仕事のはなしばっかなどばっかだからもっと学校のでき事をはなしたいです。
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「私の描くお茶の間像」作品一覧表

区分 私の描くお茶の間像
594 小学生 食事のときみんな集まって会話をする。テレビは、消して会話をする。
595 小学生 わたしの家は夕食の時に家族と学校であった出来事を話をします。
596 小学生 かぞくと楽しく話てよかったこともいやだったことも何でもはなせるようなお花の間にしたいです。
597 小学生 ごはんのときにみんなで話しあいながら食べてみたいなぁ。
598 小学生 食事のときは、テレビを消して、家族みんなで、楽しく話をしたい。
599 小学生 「ごはんの時は、学校のことを毎日いっぱい話す」
600 小学生 わたしの家はおふろをはやめにはいって、みんなでお話ししたり、お茶を飲んだりという時間がときどきあります。
601 小学生 ぼくの家は、ごはんを食べるときに毎日、今日何があったかをお話しします。
602 小学生 ぼくの家は、ほとんど毎日テレビを見て、少しだけ話しているだから、今後は、テレビを消して、ごはんを食べたいです。
603 小学生 食事の時は、テレビを消して、楽しい会話がたくさん
604 小学生 ごはんをたべおわったら家族で本とかよんだり家族で話しができたらいいなぁ。
605 小学生 食事のときはテレビを消して、学校であったことなどを話し合う（ふりかえる）なやみごとなども言ってかいけつできるようにする。
606 小学生 家族といっしょに会話や学校の事をたくさん話すよ。
607 小学生 食事の時に、みんなで、今日、学校であったことなどを話しているよ。
608 小学生 かぞくがつくえのまわりにすわって、いっしょにごはんを食べたり、今日の出来事を話したりすることをやりたいです。
609 小学生 「ごはんをたべる時は、学校のことをときどき話す」
610 小学生 食事の時は、学校のことをいっぱい話してます。
611 小学生 楽しいおしゃべり、ゴロゴロ甘えんぼう。時にはケンカで大さわぎ。安心できる家族の居場所はあたたかいな。
612 小学生 食事の時は、今日のできごとの報告会。
613 小学生 いつもえがおいっぱいのかぞくでいたいです。
614 小学生 かいわをしながらゆっくりしょくじ。
615 小学生 みんなそろってゆうごはん。
616 小学生 かぞくでしょくたく。たのしい会話たのしいえがお。
617 小学生 まい日、ごはんをたべてるときに学校であったことを話すとなかよくなる。
618 小学生 ゆうはんをたべたあとにみんなでカードゲームたのしいな。
619 小学生 かけがわちゃかぞくでのんでかいわいっぱい。しょくじのとき、きょうあったことをはなします。
620 小学生 いつもそこにはみんないて、みんなが思ったうれしいことや、かなしいこと、いつでも聞いたり話したりできるばしょ。
621 小学生 かぞくみんなのしゅみのテニスでプロのしあいををテレビで見ながらいっしょにおうえんしたり、どうしたらかてるのかをはなしあったりする。
622 小学生 かぞくそろっていただきます。とうさんはやくかえってきてね。かあさんいつもにこにこでいてね。
623 小学生 おや子でよるにそとにでて、むしをみる。
624 小学生 ごはんのときは、テレビをけして、みんないっしょにいただきます。
625 小学生 テレビをけして、みんなでたのしくお話をしたり、ゲームをしてたのしみたい。
626 小学生 平日はゲームをしなくてかぞくと会話をします。
627 小学生 おふろをでたらかぞくぜんいんでアイスをたべながら、きょうあったことをかぞくではなすときがたのしいよ。
628 小学生 まいしゅう月曜日は、かぞくみんなでノーメデイア。
629 小学生 夕ごはんのときは、みんなで今日あったできごとを話す。
630 小学生 かぞくみんなそろってごはんをたべる。かぞくみんなそろってほうこくかいをする。
631 小学生 ごはんのときは、今日あったたのしい話をたくさんします。たのしい話をしているとごはんがとってもおいしいです。
632 小学生 わらいのあるにぎやかなだんらん。
633 小学生 我家は１０人家族で、夕食は一同で食べるようにしています。最近は核家族があたりまえのようですが、三世代四世代家族の推進をしてほしいもので
634 小学生 アルバムをみんなで見たい。
635 小学生 おにいちゃんとおとうさんとおかあさんでたのしくあそんだりしたいです。
636 小学生 たのしくかぞくではなしたいよー。
637 小学生 楽しいテレビをいっぱい見たい。
638 小学生 テレビをいっぱい見たい。
639 小学生 ちいさいころのビデオをみながらおやつをたべたり、ビデオを見ながらおもしろいシーンがあったらいっしょにわらったりしてたのしくしたい。
640 小学生 たのしいお茶の間がいいです。
641 小学生 ちいさいときのおもいでをみたいな。
642 小学生 にぎやかなかぞくにしたいな。
643 小学生 えがおいっぱいなばしょ。
644 小学生 おとうさんのちいさいときのビデオを見たい。
645 小学生 むかしのテレビが見たいです。
646 小学生 おいしいお茶をのみたい。（かぞくと）
647 小学生 ビデオをみんなで見たいな。
648 小学生 おもしろいところがいいな。
649 小学生 たべものを分け合うなかよしかぞく。まるでまい日がパーテイー。
650 小学生 ものすごくおいしいおかしをたべながら、かぞくとおはなししたいな。
651 小学生 何か工作を作りたいなー。楽しくおねえちゃんとおとうととあそびたいなー。やさしくしてもらいたいなー。おいしいお茶をのみたいなー。
652 小学生 おこられなくてみんなにこにこしてリビングでたのしいテレビをみるお茶の間がいいです。
653 小学生 父や母のちいさいころの写しんを見せてくれたらうれしいな。
654 小学生 ひろいへやであそびたい。
655 小学生 お話をしながらかぞくであつまってゆっくりきれいなコップに入ったお茶をのみたいな。
656 小学生 じいじとばあばのお茶をのみたいな。
657 小学生 たのしいことといえば、おちゃをいっぱいのみたい。たとえば１０ぱい。
658 小学生 たのしいばしょ。たのしいしょくじ。
659 小学生 えがおで会話をいっぱいしたいし、みんなでアルバムを見たいな。
660 小学生 ふゆかいにならないお茶の間。
661 小学生 たのしい会話をしたいな。
662 小学生 かぞくみんなでたのしいごはん。
663 小学生 ごはんをたべながらきょうあったことをみんなで話しする。
664 小学生 日曜はかぞくそろってお庭でバーベキュー。

665 小学生
おとうさんがいつもとおくでおしごとをしていて、いっしょにごはんがたべられないので、かぞくみんなでいっしょにいろいろしゃべったりたのしくたべるお茶
の間がいいです。

666 小学生
わたしはいつも月曜日がたのしみだよ。おとうさんがお休みだからぜんいんで体そうをやるよ。おとうさんの体がかたいからみんなであははってわらっ
ちゃうよ。

667 小学生 ねるまえにトランプあそびはたのしいな。
668 小学生 みんなでいっしょにたべる。
669 小学生 あさのあいさつえがおでげんきにきもちよく。
670 小学生 ごはんのときはみんなそろっていただきます。
671 小学生 しょくじがおわったらみんなでかたづけいい気持ち。
672 小学生 ゆうはんは、みんなでいっしょにいただきますのあいさつ。
673 小学生 おとうさんの休みの金土は、みんなでごはんをたべられるからうれしいです。

674 小学生
かぞくみんなでいただきますをして、かんぱいをして、ごはんをたべます。ごはんがおわったらごちそうさまをして、じぶんのしょっきをだいどころにかたづ
けます。

675 小学生
ともだちとパーテイーをするときに、いつもは、子どもだけであつまるけどみんなのおとうさんやおかあさんもいっしょにあつまってお話しすると、おちゃの
まがひろがります。それがわたしの「おちゃのまフレンズ」です。

676 小学生 ぼくの気持、わたしの気持、みんなの気持をたいせつに明日にむかって、やる気にスイッチオンしよう。
677 小学生 食事の時は、みんなでなかよくたのしくたべよう。
678 小学生 ごはんをたべるときはテレビをけしておとうさんとおかあさんにその日にあったことをはなして、ぼくは学校のことを話する。
679 小学生 たのしい会話とおいしい食事で元気家族。
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「私の描くお茶の間像」作品一覧表

区分 私の描くお茶の間像
680 小学生 ながしそうめんやりたいな。
681 小学生 かぞくみんなできょうりょくする。
682 小学生 ままとわたしのおてがみこうかん、だいじなかぞくのおやくそく。
683 小学生 かぞくみんなできょうりょくする。
684 小学生 ごはんはみんなでたべるとおいしいね。
685 小学生 ぬいだくつ、言われなくてもそろえるよ。
686 小学生 はやねはやおきあさごはんまいにちそういうせいかつリズムをつづけよう。
687 小学生 「ちょっとまって」って言わない、言わせないなんでも一歩進んだ行動で、だんらんの時間をふやしたいな。
688 小学生 ウォーキングしているおじさんおばさんは、ぼくらを見守るあいさつたいちょう。
689 小学生 みんなでねるときもちいい。
690 小学生 おいしいごはんと、おいしいおみそしるでかぞくみんなこころもぽかぽかたのしいかぞく。
691 小学生 ぼくのしょくたくはふたつあるよ。じいちゃん、おばあちゃんのテーブルだ。ぼくがみんなをつないでる。
692 小学生 テレビやゲームはやめてみんなでお茶の間囲もうよ。
693 小学生 家族そろって楽しい夕飯で暖かい家庭づくり。
694 小学生 がっこうからかえってきたら、しゅくだいをテーブルでみんなでやります
695 小学生 ねるまえの絵本タイムこれからもずっとつづけていこう。きょうだいげんかどちらがわるくてもさいごはえがおであくしゅ。
696 小学生 よるごはんのときは、てれびをつけないでたべおわったらてれびをつける。
697 小学生 おおきくなってもかぞくみんなでたのしくたのしくごはんたべたいな。
698 小学生 その日にあったことを何でも話せる場所、みんなが部屋にこもらず、ひとつの場所に集まるようになるとよいと思います。
699 小学生 ちきゅうでいちばんあんしんあんぜんなばしょでいてほしいな。
700 小学生 わらいごえいっぱい、かぞくでたくさんはなそう。
701 小学生 ねるまえに、えほんをよんでもらい、ぐっすりねむります。
702 小学生 学校も学童も楽しいけれど、かぞくでごはんを食べるのが一番だね。
703 小学生 ねるまえにどくしょをしてねます。
704 小学生 ごはんだよ。あいずではじまるきょういちにちのほうこくかい。
705 小学生 きょうのできごと、みんなにおはなし、わらってはなせるかぞくのじかん。
706 小学生 ねるまえは、ひとり１さつえほんのじかん。
707 小学生 家族で図書館に行って借りた本をお茶の間でゆっくり読むのがぼくの大好きな時間

708 小学生
いつも家族でごはんをたべて話をする時がたのしい。時々テレビを見てごはんを食べるときがあるから、これからは、テレビをけして今日のできごとをは
なしたいよ。

709 小学生 けいさんとおゆうぎをやる
710 小学生 じいじとサッカーをするのがたのしいよ。
711 小学生 おとうととえをかくことがたのしいよ。
712 小学生 おとうととえをかくことがたのしいよ。いっしょにそとであそぶのがたのしい。
713 小学生 ぱぱとままとおにいちゃんとあんようじでみんなでおよぐれんしゅうしてたのしいよ。
714 小学生 おにいちゃんとさっかーをするのがたのしい。
715 小学生 おとうさんとこうえんでさっかあをしてくれるよ。
716 小学生 ままとてにすをするのがたのしい。
717 小学生 ぱぱとままとじてんしゃするのがたのしいよ。
718 小学生 じいじとばあばとあいかでいちりんしゃであそぶのがたのしいよ。
719 小学生 だれとおじいちゃんといっしょにあそぶのがたのしい。いろんな事であそびます。
720 小学生 おばあちゃんとおせろでいっしょにあそぶ。
721 小学生 おとうさんとじっけんとかかぶとむしのえさとがよういしてくれる。じっけんとかをてつだってくれるからたのしい。
722 小学生 おねいちゃんとゆうまでてれびをみるのがたのしいよ。
723 小学生 いもうととおにいちゃんおもちゃであそぶのがたのしいよ。
724 小学生 おじいちゃんとおもちゃであそぶのがたのしいよ。
725 小学生 じいじといもうととっつたやでかりたびでおをみるのがたのしいよ。
726 小学生 ばあばとおかあさんとぼうるであそぶのがたのしかったよ。
727 小学生 おとうさんとてにすをするのがたのしい。
728 小学生 おにいちゃんとおとうさんとかあどげーむをするのがたのしい。
729 小学生 おにいちゃんとじいじとつりをするのがたのしい。
730 小学生 おにいちゃんとばあばとそとであそぶのがすきです。
731 小学生 いもうととはしったりぼうるであそぶのがたのしいよ。
732 小学生 おとうさんとさっかあするのがたのしいよ。
733 小学生 かぞくぜんいんとすきーじょうにいくのがたのしかったよ。
734 小学生 ねえねとゆなとトランプをするのがたのしかったです。
735 小学生 おとおととおもちゃであそぶときがたのしい。
736 小学生 ぱぱとばれーぼーるをするのがすき。
737 小学生 みゆりちゃんとおにいちゃんでばすけをするのがたのしい。
738 小学生 おとうととばとみんとんをするのがたのしいよ。
739 小学生 じいじとばあばとむしとりをするのがたのしいよ。
740 小学生 ままとDVDをみるのがたのしい。
741 小学生 ままとぱぱとけえきをたべるのがたのしい。

742 小学生
わたしの家は、みんなでごはんを食べるとき、なかなかあつまりません。でも、みんながそろったときは、今日のできごとやおもしろい話をします。そして、
しあいの時などおうえんにきてくれます。

743 小学生 わがやはいつも仕事、学校など1日にあったことを家族につたえあっています。わがやは何かがあるとあいさつをします。

744 小学生
リビング、みんなで今日のできごと、ねるまえ、おきたとき、「おやすみなさい」「おはよう」ですっきり。かぞくでたすけあいちからをあわせてえがお、たま
にはアルバムをみてかぞくでかたりあう。

745 小学生 私たちは、冬になるとみんなこたつにあつまっていろいろな話をして笑っています。夏になると海で楽しくあつまってすなで山をつくってあそんでます。
746 小学生 私は、いつも帰って家につくと水曜日いがい、姉と遊べません。しかも、いたとしてもつかれてしまい、ねています。
747 小学生 家では、みんな学校や仕事でつかれているので、手伝ったりしてすこしでもらくにできるようにしています。
748 小学生 ぼくの家は、ごはんを食べるときは、学校の話などをします。食べた後は、ソファのところでのんびりしています。

749 小学生
家では、おとうさんがかえってくるのがおそいので、よるはごはんをいっしょに食べるときがないけど、土日はほとんどみんなあつまるので学校のことや
いろいろな話をしています。

750 小学生 土日の夜は、みんなでテレビを楽しく見ています。

751 小学生
家のやくわりは、イベントしんぶんかざりをわたしはやっています。おばあちゃんはない。パパとお兄ちゃんは、けんきゅう生で、お母さんはおりょうりない
しょくで、お皿やごはんぱぱをおこしたり、はこんだりするのは、みんなでかつどうしています。

752 小学生 ぼくの家は、お父さんがかいしゃからかえってくるまでごはんを食べていません。ごはん中は、いろいろ話をしています。
753 小学生 ぼくの家は、夜ごはんを食べたら自分で、おさらをはこぶ。夏休みは、かならずどこかへ行く。

754 小学生
ぼくの家は、家族そろって夕はんを食べていないから、家族そろって夕はんを食べたいです。あと、夕はんの時、テレビをけして家族で会話してごはんを
食べたいです。

755 小学生
ぼくの家は、まいにち、日よう日にしろいテーブルにあつまってがっこうであったできごととかいいます。お父さんがかいしゃからかえってくるまでごはんを
食べていません。ごはん中は、いろいろ話をしています。それがにちようびでいちばんのの楽しみです。

756 小学生
私は、1年に1、2回は家族そろってお出かけやどこかにとまりにいきます。たとえばおじいちゃんちやホテルにとまりにいきます。ねるまえに、今日あった
ことをはなしたりします。

757 小学生
ぼくの家は、父が仕事でおそくなったり、ときには、会社の決まりで泊まって帰ってこないときもあります。けれど、たまに家族であつまると学校の話をし
たり、会社のことを聴けたりします。

758 小学生 わがやは、1年1回はみんなそろってりょこうにいきます。たまには、いとこといっしょにいきます。

759 小学生
ぼくのお母さんは、新らしくできた中東えんの病院で働いています。5月にできたので、5月6月と家族みんなでごはんを食べれませんでした。だけど6月
にみんなでキャンプにいきました。そこで、家族との会話ができました。
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「私の描くお茶の間像」作品一覧表

区分 私の描くお茶の間像
760 小学生 ぼくは、かぞくみんなでごはんを食べています。ごはんを食べているときは、とてもにぎやかくてたのしいです。

761 小学生
わがやでは、お母さんの帰りがおそいのでお父さんといつもいます。おばあちゃんのうちでごはんを食べるので家族ではごはんをあまりたべません。た
まにごはんを食べるときは、楽しくしゃべったりしています。

762 小学生 いつもおねいちゃんと食べることが多くて、お父さんと三人で食べる時もあるけどお母さんと四人で食べることがないので四人で食べたいです。

763 小学生
いつも私のお父さんは平日はお仕事で遠い所で一人暮らしをしていて休みの日には帰ってくるけど平日はお父さんが家にはかえってこなくて、ごはんを
食べる時もお母さんお兄ちゃんと私だから、平日の日も家族全員で楽しくしゃべりながらごはんを食べたいです。

764 小学生 ノーテレビデーかノーゲームデーを作る
765 小学生 食事の時はテレビを消して今日のできごとをたくさん話す。毎日お手伝いをする。いつも笑顔を絶やさない家族でいたい。

766 小学生
私の家では、毎日家族に「おはよう」「おやすみ」などとあいさつをしっかりやっている。せつ電のためになるべく家族１つの部屋に集まっている。朝ご飯
以外はほとんどみんなで食べている。

767 小学生 家族みんなでテレビのお笑いを見てゲラゲラ笑っている時です。
768 小学生 みんなで立間って家族だんらん。家族のキズナがふかまるよ。
769 小学生 バランスよく食べて健康にいい体をつくる。
770 小学生 「おはよう」「おやすみ」ちょっとの会話もいいもんだ
771 小学生 妹の保育園から月１回の「おやこんぼ」。テレビをやめて家族みんなで遊ぼう。
772 小学生 日曜日は家族そろってお出かけ。１日１回はみんなで会話。家族に「おはよう」「おやすみ」のあいさつ
773 小学生 家族がそろったときはテレビを消して家族と話をする。
774 小学生 朝昼晩家族みんなで食べるご飯はおいしいな
775 小学生 朝起きてつくえの上に朝ご飯。お母さんが毎日早起きしておいしい朝ご飯をつくってくれてる。ありがとう、お母さん。
776 小学生 ノーテレビ、ノーゲーム時間を決める
777 小学生 ぼくの家では遊んでいるときでも５時になったら家に帰る

778 小学生
わたしの家はお父さんがおそいときがある。だからお父さんがはやく帰ってきて家族みんなで「いただきます」をして、いっぱいお話ができたらいいな。そ
うすればわたしはもっと幸せになるきがする。

779 小学生 いつも土日以外は妹とお母さんとの３人でごはんをたべていたけど、お父さんがもっとはやく帰って、家族そろってごはんを食べたいです。
780 小学生 いつもはお父さんなしで話さないで食べているけどときどきはかぞくそろって食べたい。いろんな事を話したい。
781 小学生 わたしのお家は、お父さんが夜おそいのでいっしょにごはんをほとんど食べれません。毎日家族３人で食べたいです。
782 小学生 いつもお母さんとわたしだけで食べているから、おじいちゃんといっしょにしゃべりながら食べたいです。

783 小学生
わたしはいつもではないけど、ほとんど夜ごはんは一人なのでおかあさんとたのしくしゃべったりしながら夜をすごしたいです。あとおかあさんがえがお
や元気でいてすえながくいきていてほしいです。

784 小学生
わたしたちの家は、お母さんがたまたましかいっしょにごはんを食べたりするから、こん度は家ぞくそれってごはんを食べたりしゃべたりわいわいしなが
らごはんを食べたいです。

785 小学生
わたしの家ぞくでは、バラバラになって食べたり一人で食べたりしているので、お父さんが早くし事から帰ってもらって、家そくで食べれるようにしたらいい
と思います。

786 小学生 今までは、おねえさんがいない生活だけど、これからは家族みんなでごはんを食べたいです。
787 小学生 ぼくのお家はいつもテレビをつけてお父さんがいないからたまにはテレビをけしておとうさんといっしょにかいわして楽しくごはんを食べたいな。
788 小学生 今では、晩ごはんはお母さんとぼくで食べていたけど、次からは家族３人そろって食べたい。
789 小学生 いつもお父さんもそろって全いんでごはんをたべれないから、かえってきていっしょにごはんを食べたいです。

790 小学生
わたっしは、ほとんどの日がお父さんが帰ってくるのがおそいからお父さんに早く帰ってきていっしょにごはんを食べて、夏は日がくれるのがおそいから
お父さんとさんぽに生きたいと思ったよ。

791 小学生 いつも朝はお父さん、妹、ぼくで食べてて、お母さんが食べ初め３時間がちょっとおそくなるからみんなでなかよく食べたい。
792 小学生 毎日朝はみんなそろって食べているけど、夜は３人で食べて、３にんでわらったはなしをしている。これからは夜、朝みんなそろって食べたいです。
793 小学生 夜ごはんの時に、お父さんが仕事でいない時があるので、早く帰って来てもらってみんなで食べたいなぁと思います。
794 小学生 わたしの家では、ごはんを食べる時には、いつもしずかです。だからもっとたくさんしゃべって楽しくごはんを食べたいです。
795 小学生 いつもはお父さんと夕食を食べているけど、たまには、夕食をお父さんとお母さんとぼくの３人で夕食を食べたい。
796 小学生 ほとんんどの日お父さんの帰りがおそいから家族みんなで話ができないけれど、たまには家族みんなそろって話をしながら夕食のたべたいです。

797 小学生
いつも食事の時は、あまりしゃべらないし、父さんが火・木曜日がいないし帰りがおそいから、食べるときは、みんなとしゃべりながら食べたいし、お父さ
んも早く帰って来てほしい。

798 小学生 ぼくのうちは、毎日テレビのニュースをつけて食べていました。だから次からはテレビをつけないで家族といっしょにはなしをしながら食べたいです。
799 小学生 私のお家のルールは、みんなでそろってごはんを食べる事です。そして一番はたらいてくれるおじいちゃんに一番初めにごはんをよそう事です。
800 小学生 ぼくの家族のお父さんは、りょうりができてぼくのおかあさんはしごとです。おにいちゃんはやさしくて楽しいおにいちゃんです。
801 小学生 ぼくの家では水曜日は「ノーテレビ・ノーゲームデー」にしています。その日は家族とお話をしたり、遊んだりする日にしています。

802 小学生
お父さんいつも仕事から帰ってきたらゆっくりしたいと思うけど、ぼくが「サッカーやりたい」と言ってむりやりつれてってサッカーをやります。また、サッ
カーやろうね。

803 小学生
ぼくの家では夜ごはんを食べた後にテレビを家族で見ています。チャンネルけんはだいたいお父さんがもっています。ぼくがどうしてもみたいのがあった
らたのんでいます。

804 小学生 ぼくの家族は活発な家族です。とくにお父さんと弟とぼくは外で遊ぶのが大好きです。これからもいっぱい外で遊びたいです。
805 小学生 わたしの家ではさきどりあいさつをしています。だれが１番はやくあいさつをできるかというルールです。いつもやっていて楽しいです。

806 小学生
わたしの家族は「くつをそろえる」というきまりがあって家族が心がきれいな気持ちですごせます。これからもきちんとルールをまもって心をきれいにして
いきたいです。

807 小学生 私の家族はおもしろい家族です。もっとふれ合いを大切にしていきたいです。

808 小学生
わたしは今のわたしたちのようにいつも明るいかぞくになりたいです。猫をかってみたりしたいです。そしてわらっていない時がないような楽しい家族にし
たいです。

809 小学生 ぼくはごはんのときにいろいろな話をしています。ぼくたちのマナーは朝一番はやくおきた人がシャッターとカーテンを開けることです。

810 小学生
お母さんとお父さんいつもありがとう。おかあさんはいつも朝ごはんや夜ごはんつくってくれたりこまった時いつも相談にのってくれてありがとう。お父さん
はいつもさびしい時いっしょに遊んでくれてありがとう。

811 小学生 お茶がみんなをつないだ明るいあいさつの声。お茶を飲んだらにこにこえがお。
812 小学生 お茶がみんなをつないだ明るいあいさつの声。お茶をのんだらにこにこえがお。

813 小学生
お母さん、お父さん、いつもごはんやせんたく物をあらってくれたりしてありがとう。お父さんいつも宿題のわからなかったところをてつだってくれてありが
とう。

814 小学生 ぼくの家ではごはんの時にお父さんからごはんをだしています。
815 小学生 お父さんお母さんへ、お母さんはよごれた服をきれいにあらってありがとう。お父さんはぼくたちのためにはたらいてくれてありがとう。

816 小学生
お母さんお父さんいつもありがとう、おかあさんはせんたくやごはんを作るときなどにはたらいてくれてありがとう。お父さんは会社でいろいろはたらいて
くれてありがとう。

817 小学生
わたしたちの家は、お母さんがたまたましかいっしょにごはんを食べたりするから、こん度は家ぞくそろってごはんを食べたりしゃべったりわいわいしなが
らごはんを食べたいです。家族は金曜日のよるにほとんんど何かのドラマをみます。わたしはよる10時ころまでたまぁ～にみます。わたしたちの家族は
楽しい家族です。

818 小学生 お母さんへ、いつも夕ごはんを作ってくれて、ありがとう。のこさないでいっぱい食べるよ。

819 小学生
お母さんへ、毎日夕ごはんの時、おいしいりょう理を作ってくれてありがとう。お父さんへ、ときどきおいしい魚を釣ってきてくれてありがとう。仕事もがん
ばって、つりもおいしい魚釣ってよ。

820 小学生
お父さんお母さんお兄ちゃんお姉ちゃんへ、お父さんとお母さんは、いつもわたしたちのためにはんたらいたり、みまもっていてくれてありがとう。お兄
ちゃんとお姉ちゃんは学校で勉強をがんばって私にやさしくしてあそんでくれてみまもってくれてうれしいよ。ありがとう。

821 小学生
お母さんお父さんへ、いつも勉強がわからない時にヒントをくれたね、うれしかったよ！おばあちゃんおじいちゃんへ、手伝いをすると助かると言ってくれ
てうれしかったよ。これからもよろしくね。

822 小学生
お母さんやお父さん、お姉ちゃん、いつもありがとう。お母さんとお父さんはいつもごはんを作ってくれてありがとう。お姉ちゃんはいつも遊んでくれたり絵
を描いてくれてありがとう。

823 小学生 お茶でつながるあいさつの声。お母さん、お茶をのむとき、新茶だよ。
824 小学生 お母さんうんでくれてありがとう。あとおばあちゃんいっつもおいしいごはんをつくってくれてありがとう。

825 小学生
お兄ちゃんが学校でおそい時が多いけど、はやかったときはみんなあつまってごはんを食べる。ごはんを食べおわった後に、みんなでテレビなどを見な
がらはなしたり、わらったりする。

826 小学生 つかれてねてしまった時気づいたらあたたかなふとん「ありがとう」
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「私の描くお茶の間像」作品一覧表

区分 私の描くお茶の間像
827 小学生 「おはよう」と「おやすみなさい」ぼくたち家族の1日1回だけの言葉は、ぼくたち家族の自まんです。
828 小学生 しっかりあいさつをする（いただきますなど）。みんなでいろんな話をする。笑顔。
829 小学生 ごはんを食べているとき、1日あったことをいつも話しています。
830 小学生 学校であった話などといろんな話をして笑顔の家族にする。
831 小学生 昔に似ている部屋で、家族と一しょにおしゃべりしながらお茶とおかしを食べて楽しい時間を過ごしたいです。

832 小学生
ぼくの家ではつぎの火がみんなやすみだとよるにトランプやゲームをしてあそんでいます。ゲームやトランプは1ヶ月に2回ぐらいしかやらないけどとても
たのしいです。

833 小学生
いつもお母さんの手伝いをたまにやります。服をたたんでといわれるのでいっしょにやります。これをお母さんがよくやっているだなぁーと思いました。感
しゃ感しゃ！

834 小学生 「おはよう」をきもちよく毎日いっている。「おやすみよい夢を…」といっている。あいさつをかかさずいっていっる家族です。
835 小学生 1ヶ月に1回はどっかにつれていってくれてうれしいです。理由は仕事でなかなか遊べないからです。
836 小学生 家に帰るとお母さんがいる。仕事のときはお母さんがいない。ちょっぴりさびしいな。それでも仕事がんばってね！
837 小学生 朝おきたら「おはよう」ごはんの時は「いただきます」悪い事をしたら「ごめんなさい」やってくれたら「ありがとう」家庭でも作ろうキラリをみつけよう。
838 小学生 ぼくの家族はケンカばかりでいつもうるさい。けどすぐに仲よくできるのが家族の良さです。
839 小学生 土日曜日みんなで楽しく夜ごはんを食べる。楽しい出来事を話し合う。そんな時間が大好きです。
840 小学生 休みの日は、家族みんなで団らんできる家族。
841 小学生 大切な時間はやっぱり家族とのお話です。団らんをわすれないようにします。
842 小学生 夕食はテレビをつけてみんなでテーブルをかこむのが我の家のルール。これが私が一番おちつくとき。
843 小学生 いつも土日は家族で出かけるネ！この時間はすごく楽しい。こういう家族はサイコーです。
844 小学生 家の楽しいルール。ふろをあらうときにじゅんばんではなくなにかトランプをつかってきめます。
845 小学生 家族みんなでたべる晩ごはん。いろんなことを話せる楽しいしかんがおきにいいり。
846 小学生 お母さんとお父さんと自分がいて楽しく明るい話をしている姿。ぼくのお茶の間像でぼくの夢です。
847 小学生 お母さんとお父さんと自分がいて楽しく明るく話をしている姿がぼくのお茶の間像でぼくの夢です。
848 小学生 ぼくの家族ではやさいくときにきびしいです。でもそれが一番だと思います。ぼくの家族は理想の家族です。
849 小学生 ただいま、おかえり、おはよう、おやすみでにぎやかな家庭にする。
850 小学生 ふだんはあまりお母さんとはしゃべれない。でもお母さんが休みのときは「ありがとう」「おやすみ」「おはよう」をたくさん言える。
851 小学生 夕食後は家族でテレビを見る楽しい時間

852 小学生
私は家族みんなでウノをやったりトランプ、カルタをやったりしてとても楽しいです。私は家族みんなでウノやトランプ、カルタをやっている時が一番楽しい
です。

853 小学生 日曜日、家族とお出かけ、一番楽しい時間です。
854 小学生 食事のときはしっかりと「いただきます」とあいさつをする
855 小学生 ゲームよりもっとだいじな家族の時間

856 小学生
わたしの家ぞくは毎年夏と冬にイベントに行きます。夏は花火大会で冬はスキーです。その日は家ぞくのだけかしら仕事があってその時は必ず仕事を
休んでイベントに行きます。わたしはそんな家ぞくが大好きです。

857 小学生
わたしの家は家族とのかい話がたくさんできるようにごはんを食べているときは友達とのやりとりをいっさいきんしにしています。あとなるべくテレビをご
はんのときはみないようにしている。

858 小学生
わたしの家族はみんないそがしくてそんなにごはんの時はいっしょにはならないけど、休日の昼ごはんの時は家族みんながそろい学校であったことをい
ろいろしゃべりながら食べています。

859 小学生 いつも家ではテレビを消しながら食じをしている
860 小学生 野球の日おいしいおにぎりありがとう
861 小学生 みんなでつくつおいしい夕食
862 小学生 水曜日はノーテレビ・ノーゲームデーです。だから家族でトランプをしたりします。
863 小学生 まず家族から明るくあいさつ大きな声で
864 小学生 いつもみんなで食べて元気朝ご飯・夜ご飯・休みの日は昼ご飯もね。
865 小学生 夕ご飯はみんなそろって1日であったことを家族で話してなやみはその日にかいけつして楽しいことはみんなでわけあう。
866 小学生 夕飯のとき、その日あった楽しいことやいやだったことなどなんでもいいので家族に話す。そして気持ちを共ゆうする。
867 小学生 パパママお兄ちゃんお姉ちゃんそしてみんな一杯のお茶、お茶は家族の絆です。
868 小学生 早寝早起き「ありがとう」いっぱいの朝ご飯。早寝早起きさわやかな朝から家族の笑顔。はやおきしてまず一ぱい家族でのもう
869 小学生 みんなの話を聞ける場所。

870 小学生
私の描くお茶の間像は、家族みんなで取る食事。食事のときはテレビを消してみんなでおしゃべりです。理由はテレビを消せば家族で話す会話ももっと
増えると思います。家族のつながりがもっとふえていくと思ったからです。

871 小学生
温かい言葉かわして心ぽかぽか。母は家事、父は仕事、いもうとは心のサポートありがとう。スキンシップから始まる家庭づくり。家族ゆとりの時間を大
切に。

872 小学生 みんなが帰ってきた夜、１日１０分家族ゲーム
873 小学生 食事のときはテレビを消して今日あった事を一人２個づつ話して会話いっぱいにする。
874 小学生 ごはんをたべる時学校の話をして楽しく食べる
875 小学生 休みの日は家族みんなでおでかけをしたりスキンシップを多くする
876 小学生 テレビをみんなでみる
877 小学生 いつでもどこでも家族とお話いっぱい笑顔もいっぱい。休みの日は家族といっしょに楽しくおでかけ！
878 小学生 食事はテレビを消して話をする。朝起きたら「おはよう」を言う。あいさつができて楽しい家族になれるといい。
879 小学生 食事の時は、テレビをけして、家ぞくでたべている
880 小学生 家ぞくでふつうに話しながらのんだり食べたりする。
881 小学生 「おはよう」「いってきます」「ただいま」「おやすみ」あいさついっぱい

882 小学生
私の家は、テレビを見ながらの食事なので会話はいつもテレビのことだけです。なので、学校の会話などはありません。なので、テレビを消していろんな
会話ができればいいと思います。

883 小学生 家族だんらんでテレビを見て笑い合う
884 小学生 車にのってるときに会話をする
885 小学生 みんなが会話に参加する
886 小学生 テレビを見ずに、みんあでその日あったことを楽しく話し合う、ケンカとかをしない。仲がいい。
887 小学生 食事のときはなるべくテレビ消して会話をテレビよりも多くすれば家ぞくがもっとよくなると思った。
888 小学生 ごはんは必ず家族そろってから食べる。その日の出来事を話す。

889 小学生
日曜日の夜は、家族といっしょにわいわい食事などしたい。休みの日は、家族と家で楽しくすごしたい。ぼくの家では、ゲームの時間くぎって、家族といっ
ぱいすごしています。

890 小学生 べんきょうのときにゲームをやりながらやらないできっちりとぜんぶおわらせる。

891 小学生
同じテレビチャンネルを見てなんかそれで思ったことをいって、かいわをおおくしていく。昔のゲーム（カルタ、ドンジャラ、その他）をしてかいわをもっとお
おくしていけばいいと思う。

892 小学生 テレビをみたりごはんをたべたりしゃべったりいろいろなことをしている
893 小学生 ゲームでね、家族とのわをくずさない
894 小学生 家族全員がそろったら、ゴロゴロしないで、遊んだり、でかけたり、ご飯を食べたりする。
895 小学生 手伝いをする、しょくじのときはテレビをけして会話いっぱい

896 小学生
朝起きたら家族全員に「おはよう」。ねる前は、家族全員に「おやすみ」。「おはよう」で始まり「おやすみ」で終わる。習い事の日以外は、家族全員で食
事。

897 小学生 家族みんなえがおでおしゃべり。わらってすごせるお茶の間。えがおいっぱいのお茶の間。えがお、おしゃべりがたえないお茶の間。
898 小学生 テレビをつけて自由をまんきつ
899 小学生 家族が全員いるときは、みんなでテレビを見たり、アイスを食べたり、トランプをしたりして、できるだけ家族とすごす。
900 小学生 テレビを消してみんなでおやつとかをたべてその中のかいわは、学校であったことやせけんではやっていること。
901 小学生 朝食、夕食は家族一緒に
902 小学生 大人数でごはんを食べたりするのでとても楽しい。これからごはんを食べているときは、しっかりとテレビを消したい。
903 小学生 食事は家族といっしょうに食事する
904 小学生 家族とできるだけ長くすごす
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「私の描くお茶の間像」作品一覧表

区分 私の描くお茶の間像
905 小学生 パパ、ママ、私、妹、弟、みんなでお話ししたりトランプで「ババぬき、七ならべ、スピード」をやりたいです。そこにはもちろんねこのキキもいます。
906 小学生 「ファミリーフィッシング」のゲームをかってもらって家族みんなでやりたいです。ぼくはネコザメをつりたいです。
907 小学生 家族そろってたのしく食べよう。おいしく楽しくみんなで食べよう。
908 小学生 食事の時は、テレビを消してみんなでえがおになれる会話をたくさん
909 小学生 いつまでもけんこうでいてもらう

910 小学生
家族みんながそろったら、今日あったできごとを何でも話そう。みんなも、みんなの話しをきいて会話をたくさんにして、楽しもう、家族がそろう時は、みん
な楽しもう。

911 小学生 食事の時は、一日の出来事や、なやみを話そう
912 小学生 食事の時は、しょくたくをかこんでかいわいっぱい
913 小学生 テレビをけしておはなしいっぱい
914 小学生 その日にあったことをみんなほうこく
915 小学生 家族はいつも私の応えん団。見守ってくれてありがとう。
916 小学生 その日にたのしかったこととかをみんなで楽しく話す。
917 小学生 食事の時話しがいっぱい。ごはん食べるところとテレビをみるところはべつ。
918 小学生 ぼくの家の夕はんの時は、テレビはついていません。家族と会話をしながら食べます。話す事は学校のできごとを話しています。
919 小学生 私のりそうのお茶の間像は、「ヒマの時は、テレビではなく会話をいっぱい」
920 小学生 私は、かぞくみんながえがおでしゃべっているおちゃのまぞうがりそうです。
921 小学生 家族で向かいあってすわってたくさんお話をする。テレビをつけないで話しをしてごはんなどを食べる。
922 小学生 すきなメニューがたくさんでてきて今日したことなどをたくさんはなす。
923 小学生 みんなで話しをしてしょくじなどを楽しむ。
924 小学生 かぞくでたのしく、ごはんを食べたりテレビを見よう
925 小学生 食事は、家族みんなで食べよう。お風呂の後は、みんなでお話タイム
926 小学生 家族全員が集まって話しがとまらないくらいにぎやかできちんと食べる。
927 小学生 テレビをけして大人も子どもも本気でオセロ対決、笑いいっぱいぼくのお茶の間
928 小学生 食事の時は、テレビをつけても会話をいっぱい
929 小学生 ごはんのときたのしくたべる
930 小学生 そとでげんきにあそぶ
931 小学生 ノーメディアデーで１日おしゃべり。家族とたくさんお話ししよう。お話たくさん楽しい１日。１日じゅう思いっきりおしゃべりしよう
932 小学生 えがおがいっぱい会話がいっぱいの家族
933 小学生 天気のよい日は、お外でいっぱい遊ぼう。
934 小学生 ごはんたべ家族と話楽しいな
935 小学生 けんこうな子は、外やなかで元気にあそぶ
936 小学生 食事の時はかいわをいっぱいする
937 小学生 せつでんいっぱい、自ぜんととなり合わせのくらし

938 小学生
家族みんながそろったら、今日あったできごとを何でも話そう。みんなも、みんなの話しをきいて会話をたくさんにして、楽しもう、家族がそろう時は、みん
な楽しもう。ごはんの時は、ぜったいあつまるかてい。

939 小学生 べんきょうをするときは、つくえのうえでしたじきをひいて力いっぱいやる。
940 小学生 食事の時は、楽しい会話しあおう。
941 小学生 料理の感想を言ってたのしくにぎやか。ごはんの時ケンカばなしをやめるようどりょくして、たのしくごはん
942 小学生 かいわを多くしていきいきとやりたい。
943 小学生 食事の時は、みんないっしょにいただきます
944 小学生 ごはん時はなしてにぎやかになる
945 小学生 ごはんをたべながらテレビをみたいです。
946 小学生 毎日家族で食べてえがおいっぱい
947 小学生 食事の時は、会話いっぱい家族だんらん
948 小学生 テレビにこだわらず、かいわいっぱいな家族
949 小学生 食事のときは、会話いっぱいえがおいっぱい

950 小学生
わたしの家の夕はんの時は、なかよく会話をして食べていて、「このごはんおいしいね」などの会話をしている。食べる時は必ずテレビを消して楽しく食べ
ています。

951 小学生 テレビとか電気をつかわないときは、必ずけす家族がいいです。
952 小学生 テレビをけして会話いっぱい食事をする
953 小学生 テレビを消して、会話をいっぱいにふやしたい。元気に生活したい。
954 小学生 テレビをあまりつけないでたのしくあそびをしたりすごろくとかをしたい。
955 小学生 ゲームのやる時間をへらして、会話をいっぱいにする。
956 小学生 わたしの家では、みんなとはなしをできる時間があるといいです。
957 小学生 わたしのえがくことは、かぞくみんなでたべることとかぞくみんなであそぶかぞくでたのしくすごす。
958 小学生 ごはんを食べるときは、テレビをけして今日は～だったよとお話をいっぱいしたいです。テレビよりお話をしてたのしみたいです。

959 小学生
わたしは、ダイニングでごはんを食べる時、たまに、父と、母を姉とで、食べるけど、さいきんは母と姉とで食べているので、いつも父と母と姉で食べたい
です。

960 小学生 私の描くお茶の間は、お母さんもいっしょに「いただきます」「ごちそうさまでした」を言いたいです。家族でお話をしてたべたい。
961 小学生 わたしは、ごはんをたべている時にがっこうの出来事を話しています。
962 小学生 わたしの家では、テレビをつけたままおしゃべりをしながらごはんを食べます。なのであんまりテレビは見ません。
963 小学生 ごはんの時にいっぱいおしゃべりをしながら食べたいです。
964 小学生 家でごはんを食べるときは、しゃべったりしてごはんを食べる。
965 小学生 ぼくの家の夕はんの時は、テレビはついていません。家族と会話をしながら食べます。話す事は学校のできごとを話しています。
966 小学生 ぼくの家はテレビは２かいにあるので食べはじめるとごはんが食べおわるまで話しがつづきます。またいっぱい話したいな。
967 小学生 朝、昼、夜は家族でいっしょに食べたいな。
968 小学生 ぼくは、いつもごはんを食べている時のことを話しています。
969 小学生 そうじをしてきれいに見える家になったらいいと思います。
970 小学生 食事の時は、学校であった事や、おもしろかった事をたくさん話し合っています。
971 小学生 私は、いつも家でごはんのときにお話をしながらごはんを食べています。
972 小学生 わたしの家のお茶の間には、テレビがあります。ごはんを食べるときはいつもテレビを見てます。
973 小学生 ぼくはごはんをたべるつくえで学校であったことを話す。
974 小学生 わたしの家では、テレビをつけながら、学校のことや、弟のほいく園の話しをしています。
975 小学生 ぼくの家では、食じをしながらテレビを見ています。
976 小学生 テレビは１かいには１だい、２かいに２だい、あわせると３だいあります。てれびつける。
977 小学生 わたしたちは、なかよくごはんを食べます
978 小学生 ぼくの家はごはん前は、テレビをみていてでもしょくじのじかんになるとテレビをけして会話をしながらしょくじをします。

979 小学生
わたしは、ダイニングでごはんを、食べる時たまに、父と、母と、姉とで、食べるけど、さいきんは母と、姉とで食べているので、いつも父と母と姉で食べた
いです。

980 小学生 テレビを見ながら会話いっぱいするのいいなと思いました。
981 小学生 ぼくは、家族で食じをすることがすきです。
982 小学生 テレビを見るときは、ゆっくり話しながら見る。
983 小学生 姉が帰ってくると、学校の話ばっかりするからぼくの話ができないよ。
984 小学生 うちでは、おしゃべりをしながら食じをしている。だが、お父さんは会社。
985 小学生 ぼくは、家でごはんを食べるとき、はなしをして食べます。
986 小学生 ぼくは、いつも家へ帰ったら、お母さんに学校とかあそんだ出来事をはなして、くらしています。
987 小学生 おうちでごはんをたべるときは、いっぱい今日あったこととかをお話ししたいです。

988 小学生 もうすこししずかになりたい。もう少し相手の話をきけれるようになりたい。人がかなしまないようにしていきたいよ。人にちくちく言葉いったことないよ。
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「私の描くお茶の間像」作品一覧表

区分 私の描くお茶の間像
989 小学生 テレビを消して今日あったことを話す。なるべくごはんの時はいっしょに食べる。でかける時はなるべくいっしょにでかける。家の手伝いをする。
990 小学生 家族の役割・手伝い
991 小学生 晩ごはん後、テレビを見ながら今日あった出来事を話す。笑点を見る。
992 小学生 テレビを見ながら話をしたり学校であった事を話す場所
993 小学生 すぐけんかしてしまうけど、仲の良い時は大笑いしたりゲームでもりあがったり楽しくおしゃべりをするお茶の間
994 小学生 家ぞくみんなでわらいながら楽しく話をできるようにしたい。家族みんなといるときはたくさんの話をしてもりあげたい
995 小学生 ゲームばかりやらないで家族と一緒にたくさん会話！早寝早起き早くおきてみんなで朝ごはん！

996 小学生
「目指せ！２００人あいさつ！」（あいさつは必ず先に！）中小学校では夏休みと冬休みの課題で１００人あいさつがあります。旅先の出会い、近所の方、
外国の方など初対面でもあいさつをして名前を書いてもらいます。６年連続１００人と今年は２００人を目指します！

997 小学生 一人でご飯を食べるよりみんなそろってご飯を食べたほうがおいしいし幸せ
998 小学生 食事では話しいっぱい笑顔いっぱい
999 小学生 お茶の間でやさしさつなぐ家族のみんな
1000 小学生 家族みんなとつながらだんらん
1001 小学生 お父さん、たまにはいっしょに話そうね。みんなでね、ごはんをたべると、たのしいな。はらへったと思いながらも、みんなまつ
1002 小学生 お茶の間で、会話いっぱい楽しいな。
1003 小学生 家族といっしょに、だんらんをして、仲良くしよう
1004 小学生 お茶飲んで笑って話そう家族団らん。今日のこと、話してみようよお茶の間で。夕食をみんなで食べようお茶の間で。お茶の間で笑って話そう楽しい話。
1005 小学生 食事の時は、テレビを消して、おはなしいっぱい
1006 小学生 家族で話して笑顔いっぱい
1007 小学生 みんなでわらいながらはなしたり、みんなでアイスなどをたべ、おちゃのみながらこたつにはいりたいです。
1008 小学生 団らんで、きびしいことをふっとばせ。ご飯の時間全てわすれて楽しい時を。オレンジの明るくひかる家族の輪。
1009 小学生 ごくたちは笑顔で食べてまんぞくだ
1010 小学生 ご飯の時は会話いっぱい笑顔だよ。家族の話笑顔あふれる話だよ。
1011 小学生 テニスがいのちになるぼくらの夢
1012 小学生 いつの日も、みんなで笑顔うれしいな

1013 小学生
みんなでいっしょにテレビをみながらいろいろなことを話しながらゆっくりスイカやアイスを食べながら「こらこらそんなにアイスを食べてはいけません」の
ようなへいわなかいわをしたいです。

1014 小学生 会話してかがやく笑顔つなげよう
1015 小学生 家族でね笑顔で話そいっぱいね
1016 小学生 笑顔溢れる会話たくさん良い我が家
1017 小学生 笑顔でね会話いっぱいだんらんだ
1018 小学生 いつも、かぞくで学校のことはなしあおうよ
1019 小学生 食事の時は、テレビを消して、会話をする。楽しく、ごはんがおいしくなるように笑顔。食べることよりも、話すこと。
1020 小学生 食事の時は家族でたくさん話しをする。
1021 小学生 テレビをけして好きなお話うれしいな
1022 小学生 朝おきたら、家族におはようハイタッチ。はれた日は、家族みんなで、おさんぽ。
1023 小学生 朝起きたら言う人の顔を見ておはようと言う。
1024 小学生 食事のときは会話いっぱい笑顔いっぱいおいしい食事を楽しもう、食事のときはワイワイはしゃごう。食事だよ全員集合！みんなが楽しいお茶の間。
1025 小学生 食事中野球話に花がさく。食よりも話に夢中わが一家
1026 小学生 学校の出来事をたくさん話す
1027 小学生 ぼくとお父さんの会話はほとんど生き物の話しだよ。
1028 小学生 朝、家族にあいさつして気分をよくしよう。
1029 小学生 家族といっしょにその日の話、テレビををやめて、楽しい会話家族でね
1030 小学生 姉妹で、トランプあっ負けちゃった・・・
1031 小学生 みんなであつまり楽しい会話。思い出からはじまる楽しい会話。にっこり笑いみんなで楽しい会話。テレビを消してみんなで笑い楽しい会話
1032 小学生 朝はおきたら家の人に必ずあいさつ
1033 小学生 会話をすると、食事が楽しくなります。
1034 小学生 みんなが笑顔でテーブルかこむ食卓に
1035 小学生 お父さんといっしょに竹の子ほり。
1036 小学生 ごはんのときはおしゃべりいっぱい
1037 小学生 家を出るときは、「いってきまーす」。会った人には、えがおであいさつ。
1038 小学生 朝起きたらカメ吉のための朝ごはん
1039 小学生 １日にあったことを家族ではなそう。
1040 小学生 学校の話しがいっぱいで、たのしい
1041 小学生 家にいる家族みんなそろって「いただきます！」
1042 小学生 たべる時は、テレビをけして会話をしよう。朝おきたらあいさつをしよう。楽しくいっぱい。

1043 小学生
サッカーの練習をお父さんといっしょにやり、うまくなるように、がんばる２人。日本代表選手たちが試合するテレビをお父さんと弟と会話しながらテレビを
見る３人。

1044 小学生 家族みんなで食たくかこむ、話しが広がる時。
1045 小学生 家族で食べよう楽しい食事。食事の時は、テレビを消して、えがおいっぱい、会話いっぱい。
1046 小学生 朝はねむくても、元気にあいさつ。学校から帰ってきたら、学校であったことを話す。
1047 小学生 食じはなるべく家族みんなで食べるようにしています
1048 小学生 家庭は子供が育つすべてのスタート、子どもは宝物
1049 小学生 おこったりけんかしたり泣いたり笑ったりしてきずいてゆく絆
1050 小学生 夕食時には家族みんなの一日の出来事の話の場
1051 小学生 誕生日にはみんなで手作りのケーキにデコレーションする。
1052 小学生 おたがいの話を聞く時間をつくる
1053 小学生 なんでも話ができる明るいお茶の間
1054 小学生 家族で楽しく会話をしながら食事をする。
1055 小学生 ごはんを食べる時はテレビを消して親子の会話を増やす
1056 小学生 テレビをみる時間を減らして話をする時間を増やす
1057 小学生 食事の時は、家族そろっていただきます
1058 小学生 家族がつどい会話がはずむ
1059 小学生 食事の時は特に家族と会話がたくさん
1060 小学生 食事のときは家族全部で集まって食べる
1061 小学生 休みの日家族みんなで話し合う
1062 小学生 みんなで1日1回は会話しよう

1063 小学生
うちのお茶の間は食事もするけどぼくと妹は宿題をやるし、お父さんお母さんは仕事をするし、ねる時間以外はみんなですごす場所です。そんなお茶の
間が大好きです。

1064 小学生 15日はノーメディアデー、テレビもゲームもやめて家族と仲よく会話しよう
1065 小学生 休日は家族みんなで今週の笑い話
1066 小学生 家にいる時、食事の時は、笑顔で会話し笑顔で過ごし何でも話し合う
1067 小学生 テレビを消してかい話のある食じにしよう
1068 小学生 お茶の間とは勉強する所、家族と話す所、親子とのスキンシップ
1069 小学生 僕のりそうはサザエさん一家です。サザエさん一家のように家族みんなで会話したり時にはケンカしたりする場所、そればぼくの描くお茶の間です。
1070 小学生 楽しく話をしながらワイワイ仲良く家族でご飯を食べる
1071 小学生 できるだけテレビを消して、家族の交流との時間を長くする
1072 小学生 みんなでおちゃをのみながらおせんべいたべる。
1073 小学生 ノーテレビデーは、みんなでハンカチおとし
1074 小学生 いつもいそがしいおとうさんもなかまにいれてかぞくみんなでかるたやなぞなぞをしたり本をよんでもらったりみんなでたのしくあそびたいな
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「私の描くお茶の間像」作品一覧表

区分 私の描くお茶の間像
1075 小学生 みんなでたべる夕ごはん、たべおわったらいつもおさらがからっぽだ
1076 小学生 みんなが、えがおでたのしくくらせるばしょ

1077 小学生
つめたいおちゃもいいし、あったかいおちゃもいいよ。つめたいおちゃは、あついときにのんで、あついときは、つめたいおちゃをのんだらとてもスッキリし
ててちょうどよいよ

1078 小学生 さむいときには、あったかいおちゃをのんであついときはつめたいおちゃをのｄんだらすっきりするよ
1079 小学生 みんなそろって、ごはんをたべる
1080 小学生 テレビをみるときは、みんなおなじはなしをする。じかんがあるときは、テレビをみずにみんなでかいわをする。
1081 小学生 おてつだいをたのまれたら、いやいやのかおをしないでえがおでやりたいです
1082 小学生 ママがプールのどうぐをあらってくれた
1083 小学生 かぞくであさ、おちゃをのみました。とてもおいしかったです。
1084 小学生 ソファにすわってテレビをみたよ
1085 小学生 みんながたのしくくらすいえ。たのしくみんなでごはんをたべる。
1086 小学生 テレビばかり見てないで、たくさんお話しよう。
1087 小学生 ねるまえにへやをくらくすると、一日あったことを思い出し、すなおに会話ができる。ぐっすりねむれます。
1088 小学生 土日の、朝ごはんのときに、なかよく話していっしょにたべたいな
1089 小学生 ごはんだそ、あいずにあわせていただきます
1090 小学生 こまったときは、ばあばに聞こうぼくのしゅくだい
1091 小学生 ニコニコいっぱいやさしさいっぱい
1092 小学生 絵本を読むときに、おかあさんと、おとうさんと、わたしがかわりばんこに読みます。
1093 小学生 かぞくみんあでよるごはん。きょうがっこうであったことをかぞくのみんなにおはなしするよ。
1094 小学生 おとおさんと絵を書く事、気持ちは、「お父さんの方を見て、ばらんすを考えて書こう。」と思っていました。

1095 小学生
いつもいそがしいおとうさんもなかまにいれてかぞくみんなでかるたやなぞなぞをしたり本をよんでもらったりみんなでたのしくあそびたいなあいさつ「お
はよう。」「いただきます。」「ありがとう。」「お休み。」「ただいま。」かぞくのあいさつ

1096 小学生
ぼくは、かんたんなコースしかやっていないので、つぎは、ちょっとむずかしいコースをやってみたいそのわけは、かんたんなコースだと、お母さんとお父
さんに学校であった出来事をあまりしゃべらないからちょっとむずかしいコースにして、がっこうであった事をたくさん話をお母さんやお父さんにしたいで
す。

1097 小学生 みんなでしゃべってたのしみたいです
1098 小学生 ババぬきやしんけんすいじゃくをやった。
1099 小学生 わたしは、ゲーム、パソコン、テレビを見ないでかぞくといっしょに学校のことを話したりいろんなことを話した。
1100 小学生 わたしはかんたんなコースしかやっていないからたまにはむずかしいコースもやってそれで家の手伝いとかやってそれで、学校の話をする。
1101 小学生 もしお父さんおにいちゃんがテレビをつけてもぼくは見ないようにがんばりたいです。

1102 小学生
ごはん中は、テレビを見ないでかぞくみんなではなしながら、おいしいごはんをたべながらあそんだり、学校であったことをママにはなしたりパパにはなし
たりしてゆっくり会話をしたいと思っています。

1103 小学生
私は、ごはんを食べているときにはテレビをみません。わけはテレビよりも家族としゃべったりわらったりしたほうが楽しいからです。そうすればごはんが
おいしくかんじるからです。

1104 小学生
朝おきて朝ごはんみんながそろうとうれしいです。テレビをつけずに夕ごはん、トランプやおりがみ。ゲームやテレビを見ないですごせる一日がいいで
す。

1105 小学生 テレビを見ないかわりに、バレーのアタック練習をしています。あと、みんなで、かい話も多くて楽しいです。
1106 小学生 家族でかるたとかしりとりとかいっぱい学校のことをいっぱい話したい。
1107 小学生 かぞくみんなで楽しく、いろんなもので、あそんでわらったり、はしゃいだり、お手つだいをして楽しい１日をすごしたい。
1108 小学生 毎日家族で話てあそんだりおもしろい話をしながら家族でごはんをたべたりする。

1109 小学生
ごはんを食べるときは、テレビをつけないで食べるからつまんないと思っておかあさんととうさんと話しをしました。何をお話したかというと、学校のプール
でおよげるようになったとか話しました。

1110 小学生 テレビやビデオは見なくてゲームやパソコンをやらないでお母さんとお父さんといっしょにしゃべる。
1111 小学生 テレビを見ない日は、本を読んだりしたいし、ごはんを食べているときには、かぞくで、しゃべったりしたい。
1112 小学生 テレビをけして、みんなの手つだいをしたり、みんながトランプとかすきなことをしたいです。

1113 小学生
ぼくは、かんたんなコースしかやっていないので、つぎは、ちょっとむずかしいコースをやってみたいそのわけは、かんたんなコースだと、お母さんとお父
さんに学校であった出来事をあまりしゃべらないからちょっとむずかしいコースにして、がっこうであった事をたくさん話をお母さんやお父さんにしたいで
す。ゲームやパソコンをやらないでサッカーの練習をしたりべん強をしたりしていろんなコースをクリアしたいです。

1114 小学生 テレビをみないでおかあさんや、おにいちゃんと、いっぱいお話をして、はしゃいだりサッカーやったりして、なかよくして、よい１日をすごしたい。
1115 小学生 毎日家に帰ったら学校の話しやがくどうの話をしてみたい
1116 小学生 テレビを見てはいけない日は、あそんだり、話をしたり、テレビにかんけいないことをしたい。ゲームなどは、がんばって、やらないようにしたい。
1117 小学生 海に行ったりしてのんびりすごす。ランニングしたりボールなげをする。
1118 小学生 テレビやゲームやパソコンをやんないで、いっぱい学校で、あったことを話をする。
1119 小学生 ぼくは、せいこうがすくないからかぞくとあそべるゲームをやりたい。ゲームとテレビは、あんまりやらないようにしたい。

1120 小学生
家族で、会話をしたりして、みんなでいろんなあそびをしたいし、家族でみんなのやくそくをきめたりして、これからの一日を、すっごく楽しくしたいなぁと思
いました。

1121 小学生 テレビやゲームやパソコンをやらずにごはんのときは楽しいかいわをいっぱいのひるごはんやよるを食べるようにしたい。
1122 小学生 あさごはんつくってくれてありがとう
1123 小学生 おかあさんがいつもくんてくれるお茶は、せかいいちおいしいお茶におもえました
1124 小学生 いつもごはんのときはてれびやげーむやめる。
1125 小学生 いつもかじをしてくれてありがとう
1126 小学生 おかあさんいつもいろんなことしてくれてありがとう
1127 小学生 お茶は、おいしいね
1128 小学生 お母さんがつくるごはんかぞくいっしょにいただきます
1129 小学生 おかあさんいつもごはんおいしいよ
1130 小学生 かけ川のお茶は、おいしいね。
1131 小学生 みんなそろってごはんいつもたのしいかい話
1132 小学生 おかあさんリビングでたべてるごはんは、おいしいよ
1133 小学生 かぞくでごはんかぞくでいっしょ楽しいな
1134 小学生 おかあさんいつもしごとをしてえらいと思いました
1135 小学生 すききらいいっぱいあるけどおいしいよ
1136 小学生 はままつの友だちとばばぬき
1137 小学生 お母さんいつも家の仕事をしてくれてありがとう
1138 小学生 食事におしゃべり楽しいな
1139 小学生 ぼくを生んでくれてありがとう
1140 小学生 かぞくみんなでおてづだい。
1141 小学生 きょうだいで太このたつじんでもりあがる
1142 小学生 お母さんのごはんせかいいちおいしいよ
1143 小学生 おかあさんつくったりょうりおいしいな
1144 小学生 おとうさんおきたらおはようといってくれてありがとう
1145 小学生 テレビをあんまりまないで、お父さんとお母さんといっぱいあそぶ
1146 小学生 テレビをたくさんみないでお母さんとおしゃべりをいっぱいして早くねたよ。
1147 小学生 家族でお茶をのんでお話ししたよ。
1148 小学生 おかあさんおとうさんおにいちゃんでお話したよ
1149 小学生 家で、お茶をのみながら、家ぞく３人で、人生ゲームをしながらテレビを見ないで、すごしたよ
1150 小学生 今月の前、わたしがおふろから出るときお父さんがゲームをやっててそのゲームとくいだっていってやりました。
1151 小学生 今月の前、わたしがおふろから出るときお父さんがゲームをやっててそのゲームとくいだっていってやりました。
1152 小学生 テレビ見てゲームやってかぞくみんなで楽しいな
1153 小学生 ゲームはたのしいな
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1154 小学生 たんじょう日会で「ウノ」をやったよじいじとお父さんとみんなでやったよたくさんやってたのしかったなぁ
1155 小学生 ごご６時にごはんたべて７時にしゅくだいをやって８時におふろにはいって９時におやすみぐーぐーねてる。
1156 小学生 お茶をのんでかぞくとたくさんはなした

1157 小学生
みんなで、お茶をのみながら、テレビをみたり、おもしろい話を、したり、なぞなぞをしたりして楽しい。あと、せんぷうきで、ちょっとのむ。お茶でぷくぷくっ
てみんなでやって楽しかった。

1158 小学生 家族みんなでぎおんまつりにいった
1159 小学生 家でお母さんとぼくとみんなでお茶会をやったよ。
1160 小学生 かぞくでごはんを食べた
1161 小学生 ごはんのときにお茶をのむとおいしいな
1162 小学生 夜、ごはんを食べる時、家族で話す時間が１番楽しいな。
1163 小学生 お茶はのみながら本を読んだ。
1164 小学生 わたしのおとうさんと３ＤＳであそんで楽しかったです。
1165 小学生 テレビでかぞくそろってみているよ
1166 小学生 テレビを見てうなずいて見おわったあとはぐっすりおやすみあー気もちー
1167 小学生 ひさしぶりのみんなでごはんおいしいな
1168 小学生 お母さんごはんおそうじたいへん手つだうかんしゃの気もちみんなのお手つだい、つかれたあとはごはんだ、おいしいな。
1169 小学生 お茶をのみながらあそんだ
1170 小学生 テレビやゲームは時間をきめて妹といっしょにあそんだ
1171 小学生 お茶をのんでおいしかったです。
1172 小学生 お父さんといっしょにリビングでいっぱいしゃべりながらすごしたいなぁ
1173 小学生 早ね早おきしてかぞくみんなでいただきます。
1174 小学生 きょうのできごと、かぞくで話す。
1175 小学生 テレビけしかぞくみんなで夕はん楽しく食べる。
1176 小学生 家でたべる時はかならずおかあさんは、「やさいもたべなさい！」と言うのがもうなれちゃった。
1177 小学生 かぞくみんなでおてづだい。朝ごはんをたべた
1178 小学生 かぞくでごはんをたべるときに話をしながらたべるとたのしい。
1179 小学生 おかあさんが、ぼくたちの家族のいのちをまもってる。
1180 小学生 早おきをしみんなでたのしくごはんをたべよう。
1181 小学生 毎日おいしいごはんをたべてかぞくそろってたのしい話ができてありがとう
1182 小学生 ねるときはぎゅでおやすみなさいこれをずっとつづけていきたいな
1183 小学生 いただきますやごちそうさまをだいじにして、お米やお肉つくってくれた人にかんしゃをしよう
1184 小学生 かぞくみんなで夜ごはんみんなそろっていただきます
1185 小学生 ごはんができたらテーブルのまわりでいただきます。
1186 小学生 バーバの家でおとまりをたくさんする

1187 小学生
かぞくで、いっしょにごうかなものをたべてみんなが「おいしかった！」と言ってくれたらいいです。かぞく全いんで「いただきます」「ごちそうさま」をいっしょ
に言いたいです。（おとうさんがおそいので）

1188 小学生 早ね早おき
1189 小学生 食事をするとき、テレビみんなでおはなし
1190 小学生 いただきますをだいじにしよう。わたしたちは、いのちをもらっているから
1191 小学生 わらうことが少し多い家族
1192 小学生 毎日いそがしいけどたまには、家族でトランプ、バトミントンをやりたいな。
1193 小学生 ゲームやテレビをやらないで、てつだいいっぱいがんばろう。
1194 小学生 みんなそろって楽しくお話をしながらごはんを食べたい
1195 小学生 夕はん時は、お父さんとお母さんの勉強タイムで、ぼくは、おぼえたてのかんしをきいてもらいます。
1196 小学生 とり合いけんかは無しに
1197 小学生 学校での出来事、いっぱい聞いてほしいな。
1198 小学生 勉強がわからない時はお父さんが教えてくれる。
1199 小学生 お手つだいは、言われる前に、すぐやろう
1200 小学生 食事の時、一日あったこと、うれしかったこと、かなしかったっことはなせる場所
1201 小学生 今日あった出来事を話す大切な時間
1202 小学生 食事の時は礼儀正しく楽しい話がたくさん
1203 小学生 いつもゲームにむちゅうで、あまりゲームのことしか言わないけど、これからはゲームの時間を決めて、家族とたくさん話をしたいです。
1204 小学生 なるべくたくさんのところで電気を使わず１ヶ所でお話いっぱいにする。
1205 小学生 ねるまえはみんなで本をよむ
1206 小学生 学校であったこととかあしたあることをかささず話合っている。
1207 小学生 いつもみんなでごはんを食べたいな
1208 小学生 家ぞくみんなでたのしく会わ。
1209 小学生 食事の時は、学校であったことをしゃべりたのしいじかん
1210 小学生 え顔で明るく楽しい家庭
1211 小学生 食べる時は楽しくえがおいっぱい
1212 小学生 ぼくは、お茶ですごいまぞうを作ってじぶんなりのまぞうを作りたいです。
1213 小学生 行ってきますのあいさつをえがおでやることをがんばりたい
1214 小学生 食たくの笑顔の中心は家庭菜園のとれたて野菜
1215 小学生 お茶は食生活にかかせなくてけんこうにもなり、おばあちゃんの家にお茶があるけど、すごくおいしいし苦くて薬みたいです。
1216 小学生 お父さんが会社にいくとき自転車で行っている。すごいなと思う。
1217 小学生 みんながたのしくすごせてにぎやかな家庭にしてゆたかな家庭
1218 小学生 みんなとなかよくしてきずなを深く
1219 小学生 明るくおしゃべりがいっぱい
1220 小学生 あさごはんのときはテレビやケータイを見ない

1221 小学生
ぼくは４人兄弟で、弟のおむつをかえたり、うまれたばかりのいもうとのおふろを入れたり家の手つだいをいっぱいしている。ぼくは兄として弟といもうとを
まもらなければいけない。ぼくはお母さんお父さんにいっぱい愛をもらっている。だからぼくも家族に愛をいっぱいあげるんだ。

1222 小学生 家族でキャンプ、自然の中で一家団らん
1223 小学生 これからはごはんのときは、テレビよりも会話をたくさんする
1224 小学生 たのしい時は、おこらないでえがおたくさん
1225 小学生 家族なかよく明るい家庭にする。何でも話す会話いっぱいの家庭にする。
1226 小学生 家族そろって休みの時には、たくさんおしゃべりをして、今日も楽しい１日
1227 小学生 「ごはんを食べおわったらしっかりとごちそうさまでしたというということを心がけようね」
1228 小学生 休みの日には家族があつまって会話いっぱい
1229 小学生 「おはよう」や「おやすみ」などのあいさつを毎日しっかりするように気をつけたいと思います。

1230 小学生
ぼくの、お父さんは、いつも帰ってくるのがおそいので、朝早く、起きていっしょにごはんを食べて、３分間キャッチボールをするのが楽しみです。これから
も続けたいです。

1231 小学生 「いただきます」「ごちそうさま」これはかかさず、やって、テレビを見て、大わらい。これがぼくの描くお茶の間像
1232 小学生 ゲームはほどほどにする。
1233 小学生 食事の時は、楽しいおしゃべりで明るいお茶の間
1234 小学生 しゃべりながらごはんをたべる。（理由）しゃべったりしてごはんを食べるととてもたのしく食べれるからです。
1235 小学生 今日あったことを家族のみんなに話しをする。
1236 小学生 ぼくの家では、「食事の時は、テレビを消す」と言う取くみをしています。
1237 小学生 休みの日は、家族そろってお昼ごはん。夜は、なるべくみんなでねる。
1238 小学生 今日あった出来事を話し合う場所。家族とのスキンシップの場所。親と子のきずなを深める場所。
1239 小学生 土日と日曜日は、家族でごはんを食べたり、遊んだりします。いっぱい話して食べます。
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1240 小学生 夕食時は、家族で食べ、その日の出来事を話しをする。
1241 小学生 家族全員で食事をとる。お手伝い一つは決まり、二つ目のお手伝いを作っていきたい。
1242 小学生 テレビをけしていっしょにみんなといっしょにいっぱいしゃべる。
1243 小学生 食事中は、テレビがついていてもたくさんはなす。食事は家族全員で。
1244 小学生 食事の時は、みんなで食べて楽しく会話
1245 小学生 あいさつで一日中笑顔ですごそうね。ゲームやテレビのやりすぎ見すぎは気をつけよう
1246 小学生 みんなでたのしくごはんをたべようそうすればきっとはなしももり上がるはず
1247 小学生 お父さんが休みの日に、ばんごはんのあとに、デザートをつくってくれるのがおいしい。
1248 小学生 いつも笑顔で元気なあいさつ
1249 小学生 家ぞくみんな仲よく会話
1250 小学生 「ただいま」の次には今日の思い出いっぱい話す
1251 小学生 一つのテーブルを、家族ぜんいんがかこみ、家族ぜんいんが、一丸となって食事をする。
1252 小学生 テレビもゲームもない部屋を家の会話だけでもりあげる（犬もいっしょ）
1253 小学生 休日は、家族みんなでいっぱい遊ぶ。
1254 小学生 朝、いそがしいが少し速く起き、家族と話す。夜（夕）楽しく今日あったことを報告し家族と話す。色々なことを話して楽しくすごす。

1255 小学生
ママが作ったおいしいごはんを食べながら、みんなで思い思いにお話をする。小学校や中学校の話。お仕事の話し、家の話。おしゃべりしながら、ゆっく
りごはんをたべる。

1256 小学生 みんなでかんしゃをこめて「いただきます」
1257 小学生 お父さんいつもぼくが帰ったらおやつをよういしてあるね。「ありがとう」
1258 小学生 家族でもいつも元気にあいさつを心がける。
1259 小学生 しょくじのときはテレビをけしてしゃべらずたべる。
1260 小学生 テレビをけして、テーブルをかこんでにこにこお話、楽しいね。
1261 小学生 家族でごはんを食べるとおいしい
1262 小学生 家族みんなでお話をする。みんなで笑える楽しい所。

1263 小学生
僕の家ではお茶を作っています。お茶はやっぱり自分の家でとれたお茶が１番好きです。今は暑いので冷たくして飲むけど、じいじとばあばは暑くても熱
いお茶を飲んでいます。僕は熱いお茶をがんばって飲んでみようと思います。

1264 小学生 夕食は家族そろっていただきます
1265 小学生 お家のルール家族みんなでいっしょに夜ごはん
1266 小学生 家族のみんなで助け合おう
1267 小学生 ＴＶを見るとき仲良くＴＶをえらぶ
1268 小学生 テレビを消して、みんなでいろんなことを話合って、学校のことだったり、最近おきたことだったり、とても楽しい会話ができる場所。
1269 小学生 食事の時は、家族みんなでいただきます。
1270 小学生 さざえさんのようなにぎわうおちゃのま
1271 小学生 テーブルを家族で囲めば会話いっぱい
1272 小学生 家族そろってごはんを食べる時がほとんどなくなってしまったので、朝だけはみんなで顔をそろえて朝食をたべれるように、努力したいです。
1273 小学生 食事どきに、なるべくテレビをけし会話をふやし、家族みんなの笑顔があふれる
1274 小学生 朝起きて、みんなでテーブル囲んでいただきます
1275 小学生 食じのときはたのしくかいわいっぱい
1276 小学生 ゲームをやめて、かぞくとあそんでいっぱい
1277 小学生 みんなといるときは、会話がいっぱい
1278 小学生 「家族みんなが手作り大好き」「テレビがなくても家族の笑い声がいっぱい」
1279 小学生 食事するときは、仲よく幸せいっぱい。
1280 小学生 みんな楽しくお話たくさん
1281 小学生 ねる前は、ふとんの中で一日のことをいっぱいおしゃべり
1282 小学生 みんなで、たくさん話して、かぞくのきづなをもっとふかめたい。かぞくで、たくさんきづなをふかめていきたいです。
1283 小学生 けんかをなくし、心ほかほか、笑顔になって幸せいっぱい。良いこといっぱい。
1284 小学生 みんなで集まる食たくは幸せの花。
1285 小学生 テレビなどがなくても自然に会話できる茶の間
1286 小学生 食事の時はおもしろい会話いっぱい
1287 小学生 家族のみんなでテーブルかこみきゅうすで入れたお茶をみんなで飲めれる家族になれたらいいな
1288 小学生 「夕食の時は、だれでもいいから、自分から手伝い。」ふろそうじ一人１回はやりましょう
1289 小学生 「いただきます」「ごちそうさま」両手合わせて感謝の気持ち
1290 小学生 いつも協力しあう家族。いつも笑顔の絶えない笑い声の絶えない家族
1291 小学生 テレビを消して、家族といっしょに食べたり、たくさんいろいろなことを話して、家族のいろいろなことを知りたい。
1292 小学生 みんなでテーブルかこって、今日あったこと、昔のこと、ノーテレビ、ノーゲームで会話たくさん
1293 小学生 みんなでごはんをたべてみんなでしゃべっていろんなことをしてあそぶおとうさんかおかあさんがかぞくでごはんをたべられたらいいね
1294 小学生 食べる時はなかよくお話しして、みんなが家族のために家で働く家族が良いと思います。
1295 小学生 「あいさつ」「お礼」で気持ちが良い家族づくり
1296 小学生 毎朝いっしょに朝ご飯をたべて、楽しく会話できる。
1297 小学生 家族そろって朝ご飯、ゲラゲラ笑う夜ご飯
1298 小学生 お茶の間で家族そろって会話する。そんな会話が家族の楽しみ。
1299 小学生 テレビを見ないでごはんを食べる。まいにちいっしょにごはんを食べる。
1300 小学生 早ね早おき、かぞくみんなそろってあさごはんをたべながらかいわ。
1301 小学生 どんなときでもお茶を飲んで元気になろう。
1302 小学生 ごはんを食べるときは、テレビを見ないで仲よく会話しながら食べる。
1303 小学生 ご飯を食べる時はテレビを見ずに会話をふやす
1304 小学生 ぼくは、「ありがとう」「ごめんなさい」と温かな家庭づくり
1305 小学生 私は感しゃの気持ちを持って家族と生活することが私の描くお茶の間像です。
1306 小学生 家族全員集まったときはテレビをけして、家族だんらん。
1307 小学生 みんなが集まって、いろんな話をして、楽しく過ごせたり、みんなで旅行に行ったりできる家
1308 小学生 ノーテレビでお茶会を開く
1309 小学生 家族みんなでテレビやゲームをやってたのしんでいます。ほかにも携帯電話などでもたのしんでいます。
1310 小学生 私のお父さんは単身ふ任。だから、帰ってくる週末は家族そろっていただきます。テレビを見るのではなく、家族との会話を大切にしていきたいな。
1311 小学生 いつもそろっていただきます。いつもごはん「ありがとう。」めいわくをかけて「ごめんなさい」すなおに温かい笑みのある家庭
1312 小学生 私が思う理想の家族は、食事は会話いっぱい支え合い助け合う家族。これば私の理想です。
1313 小学生 おとおさんはたんしんふにんで、土、日しか家にいなくお母とも夜ご飯は食べれないので家族全員でテレビをつけないで話す。
1314 小学生 朝ごはんは家族みんあがそろうまでまって、みんなで食べるとおいしいよ
1315 小学生 「ありがとう」「さよなら」その言葉で温かな家庭作り
1316 小学生 「あいさつたくさん」まい日たのしく明るく生活しよう
1317 小学生 ぼくは、食事中にけんかをしなく楽しい話をする家族がいいです。なにごとも楽しくできる家族がいいです。
1318 小学生 ごはんの時は、テレビをけして、家ぞくみんなでごはんをたべたい
1319 小学生 毎朝家族に「おはよう」がいえる家族がいいと思います。
1320 小学生 ごはんのときにたのしくしゃべっている家族、みんなで協力していろんなかたづけなどをやる家族
1321 小学生 食たくにみんなでそろって「いただきます。」そこから始まる楽しい会話
1322 小学生 食事の時、テレビを消してたくさん会話したい！土日は、家族みんなで食事をしている。ゲームをやめて、会話をたくさん
1323 小学生 家族で食事をしている時に、学校であったことを母に話します、みんなでいっせいに言うときもあります。そんな時は、じゅんばんに言います。
1324 小学生 食事の時は、いっぱい話そう笑顔でね。
1325 小学生 食事のときは、テレビをつけて食事をにぎやかにする。

1326 小学生
団らんの時間はゲームではなくて将棋をさす。大人も子供もなく本気の勝負をする。お父さんはぼくに負けて、本気でくやしそう。次も本気で挑戦する
ぞ。
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区分 私の描くお茶の間像
1327 小学生 みんなでケンカしないで、仲良くテレビをいっしょに見たり、学校のことを話したりして、仲が良い感じのお茶の間
1328 小学生 ごはんはね、家族で食べるとおいしいな
1329 小学生 毎日朝には元気にあいさつする。朝ごはんはできるだけみんなでたべる。
1330 小学生 休みの日にみんなでおやつを食べながら会話する。
1331 小学生 家族全員で食事をすることが少ないので、せめて土日などは、食べられるようにしたい。テレビはなるべく消すように努力していきたい。
1332 小学生 テレビけし、みんなんでニコニコおしゃべりしよう。
1333 小学生 テレビを消して、いっぷくしたらその日の出来事はなそうよ。
1334 小学生 ぼくは、野球の帰りがおそいので早く帰ってくる努力をしたいです。
1335 小学生 ご飯のあと、みんなでお茶を飲む時間は楽しいね。
1336 小学生 みんなで楽しく食事をしよう
1337 小学生 食事の時は家族全員で食たくをかこみテレビを見ずにだんらんをしよう。
1338 小学生 テレビは家族で見ると楽しくなるだから家族で見よう。
1339 小学生 食べてる時はテレビなくても楽しさいっぱい。
1340 小学生 食事の時は、みんなでたべるとおいしいな
1341 小学生 テーブルを家族でかこんで、昔のアルバムや色々なことについて話す。

1342 小学生
どんなときでもどんなことも、家族みんなで協力すると笑顔がいっぱいあふれてくる。たれかが大変そうだったら、自ら助けにいく。そんな思いやりのある
家族が私は大好きです。

1343 小学生 今日あった出来事はかならず話そう、おやくそく
1344 小学生 家族みんなでつくえに集まってトランプや会話いっぱい話そう。
1345 小学生 楽しい会話をして、かたい話はしない（仕事、習い事の話）。食事中はＴＶをつけない
1346 小学生 食事を家族みんなで食べたいな
1347 小学生 朝おきたら、まず「おはよう」
1348 小学生 いつも食じのときテレビがついているけどかいわはまい日している。
1349 小学生 家族でけんかをしなくてごはんなどをたべるときはテレビはつけないようにしたい。もうちょっとくふうしたいです。

1350 小学生
お父さんお母さん弟近くで支えてくれてありがとう。おじいちゃんおばあちゃんねぇね遠くでもささえてくれてありがとう。遠くの人も近くにいる人も支えてく
れる。みんなありがとう。

1351 小学生 もっと家族で話したりご飯をみんなで食べたりしたい
1352 小学生 食事の時はみんな楽しい会話
1353 小学生 祖父母の家家族集まり14人で食事
1354 小学生 なやみがあったら相談できていつも明るい家庭
1355 小学生 ごはんは話して笑いをいっぱい
1356 小学生 いつもニコニコ心がポカポカ
1357 小学生 7時のごはんテレビを消して話そうよ
1358 小学生 食じ中テレビをけして家族ではなしをする
1359 小学生 休日は家族みんなで遠くにお出かけ
1360 小学生 休日は家族みんなでお出かけしよう
1361 小学生 休日の昼食は家族みんなでお昼ご飯
1362 小学生 お母さんいつもおいしい料理つくってくれてありがとう。たまには私が料理を作るね。
1363 小学生 休日は家族みんなで遊ぼうね
1364 小学生 もし野球が休みならいっしょに出かけよう
1365 小学生 ご飯いっぱいえがおいっぱいの食事
1366 小学生 朝起きてすぐに元気な「おはよう」へのあいさつ。かぞくがみんなえがおになったらいいな。
1367 小学生 いつでも明るく相談したいことがあったら必ず話す
1368 小学生 晩ご飯はいそがしくてもかぞくみんなで一緒に
1369 小学生 休みの日いそがしいのに作ってくれる朝ごはん。たまには作ってありがとういっぱい。
1370 小学生 お母さんたまにはごはん作り手伝うよ
1371 小学生 みんな同じテーブルをかこんで食べよう。おいしいごはんを食べたいな
1372 小学生 休日家にいてもお手伝い、きっと親もらくになる
1373 小学生 食事の時はテレビをけしてたまには話してみよう
1374 小学生 家族で夏休みやれん休休みのときにこんなところへ行きたいなぁ。みたいな感じで、家族旅行で行きたい場所をみんなで言い合ったりしたい。
1375 小学生 ケーキやおかしを食べながらお母さんたちとお茶を飲んだりしていっぱいお話をしてみたいと思った。
1376 小学生 私は、ご飯を食べる時はテレビを消して家族との会話時間をふやしています。あとご飯を食べる前はかならず家族そろって「いただきます」をしていま

1377 小学生
いつも夜ごはんは家族全員でそろって食べています。ごはんを食べる時はテレビをつけないでたくさん会話をしています。その日の出来事の事を話して
います。

1378 小学生 ばんごはんの時今日あった学校の出来事をしっかり話している。たまにテレビを消して笑いながら会話しています。

1379 小学生
私は、ご飯を食べる時はテレビを消して家族との会話時間をふやしています。あとご飯を食べる前はかならず家族そろって「いただきます」をしていま
す。ごはんを食べる時

1380 小学生 わたしはごはんを食べるとき会話をふやしたいです
1381 小学生 みんなで楽しく話をしてご飯を食べたい
1382 小学生 私の家では、毎日学校の出来事を親に話すようにしています。これからも家族でいろいろな会話をして仲のいい家族になりたいです。
1383 小学生 食事のときは、みんなそろってたのしくかいわをしながら食べる
1384 小学生 休日はテーブル囲んで家族でトランプ笑顔たえないお茶の間を。
1385 小学生 食事の時はみんないっしょに楽しく食べる。会話するときは楽しく家族といっしょに楽しくなろう！！

1386 小学生
私の描くお茶の間像は、サザエさんのようにいつも家族全員で食事をたのしみたいです。家族といっぱいおはなしをしていつもたのしい生活をしたいで
す。

1387 小学生 私の家はお母さんが仕事の日はあまりお茶の間づくりができていないから、お母さんが休みの日にはトランプなどで遊ぶようにしたいです。

1388 小学生
ぼくの家の家族は夜はだいたいテーブルを囲みとなりの家のばあばのお父さんお母さんもさそって食じをとっています。毎月３０，３１日にはほとんど家
族全員でたべに行きます。家族としゃべりながらとるしょくじはかくべつです。

1389 小学生 ときどきみんなでごはんがたべられないからみんなでごはんをたべられるようにしたい
1390 小学生 食事のときは会話いっぱい他の行く食べたい。土日はみんなで食事をしています。
1391 小学生 週に1回は家族そろってテレビをつけないで会話をしながら食べたい

1392 小学生
晩ご飯を家族みんなでたのしく笑顔で会話しながら食べています。1ヶ月に2回1日２さつ読書の習慣にしたい。毎日朝と夜のあいさつを習慣にして笑顔
のたえない家族にしたいです。

1393 小学生 週1回部屋の中にゴミがないかチェックする
1394 小学生 食事のあとの食後はゆっくりお茶を飲みながら会話をいっぱいしたい。
1395 小学生 つきにいっかいすきなものがたべられる
1396 小学生 みんないっしょにスローフード。楽しい会話で心もはずむ絆も深まる
1397 小学生 家でみんなそろってはなしながらたべたい
1398 小学生 家で週1回家族でテレビを消して笑顔で食べたい
1399 小学生 週に1回テレビも全部けして電気もけしてリビングでローソクをたてて1週間のできごとを話す
1400 小学生 食事の時食べ始めはみんな一しょの時間にしている

1401 小学生
私の家ではできるだけ家族そろってごはんが食べられるように宿題や家事をはやくおわらせるようにしていきます。ごはんを食べる前は学校でのできご
とをすべて親に話します。

1402 小学生 みんないっしょみんな笑顔みんなのお茶の間
1403 小学生 夜ごはんは家族そろって仲良くたべよう！
1404 小学生 家族全員で会話いっぱい笑顔いっぱいのお茶の間にしたい。
1405 小学生 みんなで集まっていろいろな話をすることやみんなそろってごはんを食べること
1406 小学生 食事の時家族みんなあつめて会話をする。
1407 小学生 食事の時には家族みんなでゆっくりしながら会話をしたい
1408 小学生 土日はテレビをけして家ぞくではなす。
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1409 小学生 お母さんとのんびりゆっくりできるお茶の間を作りたいと思いました。ごはんの時テレビをつけているからなるべくきるようにしたいです。
1410 小学生 しゅくだいをやっているときに今日あったことをおうちの人に言っている
1411 小学生 ごくごくふつうなお茶の間がしたい。なんにもとくべつではない会話をしたい。
1412 小学生 家族みんなとおじいちゅあんおばあちゃんいとこと話して楽しくごはんを食べている様子。
1413 小学生 わたしの家はいつもごはんを食べている時に、テレビをけしてその日に学校などの所で楽しかったことを家族全員で話し合ってます。
1414 小学生 家族で楽しく話をしているお茶の間をやっている
1415 小学生 みんなでゆうごはんをたべているときにしゃべっている
1416 小学生 食事の時間はみんなで話す。
1417 小学生 家族で夏休みにどこに行きたいとかみんなで遊びにいったりしたい
1418 小学生 ケーキを買ってみんなで楽しいお話をしながらおいしいケーキを食べてみたい。笑ったりたくさんお話をしてみたい。

1419 小学生
私はおかしなどをたべながらどんな人と遊んだ？や、どんなことをした？など、学校の話をしています。でも、ごはんを食べている時はテレビを見ていて、
何もしゃべらないので、ごはんの時はテレビをけしてたくさん話したい。

1420 小学生 お母さんとかお姉ちゃんとお茶を飲みながらゆっくりお話をする。それぞれの生活のお話をしたい。おかしも食べたい。
1421 小学生 夕ご飯の時は全員そろってから食べる。ことをやっている。
1422 小学生 ねる前から１０分くらいいろんな事を話す。
1423 小学生 家族全員でお茶とお菓子を食べながらゆっくりとはなしたい。
1424 小学生 テレビを見ながら会話をしている
1425 小学生 今やっていることはごはんたべながらみんなで話をしている（テレビとかをつけていない）
1426 小学生 夜ごはんを食べる時はテレビを消してみんなで今日の出来事を話して弟や妹やお父さんお母さんに話を聞いてもらっている。

1427 小学生
ぼくはあつまれるときはみんなであつまって話をしたりごはんを食べます。たとえば学校であったことなどを話します。これからもこの生活をつづけたいで
す。

1428 小学生 みんな（家族）で学校の話をする（夕食）。ケーキを食べる（たん生日）。
1429 小学生 私はごはんを食べる時に必ずみんなが席についてからごはんを食べるようにしています。ごはんの時に登校のようすなどを話しています。
1430 小学生 みんあでごはんを食べるようにしています。ごはんを食べる前にできごとは話します。

1431 小学生
わたしの家はお母さんたちと一しょにたべられなくイスが少ないため一しょにたべれていません。これからは一しょにたべられるように席をこうたいしなが
らたべたいです。

1432 小学生
私は家族そろってたべているけどテレビを見ながらたべています。だからテレビをけして会話をいっぱいしながらたべるようにしたいです。ときどきテレビ
をけしている時、学校であったことの話をしています。

1433 小学生 ぼくの家はおかあさんがざんぎょうでは何かあったらみんなできょうのことははなしてごはんをたべています
1434 小学生 夜ごはんを家族みんなでたべたり朝も家族みんなそろってたべたりしています。しかし会話をあまりしていないので会話をいっぱいしたいです。
1435 小学生 みんながいっぱいお話ができるようにテレビをけして、みんなで仲良くしています。これからも家族の人と仲よく話して、なるべくいっしょに食べたいです。
1436 小学生 私はいつも家で今日あった出来事やあしたある行動などをかぞくにはなしています。

1437 小学生
私のひいおばあちゃんの家で毎日よるごはんをたべています。たべているときは学校であったことを話したりしています。なのでこれからも家ぞくみんな
でいろんなことを話してごはんをたべたいです。

1438 小学生 ごはんの時はおじいちゃんおばあちゃんといっしょにみんなで食べています。これからもずっと続けていきたいです。
1439 小学生 私は毎日家族といっしょに朝、夜ごはんを食べています。
1440 小学生 家族みんなで今日なにがあったとか今日だれと遊んだとかなにして遊んだ、、また、今日はやったとかいろいろな話をしています。

1441 小学生
朝ごはんと土日のばんごはんは家族そろって食べています。ごはんの時は１日のでき事や学校であったことなどをはなしています。これからも楽しくご
はんを食べたいです。

1442 小学生
ぼくは家族６人中３人ぐらいで食べています。３人の中にお母さんがいて学校での出来事を話したりしています。でもたまにテレビを見て話さない時があ
ります。だから毎日お母さんなどとは話せるようにテレビを消して楽しくはなしたいです。

1443 小学生
私の家は学校の勉強でわからない所や仕事場でのことなどを家族みんなで相談にのってあげたりはげましてあげたりしています。また休みの日図書館
でかりてきた本などをよんであげたりしています。

1444 小学生
私の家では家族がたん生日の日に私がプログラムを作りたん生日会をします。みんなでお話ししてゲームやプレゼントをあげたりします。毎回とても楽
しいです。

1445 小学生 茶のまでは、みんなで学校であったことや友達のことなどを話しています。朝はあまりしゃべっていないから朝もいろんな話をしたりする。

1446 小学生
私は毎日家ぞくみんなでごはんをたべています。私は毎日「今日あった出来事」などをお話しします。だからこれからもみんなでごはんをたべたりお話が
続くといいです。

1447 小学生 ごはんの時学校の話をしている。今後家族でたべたい。ごはんを食べおわったあといっぱい話をしたい。
1448 小学生 ごはんの時はテレビを消す。月一でごはんをいっしょにつくるようにしている。

1449 小学生
しょくじのさい中にだれかがもんだいだしてしめいされた人もしくははやくわかった人がこたえたりする。しょくじ中でクイズとかをだしている。みんなであだ
なやおもしろいことゆったりみんなわらわせたりもする。（しょくじ中）

1450 小学生 ごはんをたべるときはテレビをつけず、はなしながらたべるのがいいな～。みんなそろってたべる
1451 小学生 食事の時間を決め、その時までにあつまっている。食たくにテレビをおいていない。１日のでき事を話している。
1452 小学生 ごはんを食べる時は学校の話をしている。テレビをつけているから消して会話をもう少し増やしていきたい。
1453 小学生 家族みんなそろってその日にあったことを話す。
1454 小学生 食事の時はテレビを消す。１日にあったことを話す。食事は家族全員で食べたい。
1455 小学生 ぼくの家できをつけているのはテレビをみながらたべないってこっとをきをつけています。これからかぞくで話しながらたべたいです。
1456 小学生 テレビを消す
1457 小学生 ごはんの時に学校の話をしてる。学校いがいのはなしもしたい。とくべつな日には家ぞくみんなでパーティーをする。
1458 小学生 話しやすいようにむきあってすわる。（色々楽しいことをはなせるように）
1459 小学生 月に1回みんなで焼き肉を食べに行く。家でみんないる時はみんなでテレビを見ながら会話する。月曜日は早く食べて映画を見る（家で）。
1460 小学生 私は学校であったことなどを話している。テレビをけして会話をたくさんしたい。
1461 小学生 ひじや足を立てずに食べて、食べ終わったらしっかりと片づける。
1462 小学生 食事をできるだけ家族そろってたべられるようにしたい
1463 小学生 テレビをつけて野球やサッカーのかんせんをする。夜の公園でみんなでカップラーメン。
1464 小学生 私の家ではテレビを見ているけど、ちゃんと話をして食事をしています。
1465 小学生 学校の話をする。
1466 小学生 学校のことや友達のことなどいっぱい話をする。
1467 小学生 ぼくの家ではなるべくみんながそろうようにしています。よく学校の話や野球のはなしをしています。なるべくしゃべらない間をちぢめています。
1468 小学生 世界で一番仲が良い家族。悩んでいるコトを一番先に言える。朝ご飯はみんなで一緒に同じものを食べたい。家族みんなで協力し合う。
1469 小学生 「おはよう」や「ただいま」などのあいさつをいっぱい、学校でのできごとを話す。
1470 小学生 一人でいる時間をへらして、家族といる時間をもっとふやす
1471 小学生 家に帰ったらたくさん会話をしている
1472 小学生 土日などの休日、私はバレーがない時、お姉ちゃんは部活がない時は、なるべくお出かけをする。
1473 小学生 食事をする時はテレビを消し家族皆で楽しい会話いっぱい
1474 小学生 家族みんなでゆっくりおやつタイム。家族でテーブルを囲んで楽しくお話して甘いお菓子を食べたいな！！
1475 小学生 インターネット、携帯電話、いますぐやめてみんなとおちゃべり、そうすればみんなえがおいっぱいだ
1476 小学生 食事中は今日学校であったことなどをいっぱい話す。（テレビを消す）
1477 小学生 家族とのふれあいの場所
1478 小学生 いつまでも笑顔と会話がたくさんでにぎやかな家族にしたいなぁ～！！
1479 小学生 家ぞくで一緒にすごす時間をふやしたい。
1480 小学生 家族みんなのふれあいの場所
1481 小学生 休日は家族みんなで読書して、本の感想たがいに言い合う
1482 小学生 食事中家族のふれ合う会話の時間。家族のルール誕生日には家族でいわう大事な時間。家族とは笑顔でふれ合える大切な時間。
1483 小学生 けんかは×、助け合い協力しながら絆を深めていく。
1484 小学生 食事の時はテレビを消しておいしくごはんを食べ学校などであったことをいっぱい話す。
1485 小学生 話すときは、相手の顔を見てはなそう！
1486 小学生 食事の時に学校のコトをかを１０分ぐらい話す
1487 小学生 夜ご飯の時は、みんなそろって「いただきます」をしていきたい。１０分くらいは学校などの話をしている。
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「私の描くお茶の間像」作品一覧表

区分 私の描くお茶の間像
1488 小学生 朝は家族みんな早起きして音楽と共に楽しい朝食をとるお茶の間
1489 小学生 私は家族みんなでたのしく運動して会話を盛り上げられるような家族にしたいです。
1490 小学生 元気にあいさつ
1491 小学生 元気にあいさつ
1492 小学生 食事のときは今日あったことを話す
1493 小学生 食事では会話いっぱい一家団らん
1494 小学生 食べている時ひじをつかず口を開けないでマナーよく食べる
1495 小学生 いつも仲良く楽しい会話する
1496 小学生 テレビを消して話す。（今日あったことなど）。テレビを消して会話をいっぱいにする。
1497 小学生 家族といっしょに明るく団らん
1498 小学生 食事中はテレビやパソコン、本をやめて会話をいっぱいにする。
1499 小学生 食事ｔの時はみんなで会話いっぱい楽しく食べる
1500 小学生 宿題のとき、テレビを消し分からないところがあったらおやにきく
1501 小学生 食事の時は、１日のことを家族に伝える
1502 小学生 食事の時、いろんな時でも会話をいっぱいしたい。
1503 小学生 食事をする時、今日あった事を話し合って楽しく食事をする
1504 小学生 食事の時はみんなで楽しく食べる
1505 小学生 みんな仲よしいっぱい会話しよう
1506 小学生 食事の後に、お茶をのんで自然を楽しむ。スズムシの声をききながらふろには入って楽しむ。
1507 小学生 みんな仲よくたくさん会話する
1508 小学生 食事のあとはお茶をいっぷく
1509 小学生 ごはんの時はお茶をのむ
1510 小学生 食事の時は、テレビを消し、みんながテレビを見ないで話せるようにしテレビを消して食べる
1511 小学生 ごはんの時には「会話をたくさん、ごはんは残さずごちそうさま」
1512 小学生 食事の時は、今日のおもしろかったことを話そう。
1513 小学生 テレビを見ながら会話も多い
1514 小学生 学校のことを毎日家の人に話す。いっしょに朝ご飯を食べる。
1515 小学生 しあわせなお茶の間
1516 小学生 エアコンのついたところはみんないる。だいどころにおいにさそわれみんなくる。
1517 小学生 ゲームの時間を決めてゲームする時間が終わったら家族と話す
1518 小学生 食事の時はゲームをやめて家族と楽しく
1519 小学生 家族全員が楽しく食事や会話ができる
1520 小学生 一家団らん楽しい茶の間
1521 小学生 ＤＳをする時間をへらして家族と会話いっぱい
1522 小学生 手伝いをして親の仕事を楽にする。
1523 小学生 食たくは笑顔があふれ幸せいっぱい
1524 小学生 ゲームの時間を決めて家族とはなす時間をつくっている
1525 小学生 わたしはゲームの時間を決めみんなでトランプなどをして遊んでいます
1526 小学生 いつもはあまり食事の時は話さないからこれからは家族で話す
1527 小学生 テレビをみる時間をへらしてお母さんお父さん弟と会話をいっぱいする
1528 小学生 ごはんの時はみんなでおしゃべり
1529 小学生 家族でテレビをみながら笑ってお茶を飲む
1530 小学生 家族みんなそろってテレビを見ながら食事
1531 小学生 家族みんなでテレビを見る。家族みんなで夜ご飯
1532 小学生 ゲームじゃなくて家族といっしょにおしゃべり
1533 小学生 私には母親が店に行っていて会う日が少ないけれどお茶の間に行けば、おじいちゃんおばあちゃん兄たちがいて楽しい
1534 小学生 ごはんの時は家族みんなで
1535 小学生 夕食後、みんなで今日あったことや面白かったことなどを楽しく話していければいいと思います。
1536 小学生 休みの日は家族みんなでごはんを食べよう
1537 小学生 朝食、夕食を家ぞくそろって食べたい。会話をして楽しく過ごす。
1538 小学生 暑い夏リビングにいる人は暑いのでこの夏エアコンつけてごはんをたべてる
1539 小学生 家族みんなで楽しくはなす
1540 小学生 家族で早起きをして楽しく会話いっぱい
1541 小学生 いつも笑顔で会話がたくさんあってなるべく家族がそろっているようにしてとても明るい感じ
1542 小学生 家族との会話をいっぱいにしたい
1543 小学生 リビングはみんなあつまるいこいの場
1544 小学生 食事の後は家族みんなでお話し会
1545 小学生 テレビやゲームは１週間に一回やらない日を作っている。家の人にもあいさつしている。和室でほりごたつがある。
1546 小学生 学校が休みの朝と夜は家族でそろってめしをたべる
1547 小学生 お茶の間で家族で過ごす時間を大切にする。やっている事はちがっても一しょにいる時間を大切にしたいです。
1548 小学生 休みの日はみんなそろっていただきます！
1549 小学生 家族みんなそろっているお茶の間。家族の手伝いをするとりくみをしている。これからはもっと会話をいっぱいする家族がいい。

1550 小学生
私の描くお茶の間像は、食事の時は楽しい会話、おやつの時はみんなで楽しみ笑顔いっぱいの時間、それから時どきミニパーディを開いたりして楽しい
お茶の間にしたいです。

1551 小学生 できるだけたくさん夕ご飯は家族いっしょに食べる。
1552 小学生 家族と話す時間を多くする。
1553 小学生 元気な声であいさついっぱい。「いただきます」は家族みんなで！！
1554 小学生 朝食はみんなでいっしょに食べる
1555 小学生 たくさん手伝いで笑顔いっぱい
1556 小学生 土日の時には家族みんなでお出かけをしたい！家族とたくさん遊び、話すきかいをふやしたい
1557 小学生 家族みんなでごはんを食べてお話しよう
1558 小学生 休日は家族みんなで朝ごはん
1559 小学生 土日祝日は全部ごはんをいっしょにたべる
1560 小学生 団らん日作って会話ほっこり心。家族とご飯、会話がはずんでなかなおり。

1561 小学生
朝も昼も晩もみんないっしょにそろってごはんをたべる。さむいときにひまだとみんなでこたつにはいっておちゃをのんだりテレビをみたりする。かぞくだ
んらん。

1562 小学生 家族がそろって楽しくお話しをする。家族みんなで楽しく団らんをする。

1563 小学生
私の家では食事の食べ始めが少しばらつきがあるのと食べるペースがちがうので「食事の時は、いっしょに食べ始め会話たくさん」なったらいいなと思い
ます。

1564 小学生 みんなで会話をしてごはんをたべるとこ
1565 小学生 ひまなときはごろごろするのをやめて会話たくさん
1566 小学生 できるだけ全員そろって楽しく食べる
1567 小学生 土日は家族みんなで食事する。だんらんがいっぱいのごはん。
1568 小学生 みんなで１日あったことを言ったりきいたりする。ちゃんとあいさつをする。
1569 小学生 お茶の間は家族みんなの楽しい会話の場所
1570 小学生 土日の昼夜ごはんは必ず家族全員で食べる
1571 小学生 食事のときはテレビをけして１日のことをふり返って家族に話している
1572 小学生 夜はみんなで集まりおもしろい会話いっぱいのお茶の間
1573 小学生 お茶の間で会話がはずむ。家族とのかかわりをもっと深める。
1574 小学生 みんなで今日あったことを話し合ってテレビで笑い合うお茶の間
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「私の描くお茶の間像」作品一覧表

区分 私の描くお茶の間像
1575 小学生 食事の時いろいろなことを話すお茶の間
1576 小学生 家族みんなでにぎやかに食べる食事
1577 小学生 リビングやぱそこんなどはやらなあいでその日あった出来事などを話す
1578 小学生 家族みんなで「いただきます」「ごちそうさま」をして会話をいっぱいするお茶の間
1579 小学生 家族みんながそろって「いただきます」をする
1580 小学生 食事の時はテレビを消して食事をしてみんないっしょに食事をしていっぱい会話をする。
1581 小学生 朝みんなでいっしょにごはんを食べながらテーブルをかこんで楽しくおしゃべりしたいです。
1582 小学生 お茶の間で家族みんなが笑っていられる
1583 小学生 家族みんなで夕食かこみみんなでわいわいさわいでいるお茶の間にしていこうね！
1584 小学生 ねる前やおきた時行ってきますのあいさついっぱい笑顔いっぱいのお茶の間
1585 小学生 毎日家族がいっしょにテーブルをかこんで会話したりいっしょにいただきますをするお茶の間
1586 小学生 みんながたくさん話し合えるお茶の間になってほしいな。それぞれの１日が分かり答えるお茶の間がいい。
1587 小学生 茶の間で家族皆でいっぱい話しながら食べる夜ごはん
1588 小学生 みんながそろってみんなで「いただきます」していろんなおはなししてみんなでいろんなことをしたいです
1589 小学生 食事の時は今日あったことをすべて家族に話す。いやだったことうれしかったこと楽しかったこと全部話す。
1590 小学生 みんなで食事して話をたくさんしたり楽しい出き事をたくさん話して笑顔いっぱいのお茶の間
1591 小学生 家族でいる時は、ゲームもテレビもやめ会話たくさん
1592 小学生 家族皆といろんなことを話して、楽しいお茶の間がいい。
1593 小学生 今日の出来事を話し合ったり、笑顔が多いお茶の間
1594 小学生 できるだけテレビを消して家族と話す時間が広がるといい

1595 小学生
わたしは自分の家庭がもっとたくさん会話ができるといいなあと思っています。理由はあまり家族で話す時間がないからです。だからわたしが家族によ
びかけてたくさん話をしたいです。

1596 小学生 テーブルを家族でかこみ会話いっぱい
1597 小学生 お茶の間で家族でいっぱい会話する。
1598 小学生 家族そろって食べる土日の朝食昼食夕食とてもにぎやかで楽しいな。
1599 小学生 ご飯のときはチャンネルを変えて笑ったり話したりする。
1600 小学生 テレビをみんなでみるおちゃのま
1601 小学生 お茶の間でみんなでお茶のみおいしいな（お茶の間でみんなでお茶をのむととてもおいしいよ）
1602 小学生 夕ごはんかぞくみんなでたべようよ
1603 小学生 お茶の間でラキューのてんらん会を開きたいです。ぼくがラキューの先生です。ぼくが博士になってお父さんとお母さんとお姉ちゃんにもおしえたい。
1604 小学生 お茶の間ライブラリーを作りたい。家族といっしょに本を読みたい。父と母と祖母といっしょに本を読んでみたい。お茶の間で楽しいひとときぼくの場所。
1605 小学生 お茶の間でトランプ大会を開きたい。七ならべ、ばばぬき、しんけんすいじゃくたのしいよ。父と母、妹と４人で遊びたい。
1606 小学生 お茶の間で将ぎ大会を開きたい。つみ将ぎ、はさみ将ぎに本将ぎ、おじいちゃんお父さん○○ちゃん○○ちゃんでやろう将ぎ大会。
1607 小学生 毎回食事の後の皿洗いをしている。いつも犬の世話をしている。
1608 小学生 家族でトランプをする。ノーメディアの日をきめる。けんかをしてもすぐに仲直りをする。
1609 小学生 よくぼくは兄とカードゲームをしている。ほかにも父や祖母の皿洗いをしながらよく話します。
1610 小学生 ぼくはよく家族いっしょにＵＮＯをやります。ぼくはよくUNOでまけてしまうけどとても楽しいです。

1611 小学生
ぼくは毎日４人家族全員で朝食、夕食を食べています。わけは全員で食べた方がおいしいからです。いつもお母さんかおばあちゃんがつくってくれま
す。４人で仲良く作ることもあります。楽しく会話して学校でおきたことを話したりしています。

1612 小学生 夏休みや春休みはお母さんが買ってくるおやつを食べて話している。
1613 小学生 みんなといっしょに食事（レストラン）
1614 小学生 おばあちゃんの作ったごはんを家に届ける手伝いをしている。
1615 小学生 お父さんと将棋をしている。土日もみんなそろってご飯を食べる。トランプをする。
1616 小学生 お兄ちゃんが帰って来てお庭でバドミントンやバレーをやっていたり、家族全員で夜ご飯を食べたりして家族団らんの時間を多くする。
1617 小学生 家族全員いっしょに食事
1618 小学生 家族みんなでテーブルをかこんでにぎやかに楽しく笑いながら話をしながら食べたい
1619 小学生 家族そろってにぎやかに今日の出きごとを話しあいたい。おこづかいがもらえるからお手伝いをやるのではなく、いわれなくてもお手伝いをやりたい。
1620 小学生 家族みんなにあいさつ、みんなそろってごはん
1621 小学生 「おはようございます」1日の始まりだ。豊かな家族を作ろう
1622 小学生 これからは家族dいろいろはなしあったりあそんだりして仲良くしてゆたかな家ていにしていきたい。それにもめごともない仲良い家族でいたい。
1623 小学生 いつもながらの時間いつもながらの話し声このお茶の間でみんなの様子が伝わります
1624 小学生 我が家のお茶の間は図書館。本を読んでくつろぐ部屋。
1625 小学生 みんなで同じものを食べて明るくいただきますをして話しながら食べてみる
1626 小学生 食事の時はテレビを消す。見たい番組があるけど見せてくれない。でもその分かぞくとの会話がふえるからいいもんだ。
1627 小学生 毎週土日は家ぞく団らんでデーです。学校の事をいろいろと話せる家ぞく団らんでも、月から金は土日よりもっと多い人との団らんです。
1628 小学生 おいしいごはんをかこんでみんなでお話し、たえないえ顔
1629 小学生 あいさつで家族みんなの笑顔がかがやく
1630 小学生 みんなでテレビを見る。みんなでお茶をする。
1631 小学生 お手伝いせきにんもって家族だんけつ
1632 小学生 テレビとめて、家族で楽しもう読み聞かせ
1633 小学生 早ね早起きをしているよ弟二人起きるのおそい
1634 小学生 みんなでよびかける笑顔すてきだな。ありがとうを言うとなんだかいいきもち。
1635 小学生 ごはんのときに学校であった話テレビはみないでお話たいむ
1636 小学生 ゲームをやめて顔を合わせて会話をしたいね
1637 小学生 家族みんながそろったら、お茶をみんなでのむのが一日のたのしみ
1638 小学生 家族みんなでボードゲームやスゴロクをする
1639 小学生 家族みんなでごはんを食べてしゃべりながらごはんを食べてとてもたのしかった。
1640 小学生 早く起きたら家族みんなでなかよく朝ごはん
1641 小学生 ぼくの家族とお話が多いので一番楽しい時食べる時です。みんなと食べるとおいしくなります。
1642 小学生 わたしは家族でいつもごはんをしゃべってたべています。
1643 小学生 おやすみのひはおとうさんといもうととぎょうざつくり。みんなでいっしょにつくってたべるとおいしいな。
1644 小学生 家族みんなで読書の時間、心にもたっぷり栄養をしゃべりながらさん歩をする
1645 小学生 家の人とくるまの中でどっかに行くとき歌をきかずにはなしをしている
1646 小学生 ごはんの時テレビを消しておもいろい話をしながら食べる
1647 小学生 家族がみんな「えがお」で話せるようになる。ごはんを食べる時は話して食べたい
1648 小学生 みんなで遊んだりする（しりとり等）
1649 小学生 家ぞくで1日のでき事を言いあう。べんきょうをかぞくでする。
1650 小学生 みんなでいっしょにごはんを食べているときテレビをつけづにみんなで会話する。
1651 小学生 家族みんなでさん歩をいま週に２，３回やっているのでこれからも続けていきたいです。
1652 小学生 みんなで1日1回はみんなで話す
1653 小学生 家族でトランプやいろいろな遊びをする。いっしょの場所でねころがり話したりいっしょにねる
1654 小学生 家族で話し合える時間をつくってうれしかったことやおもしろかったこと、いやだったことを話し合う
1655 小学生 昔の事を話したり、家族でおもしろい話をしたり、家族ときずなをふかめることをしたいです。
1656 小学生 家族で話しながらテレビをけしてごはんを食べる
1657 小学生 みんなで話をして会話たくさん
1658 小学生 テレビを消して家族で話をしながら食べる
1659 小学生 テレビを消してみんなで話をする
1660 小学生 食じ中に家族が一人ずつおもしろ話を言っていけばいい
1661 小学生 なるべく家族全員で食事をする。食事の時は今日あったことを話す。
1662 小学生 父がはやく帰ってきてみんなでゆっくりごはんを食べる食たくにしたい
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1663 小学生 食事に全員で話をしたい

1664 小学生
お母さんの休みの時間が少ないので、1日たくさんしゃべったり手つだったり、長い休みはどこかに出かけて少ない時間でもたくさんのことができるように
時間をむだにしない。

1665 小学生 おもしろいテレビのチャンネルがやってたらかぞくで見てたくさんえがおを作る
1666 小学生 テレビをけしてみんなで話しながらたべる
1667 小学生 食事の時はたくさん食べてたくさんお話
1668 小学生 お年寄りや大人、家族と関わる
1669 小学生 食事を食べるとき、食べ終わるときにはあいさつをする。食事のときは学校の事を話している。みんなでいっしょに食べる
1670 小学生 食事は家族全員で楽しく
1671 小学生 家族みんなでおいしい食事をたべよう。食事のときはおいしく笑顔で食べよう。
1672 小学生 食事の時はテレビを消している。食事の後は家族みんなでテレビをみる。「食事の時は1日のでき事などを話す。
1673 小学生 楽しく家族全員出楽しく食べる
1674 小学生 食事の時は家族としゃべるべし
1675 小学生 朝食を食べるときは家の人とテレビをつけながら「ハハハハ」と笑いながら食べる。
1676 小学生 家族みんなで仲良くする。楽しく食べる。
1677 小学生 手作り「料理の周りを家族でかこんで楽しく食事！
1678 小学生 お茶の間は家族みんなのいこいの場
1679 小学生 私の描くお茶の間像は、家族そろってテーブルにあつまり色々今日のできごとをはなしたりと楽しくはなしながら食事をすることです。
1680 小学生 会話いっぱい（学校や友達のことや1日のことなど）
1681 小学生 食事の時は家族だんらん
1682 小学生 しょくたくにえがおそそげはなおうまい。わが家のしょくたくわいわいガヤガヤお口がいっぱい。
1683 小学生 ごはんを食べているとき、テレビを見るのではなく、家族みんなで会話して食べる
1684 小学生 休みの日は、家族といっぱい話す。
1685 小学生 笑顔がたえない食事、夕食はみんなそろって「いただきます！！」ができる
1686 小学生 家族の時間はたくさん会話
1687 小学生 まなぁをよくする。テレビのちかくでみない。
1688 小学生 みんなで料理を作ってみんなで食べる
1689 小学生 みんなでお茶をかたてに楽しく会話
1690 小学生 食事のときは家族と1日のできごとを話す
1691 小学生 おいしいね家族全員で楽しく食事
1692 小学生 家族といっしょにごはんを食べる
1693 小学生 日ごろあいさついっぱいお手伝いいっぱい
1694 小学生 自然とあふれる心の笑顔
1695 小学生 お手伝いしたあとみんなでゆっくりと
1696 小学生 会話がたくさんの食事
1697 小学生 協力出来て明るい家庭
1698 小学生 家族があつまったらなんでも話そう。家族といっしょに昔をふり返ろう。
1699 小学生 やることを早くやってあとの時間をみんなで楽しく
1700 小学生 夕食はたくさん手伝って協力して作り感謝して残さず食べる
1701 小学生 テレビを見るとき笑顔いっぱい
1702 小学生 休みは食事の時テレビをつけてテレビをつけてテレビを見ながらみんなで笑ってみんなで楽しむ
1703 小学生 家族がそろってしゃべっている。
1704 小学生 夕ごはんはみんなそろってにぎやかに
1705 小学生 家族仲良くけんかしない
1706 小学生 笑顔たくさんお話いっぱい
1707 小学生 テーブル囲んで家族と何でも話せる場所
1708 小学生 ごはんを食べながらお話をする
1709 小学生 ご飯の時はみんなそろっていただきます

1710 小学生
いまおうちではまい日のようにジージとバーバとパパとぼくととおくからおねいちゃんといっしょにトランプあそびのウノをやっています。とてもたのしいで
す。

1711 中学生 家族もペットもみんな一緒に朝ご飯
1712 中学生 家族の役割決めて楽しい家庭づくり
1713 中学生 誰にでもあいさつ自分からは「おはよう、こんにちは、こんばんは」あいさつされたらちゃんとかえそう
1714 中学生 「おはよう」「おやすみ」の温かいあいさつ
1715 中学生 かみしばい。よみきかせ。
1716 中学生 朝のあいさつで家族の一日がはじまる
1717 中学生 「おやすみ」で温かな家庭づくり。ノーテレビ。早寝早起きで健康づくり。

1718 中学生
皆で１日の思い出をわいわいと話して楽しく過ごす場所。この場所だけが皆で集まることのできる唯一の場所。これからもたくさん笑ったり楽しく過ごした
いです。

1719 中学生 「おはよう」の一言でさわやかな朝づくり
1720 中学生 行くときは「いってらっしょい」帰ってきたら「おかえり」家族がむかえてくれる温かいお茶の間
1721 中学生 家族団らんみんなでくつろぐ空間
1722 中学生 早寝早起き一番速いのは犬
1723 中学生 家族みんなの笑顔が飛びかう家族みんなの会話が飛びかうぬくもりがあってここちよいお茶の間
1724 中学生 朝のあいさつ夜のあいさつ家族のぬくもりあたたまる
1725 中学生 みんあが笑顔温かな家庭。いつも温かい明るい家族。
1726 中学生 家族みんなで夕食今日一日を話し合う
1727 中学生 楽しい会話が飛びかう中食べる朝ごはんと夜ごはん。「おはよう」「おやすみ」あいさつがでｋる
1728 中学生 笑顔いっぱいあふれる食卓
1729 中学生 あいさつで始まりあいさつで終わる一日会話の絶えない温かな家庭
1730 中学生 「おはよう」「おやすみ」の温かい一日はあいさつから
1731 中学生 あたたかくていつも明るいリビング
1732 中学生 「おはよう」「おかえり」「ただいま」「おやすみ」毎日あいさつが聞こえる家庭
1733 中学生 笑顔で会話があふれている。テレビを見て笑っている。家族全員が自分の好きなことをしている。
1734 中学生 笑ったり泣いたりするのもいつも一緒そんな家庭がすきなんだ！
1735 中学生 気どらない掛川の方言でしゃべれる場所
1736 中学生 毎日行っている生活がある。それは早寝早起きをし家族みんなで朝ご飯を食べる。いつもあたりまえにやっている生活が僕はうれしい。
1737 中学生 あいさつや会話それが家族の生活習慣
1738 中学生 すずしい場所でお茶をいっぷく

1739 中学生
食事の準備は家族で協力し合うことがあたりまえ、その後はお母さんの作ったおいしくて温かいごはんを目の前に感謝の気持ちを忘れずに・・・いただき
ます。

1740 中学生 地デジのテレビで家族そろって夜ふかしみんなで笑い合い笑いが絶えない温かな家庭
1741 中学生 いつも家族集まるあったくうかん何でもいえる家庭づくり
1742 中学生 朝起きてすぐはニュースの時間。お父さんが出勤したらアニメの時間。テレビの時間は分担して仲良くみんなで１日エンジョイテレビ。

1743 中学生
「おはよう」や「いってきます」「おやすみ」などのあいさつをしっかりできる。地区の行事をみんなでとりくめる家族。家族全員が健康で毎日をくらせるお茶
の間。

1744 中学生 １か月に３００ページいつでも文学家族
1745 中学生 お茶の間で笑い合う声が響き１日の出来事の話がいっぱい
1746 中学生 ご飯を食べテレビをみてそして寝る、いつもほとんど家族がやること一緒、たまにはちがうこともやりたいな
1747 中学生 あいあつ、会話が家族の生活習慣
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1748 中学生 かぞくみんなで楽しく過ごす団らんのお時間
1749 中学生 テーブルで温かい笑い声が響く家族団らんな家庭
1750 中学生 家族団らん深まるぬくもりそして温かな家族へ
1751 中学生 お茶のぬくもりで人は変われる
1752 中学生 家族みんなそろって朝ご飯
1753 中学生 家族団らん。家族みんなでノーテレビノーゲーム
1754 中学生 掛川の茶を囲み楽しく今日のできごとを語る
1755 中学生 ケンカがなく笑顔があふれている
1756 中学生 湯のみをちゃぶ台喜怒哀楽のキャッチボール、時々怒ったり時にないたりでも笑顔だけはいつになってもけしてたえない
1757 中学生 家族そろって朝ごはんここから始まる笑顔の毎日
1758 中学生 お茶の間から聞こえてくる耐えない会話日常だ
1759 中学生 お茶の間はたった一つの秘密基地
1760 中学生 みんなで夕食家族団らんみんあ笑顔
1761 中学生 家族団らん明るいリビング
1762 中学生 家族みんなの元気の源は家族での集まり、今日一日のできごとをご飯を食べながら話すこと！
1763 中学生 楽しく食べれるご飯
1764 中学生 お茶の間一日はここから始まる
1765 中学生 「おはよう」家族に言って始まる私の一日
1766 中学生 「ルームシェア」と「家庭」共通点は一緒に暮らすこと、異なる点は愛の量
1767 中学生 いつもはバラバラの家族、でもたまにみんなそろって笑い声を響かせる
1768 中学生 お茶の間でつながる家族の絆
1769 中学生 家族の団らん家族ので伝えるぬくもり
1770 中学生 いつでもどんなときでも家族みんなで朝ごはん
1771 中学生 家族みんなで笑顔の絶えない夕ご飯

1772 中学生
「いつも笑顔で朝も夜も一緒にご飯食べてテレビを見る時間を減らし１日の出来事を話す時間がある」というお茶の間像です。私もそういう事が出来るよ
うにしたいです。今は朝ご飯はバラバラで出来事を話す時間がないので出来るようにしたいです。

1773 中学生 いやだったことやうれしかったことをいいあえるお茶の間
1774 中学生 冬にこたつに入る家族。食卓をかこむ。家族みんなでバーベキュー。親子がふとんに入って絵本を読み聞かせ。
1775 中学生 家族でお食事。こたつとか。
1776 中学生 たのしい家族の食事
1777 中学生 こはんの時はみんなで楽しく食べる
1778 中学生 たまにはゆっくりみんなで会話
1779 中学生 家族みんなでだんらんを、外から聞こえる笑い声
1780 中学生 朝起き
1781 中学生 家族団らんで笑い声のたえない生活。ケンカのない家族。
1782 中学生 お茶の間に集まる笑顔いっぱい温もりいっぱい
1783 中学生 家族でなかよくごはんを食べたり、いっしょに遊んだりして楽しく、くらしている。あと家族の人とたくさんおでかけしたりして楽しい。
1784 中学生 冬家族そろってこたつに入って暖まりお茶を飲みながら楽しく過ごすそれが私のお茶の間像
1785 中学生 家族みんながなごめてそうだんし仲良くなる所だと思います。やっぱりお茶をのみながら家族と楽しくすごすのがいいなと思います
1786 中学生 ぼくの思い描くお茶の間は家族の人たちと楽しく話したりすることができ、お茶がのめる部屋です
1787 中学生 家族みんなで楽しくしゃべりながらご飯を食べて休日は仲良く家族でショッピング
1788 中学生 ファミリーで楽しくいっぱい笑顔あり
1789 中学生 わが家のお茶の間お茶おいしい
1790 中学生 わが家でのなつかしい昔話。お茶の間から家族との楽しい会話。
1791 中学生 「いただきます」家族みんなで言う言葉
1792 中学生 みんあでいっしょにゲームする。みんなで楽しく話しをする。
1793 中学生 会話いっぱいのお茶の間
1794 中学生 お出かけ間に家族みんなで家族旅行の計画中。家族みんなでボランティア活動。地球のために家庭みんなでエコ活動。家族でやろうわが家の決まり。
1795 中学生 １日１度家族皆で朝御飯皆で囲む一つの机。皆で話しみんなで楽しく１日１度の朝御飯。毎朝恒例家族で食べる朝ごはんもっと明るくもっと楽しく。
1796 中学生 「いってきます」「いってらっしゃい」１日の始まりはお茶間から。外食するより家で食べる方がきっとおいしい。食卓でご飯をかこむあたたかさ。
1797 中学生 休みの家族とお出かけ楽しいな！家族と一緒にスポーツを！家族と旅行思いでできた！夜ごはんみんなでかこみ楽しいな！
1798 中学生 夕ご飯はテレビを消してみんなそろって。外食は家族みんなで。家族のおはようは１日の始まり。ゲームやテレビより家族でお話。
1799 中学生 今日あったことやがんばっていることなどを話しながら食べたりのんだりする。「今日も一日おつかれさま」の言葉であなたの心をしやわせにする。
1800 中学生 （夕食の時）今日あったことを楽しく話しながら食べる。今日何があるかを話す。ケンカしない。仲良く。でもマナーは守って生活。

1801 中学生
家族そろって朝ごはん、みんなで温かく会話する。あいさつをみんなで自分からする。ゲームは時間を決めて家族の手伝いをする。今日あったこと、が
んばったことを話す。

1802 中学生
食事の準備を家族全員でしてみんあでごはんをたべられるようにする。１ヶ月に何回か家族全員でどこかに出かけたりする。家の決まりを守れるように
する。あいさつ、会話などをたくさんする。

1803 中学生 家族みんなで、温かいご飯を食べよう。たまには勉強で汗水流そう。みんなでわいわい遊んでハッピー。友達増えると心もわくわくするね。
1804 中学生 起きるときとかえってきたときとかにかならずおはようとかいう。あと近習夫の仁とかにもとおり「かかったらいつもあいっさつをする。

1805 中学生
冬の寒い日、こたつでお笑いのテレビを見ながら、おせんべいやお茶を飲んで家族全員が笑い合うこと。高いビルで、でっかい窓にはスカイツリーなど
きれいな夜景が広がる所でシャンパンを飲みながら話し合うこと。

1806 中学生
かぞくみんなでゆうごはんをたべなららわいわい話す。かいわがたくさんのおちゃのま。わらいがあるおちゃのま。みんなであつまっていろいろなことを話
す。

1807 中学生
ぼくはあまり家族みんなでご飯を食べないので、たまには家族皆でご飯を食べたいです。そして家族みんながなかよくなって毎日家族みんなでご飯を食
べたいです。

1808 中学生 家族で机をかこんでてれびをみんなでみたり、みんなでゲームをやって楽しみながら話しをする。それでずっとそのままやることあるまでやる。
1809 中学生 家族全員でご飯を食べて楽しい会話ができるお茶の間！みんなで一緒に笑っていることとみんな一緒にいるところ。
1810 中学生 まわりに友達がいっぱいいてみんなで楽しくべんきょうしたり、かしを食べたりするのができたらすごくいいと思う。

1811 中学生
ご飯はいる人みんながそろった時にいただきますをしちょっとした会話をしながら食べる。その他は、何も会話をとくにしないで無言でテレビを見たり音楽
を聞いたりしています。

1812 中学生 みんなで楽しくご飯を食べながら話をしたい。みんなで遊んだりＤＶＤを見たりＷｉｉをやりたい。しっかり「おはよう」などのあいさつをしたいと思います。
1813 中学生 会話をするお茶の間。むくもりの感じるお茶の間。家族団らんのお茶の間。何でも話せるお茶の間。

1814 中学生
「ありがとう」「おやすみ」「おはよう」その一言で笑顔が広がる。ちょっとした言葉があなたの心を幸にする。「いってきます」から「ただいま」の事が１日が
終わった時。

1815 中学生 家族で食卓かこんだら、テレビなしでも盛り上がる。帰ったり「ただいま」「おかえり」の声がこだまする。

1816 中学生
外を見るとまどからきれいな都会の景色が見えてきて、テレビは３Ｄテレビで本棚があってたたみではなくきれいな床で自動販売機もあって特にシアター
みたいなスクリーンのプロジェクター付きの部屋。

1817 中学生
みんなでごはんを食べているところ。みんなでいっしょにいるところ。みんなで笑っているところ、温かいかんじ。みんなでいっしょにゲームをしてたのしく
しているところ。

1818 中学生 お茶の間でみんあでかこんでめしを食う。お茶の間は家族みんなのだんらんの場所。「おはよう」みんなで朝のあいさつを。みんなで一緒に朝ご飯。
1819 中学生 家族そろってばんごはん
1820 中学生 テレビが普及した日本の頃のように家族全員でテレビを見て一緒に笑っていること。

1821 中学生
１つのテーブルを中心に家族全員が集まり、一つのアルバムなどを見ながら笑い合っている姿。家族一人一人が自分の学校や仕事のことを話し、それ
をみんなが笑みを浮かべて聞いている姿。家族にしかわからない言いまわしやきまりがあること。

1822 中学生 「おはよう」「いってらっしゃい」「おかえり」などの声がきこえる温かな家庭。
1823 中学生 家族みんなが集まって一緒にお母さんのごはんを食べて、一緒に話をして、みんなで笑顔「で楽しい時間がある。
1824 中学生 お茶から家族のぬくもりがつくられる
1825 中学生 食事をしながらその日あったことを話す
1826 中学生 早寝早起き家族そろっていただきます
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1827 中学生 一緒に会話する
1828 中学生 家族全員の「いただきます」と「ごちそうさまでした」が聞こえる朝食、夕食
1829 中学生 あいさつができる温かい家庭
1830 中学生 学校での話、仕事の話、様々な話がとびかう楽しい家庭
1831 中学生 家族みんなでご飯を食べてテレビをみながら笑い合う
1832 中学生 家族みんなで冬はこたつに入ってみかんを食べながら学校のことなどを話しながら笑っている
1833 中学生 毎日家族とたくさん会話
1834 中学生 家族みんなでお茶を飲んでいる
1835 中学生 「おはよう」「おやすみ」お茶の間に響く温かな言葉

1836 中学生
私が描くお茶の間像は「家族の団らんを大切にし会話をたくさんする」ことだと思います。最近の家庭ではテレビを見ていて会話が少ないとオムので、テ
レビを消すなどのことをして会話を増やすといいと思います。

1837 中学生 かぞく全員でたべれてるとこにしたいです
1838 中学生 いつも明るくぬくもりのある家族。忙しくてもお互いに時間を作って出かけたりする仲の良い家族。
1839 中学生 家族みんなであいさつ、会話をし、団らん、ぬくもりを感じること。家族全員早起きし、健康づくり。みんなで決めよう家族のきまり。
1840 中学生 家族そろって食事をする
1841 中学生 デザートと１つまでこれば我が家の暗黙のルール
1842 中学生 家族そろってたくさんおしゃべりをして、たくさん笑ってごはんを食べる、そんな明るく温かい雰囲気が自然にできる像です。
1843 中学生 家族全員で話をしながらテレビを見ている
1844 中学生 「お手玉」「けん玉」受け継いでいく遊び親から子へ子から孫へ

1845 中学生
家族全員で机をかこんで今日のことを話し合いながら食べたりする。その中には家族の温かみ、笑顔があふれかえっている風景。机にのっている料理
はほかほかのおいしい料理。

1846 中学生 朝のお茶でめざめバッチリ
1847 中学生 家族団らん夕ごはん
1848 中学生 一つのテーブルを囲みながら家族みんなで笑って話をしている感じ
1849 中学生 お茶おいしい
1850 中学生 家族のみんなで心あたたまるお茶を飲んでハッピーに！！朝のお茶づけは掛川茶のお茶で家族で豪華メニュー。
1851 中学生 とてもおいしいお茶、朝お茶をのんですっきり。
1852 中学生 「行ってきます」「行ってらっしゃい」「おかえり」「ただいま」を言い合える家族。会話がはずむ家族。こはんがおいしいとなお良い。
1853 中学生 一人一人支え合うことを忘れないそｒが家族のつくり方
1854 中学生 家族団らん、親から子へのぬくもり、子から親へのぬくもり
1855 中学生 家族の間で悪口などは言わないでほしい
1856 中学生 一日一日を環境の良い一日にしよう。掛川を緑でいっぱいにしよう。健康に気をつけよう一日を大切に。
1857 中学生 一つのテーブルに家族みんなで集まり、楽しく会話している感じ
1858 中学生 一家団らん
1859 中学生 つらい時、悲しい時、うれしい時、どんな時でも勇気・笑顔・希望をくれる家族
1860 中学生 家族皆が笑顔でそろう
1861 中学生 最後の夏家族の応援を忘れない
1862 中学生 夕食の準備・片づけは家族で分担、終わったら後は、その日のことを話す
1863 中学生 朝起きて新聞を読みながらお茶を飲む
1864 中学生 リビングのテーブルを家族みんなで仲よく囲み、笑い声と笑顔が絶えない様子。
1865 中学生 周りの人に感謝の気持ちを持って生活しよう
1866 中学生 家族がそろって会話ができたりトランプなどができるノーメディアな部屋
1867 中学生 家族そろって「いただきます」
1868 中学生 朝起きて家族みんなで世間話
1869 中学生 朝おきて家族みんなで世間話
1870 中学生 ありがとうございます
1871 中学生 朝のお茶で目覚めバッチリ！
1872 中学生 家族が皆１つのテーブルを囲んで、朝昼夜と食事をして楽しい会話をしている。
1873 中学生 毎日食べている親のご飯家族そろって食べることは少ないけれどみんながいるときはいつもよりずっとおいしい。おいしいご飯をありがとう。

1874 中学生
私の描くお茶の間は、家族の人と和室でおまっちゃをのんだり和菓子を食べたりしながら趣味の話をしたり自然の音をきくというゆったりした時がながれ
るものです。

1875 中学生 朝は食卓で家族全員に「おはよう」で今日が始まる、夜は食卓で家族全員に「おやすみ」で今日が終わってまた明日。
1876 中学生 休みの日に家族みんなでいただきます
1877 中学生 朝ご飯必ずみんなで食べるのが僕の家の家族のルール
1878 中学生 「ただいま」毎日そういって家に帰る僕。毎日帰ってくる母からの「おかえり」
1879 中学生 べつべつの時間のごはん、みんなで食べる休日が一番明るい。
1880 中学生 いろんなことを教えてくれる家族は我が家の大きな辞書
1881 中学生 朝ご飯を家族全員で食べているとき
1882 中学生 みんなで作ってみんなで食べる、いつもよりもちょっとおいしい朝ご飯。
1883 中学生 あいさつではじまる朝の一日
1884 中学生 「おはよう」その一言で始まる家族の一日
1885 中学生 家族みんなでそろって食べる夕ご飯、みんなそろっていただきます
1886 中学生 部活が終わって家に帰るとお母さんが手をこんでつくった料理がある。それをせいざがしびれるくらい笑って話してケンカして一つになれる家族の時間。
1887 中学生 夜ご飯、今日の一日振り返り、家族に話をして大爆笑
1888 中学生 みんなそろって「いただきます」家族だんらんのしょくたく
1889 中学生 家族みんなが集まって笑顔でかわすいろんな話
1890 中学生 家ぞくみんなでもりあがったりおしいい料理をたべたりするお茶の間
1891 中学生 ありがとう、この言葉で家族みんなが笑顔に
1892 中学生 ごはんを食べるときみんなでしゃべるね
1893 中学生 リビングではずむ会話でみんなが笑顔。はずかしくていつも言えない「ありがとう」言ってみよう家族みんなが集まるリビングで。
1894 中学生 「ありがとう」この一言であたたまる家族
1895 中学生 家族みんなで食卓を囲んでの食事、家族の笑顔みんなで会話して家族の絆が深まっていく
1896 中学生 休日は、１日３食家族そろっていただきます
1897 中学生 「ただいま」「おかえり」。いつも帰ると温かいご飯が待っている。家族みんなで「いただきます」
1898 中学生 いってえきますはうれしいな
1899 中学生 家族みんなで話したい、まずは「おはよう」のあいさつからでも
1900 中学生 帰ってきたら「ただいま」とそれに対して「おかえり」で家族を明るく温かく家族みんなにありがとう
1901 中学生 かぜにゆられるみどりの葉っぱ
1902 中学生 家族そろって朝ご飯、家族が出かけるときは必ず「いってらっしゃい」
1903 中学生 夕ごはん家族そろっていただきます
1904 中学生 家族の間の楽しい会話、家族の間のきずなも深まる、家族そろってご飯を楽しく話しながら食べる
1905 中学生 食事。ときにその日にあったことなどを話す。
1906 中学生 「いただきます」家族みんなで言う言葉」笑顔で食べておいしいな
1907 中学生 会話を多くそして食事に明るい光を照らそう
1908 中学生 「おはよう」「おやすみ」ふやそうあいさつ
1909 中学生 家を出る時、必ず「いってらっしゃい」さわやかに送り出す。家に帰ってきた時は必ず「おかえり」お疲れ様の気持ちでむかえる。当たり前を大切にする。
1910 中学生 食事の時は笑顔いっぱい楽しもう。ゲームだけじゃなく会話をいっぱい増やそうよ
1911 中学生 たくさん会話する楽しい食事
1912 中学生 テレビをつけず家族で話しながら楽しく食べる
1913 中学生 みんなでご飯を食べる
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1914 中学生 みんなで楽しくおしゃべりＴｉｍｅ！
1915 中学生 みんなの笑顔が集まるあたたかいお茶の間
1916 中学生 おいしいこはんをみんなでつっつく
1917 中学生 「いただきます」「ごちそうさま」手を合わせてみんなでご飯
1918 中学生 テレビをけしてごはんをたべる
1919 中学生 テレビをつけないで家族団らんの場
1920 中学生 お茶の間ではテレビ・けいたいない時代にかぞくみんなでタイムスリップ
1921 中学生 テレビをみないでごはんをみんなでたべる
1922 中学生 みんなで楽しくごはんを食べる
1923 中学生 会話を多くそして食卓に明るい光を照らそう
1924 中学生 お茶の間は家族をつなぐ絆の和
1925 中学生 １時間は家族で団らん
1926 中学生 食事はねみんなでそろっていただきます
1927 中学生 できるだけみんなで集まり会話！！
1928 中学生 いつでも楽しく家族会話
1929 中学生 食事をみんなで食べる
1930 中学生 食事の時は家族そろって心が温まるご飯を食べる
1931 中学生 いってきますのハイタッチ。できるだけテレビを消して家族で会話
1932 中学生 自分で描こうと思ったのはやはり掛川で有名なお茶にします
1933 中学生 食事の時それ以外でも家ぞくがあつまって会話するところ
1934 中学生 食事の時以外でもテレビを消してみんなではなそう
1935 中学生 家族そろっていただきます
1936 中学生 たまにはねみんなで集まり家族の時間
1937 中学生 家族で食事の時、笑顔になる楽しい会話をたくさんしよう
1938 中学生 ご飯の準備から家族で協力して食べる時は全員いっしょに食べいっか団らんの時をすごしたい
1939 中学生 食事の時はみんなでそろって「いただきます」みんなで食べて笑顔いっぱい
1940 中学生 家族でそろって話をたくさんして和やかにすごしたい。学校のことなどをしっかり話したい。

1941 中学生
私はお母さんの手料理をみんなでかこんでごはんを食べてみんなで「おいしいね」といいたいです。だから「お母さんの料理、家族で囲んでいただきま
す」にしました。

1942 中学生
ちゃぶ台で４人くらいが集まって一度に家族全員があそべるゲームをやる。たとえばたいこの達人とかモンハンとか人生ゲームとかそういう４人プレイで
きるものをやる。

1943 中学生 家族みんなで食べること。笑顔がたえないこと。手伝いを進んでやること。会話をいっぱいすること。
1944 中学生 家族そろって飯をたべる。学校であったことをほうこくする。ゆっくりできる場所。たべる時はＴＶをけす。
1945 中学生 夜食はみんなで笑って食べる。その日にあったことをみんなではなす。家族みんなが集まる所。どんなことでもなんでもはなせる所。
1946 中学生 学校でのできごとをいっぱい話す。経済面のことを話す。つねに笑顔。
1947 中学生 毎日笑顔で。毎食、家族で食べよう。家族皆が笑顔ですごそう。家族みんなが笑顔ですごそう。あいさつはだれでもしっかりやる。
1948 中学生 ぼくは「みんなでそろっていただきます」ができるお茶の間がいいと思います。
1949 中学生 昔みたいにみんなでそろって食べたい！テレビとかついていてもみんなではなして、学校のこととか友達、会社とかいろいろはなしたい！
1950 中学生 家族が集まる所。いろんな事を話せる所。夜食はみんなで笑って食べる。その日にあったことをみんなにはなす。
1951 中学生 お手伝いは、人に任せず自分から。こまった時は必ず親に相談。家族けんか０。自分のことは自分でやる。
1952 中学生 毎日笑顔、毎日深まる家族の絆。毎朝笑顔で「おはよう」のあいさつ。
1953 中学生 全員そろってごはんを食べる
1954 中学生 家族みんなでテレビを消して今日あったいろいろな出来事をみんなで話して、笑ったりしてご飯を食べているとき。
1955 中学生 節約、節水、節電に環境とおさいふにやさしい家庭
1956 中学生 １つのテーブルで家族みんなで食事をする。「これおいしいね」っていいて母が「よかった」って笑う。幸せな日常、温かい家族。
1957 中学生 家族全員で仲良く会話のあふれる晩ご飯
1958 中学生 みんなに裏表がなく本心で話し合えるけどきづかうところはちゃんときづかう
1959 中学生 食事の準備はみんなで
1960 中学生 食事の時はテレビを消して会話いっぱい
1961 中学生 食事の時は家族そろって「いただきます」
1962 中学生 一つのテーブルでみんなが笑っているとこ
1963 中学生 何か悩み事があったら相談する時間～つらいことや学校のことなど～。ケンカ…とかじゃなくて楽しい時間～一緒に話したりテレビを見たりして楽しむ～
1964 中学生 悩みがあったらすぐにうちあけられる。会話がたくさんあって笑いあえる。そんな家族がいるのが僕の描くお茶の間像です。
1965 中学生 団らんで人とのかかわり学ぼうよ
1966 中学生 遊ぶときは外で遊んでテレビをつけない。飲むときは水じゃなくてお茶を飲もう。ねる時間はテレビを消そう。会話いっぱいの家族になろう。
1967 中学生 食事の時はみんなが集まる家族のだんらんの時間
1968 中学生 食事の時はたくさん会話し、朝は「おはよう」夜は「おやすみ」帰ってきた時は「ただいま」「おかえり」のあいさついっぱい！！
1969 中学生 会話する。ＥＮＪＯＹ！！
1970 中学生 いつでも笑顔をたやさない
1971 中学生 ご飯を食べて体の元気いっぱい家族と食べると心も元気いっぱい
1972 中学生 えがおがいっぱいのちゃのま
1973 中学生 我が家は、時々家族みんなでトランプやウノをします
1974 中学生 家族が帰ってきたら在宅者でむかえる

1975 中学生
私の家は食事をする時必ずテレビを消しています。なのでお話をたくさんするのですが、家族みんながわかる話ではありません。私がよくわからない話
が多いので、私はいつもだまっています。私がなにか話すとはなしがとぎｒて静かになることがあるので話づらいです。なので私の描くお茶の間像は、家
族”みんな”ではなしてることです。

1976 中学生 家族との時間をたくさんとろう
1977 中学生 食事はみんなそろって一緒にたべる
1978 中学生 祝日や休日はみんなでつくった夕食を食べながら今日あったことを話す
1979 中学生 お茶の間で家族みんなでお話をしてにぎやかになりたい

1980 中学生
私はご飯を食べるときいつもテレビをつけて見ていてご飯がすすまないので、これからはご飯を食べているときはテレビを消して家族でいっぱい話をして
いきたいです。

1981 中学生 ご飯中はけいたい封印して会話をするようにする
1982 中学生 夜ご飯朝ご飯は家族がみんなそろって食べる
1983 中学生 ただいまと言えばお帰りとかえってくるような家庭
1984 中学生 お茶の間でみんあでなやみだしみんなで解決
1985 中学生 ごはんを食べる時、家族みんなそろって楽しい食事
1986 中学生 誰かが疲れて帰ってきたらにこにこ笑顔でおかえりなさい
1987 中学生 食事の時はこれかあはみんなと話して家族の絆をつくる
1988 中学生 みんなで話ながらご飯を食べる
1989 中学生 食事のときは家族全員で仲良く
1990 中学生 すっと居たくなる家族とくつろぐ空間
1991 中学生 毎朝の始まりつげるあいさつを
1992 中学生 食事の時、皆でテーブルを囲んで食事をする。おはよう、おやすみのあいさつのできる家族団らんの場に
1993 中学生 早寝早起き家族みんなそろって朝ごはん
1994 中学生 日々の生活、報徳の教えを守ったら幸せいっぱい
1995 中学生 どんな時でも、「おはよう」「おやすみ」「いってきます」こころがければいい家族
1996 中学生 旅行の前日にみんなでてるてるぼうず作り
1997 中学生 家族そろって「いただきます」
1998 中学生 家族がいるときは、全員が楽しめることをして、話の輪がつながるようにしていきたい。
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1999 中学生 全員でそろって食べる晩ごはん
2000 中学生 食事のときはみんなそろっていただきます
2001 中学生 家族みんなで楽しく食事
2002 中学生 家族みんなでごはんをおいしくたべてはなす
2003 中学生 お茶の間に本をたくさんおいて互いにおすすめの本を紹介しあう
2004 中学生 おはよう、いってきます、ありがとう。築きあげられていくかけがえのない財産。
2005 中学生 家族全員で食後のお茶を飲むとああお茶はいいなと思いゲームする
2006 中学生 家族そろって楽しく会話しながら食べる。家族そろって「ごちそうさま」
2007 中学生 アイス「ジャージー牛乳バー」を食べながらテレビを見る。私はその時周りの声が聞こえなくなってよばれてもきこえない。
2008 中学生 そこにいるとハッピーになる。楽しくて明るくなるところ。
2009 中学生 とにかく場を盛り上げてくれる人がた～くさん居て毎日がパーティーの様な感じ。好きな人が居るお茶の間がいい！

2010 中学生
晩ご飯を食べたたとにちょっと休けいをしてからお父さんお母さんお姉ちゃんとなにか飲み物を飲みながら今日一日を振り返る姿。ああーつかれたなー
と一日をふり返る。

2011 中学生 ちゃんとしゃべり心があたたまるお茶の間
2012 中学生 みんなで楽しく話をしている楽しくなる
2013 中学生 １日１回家族で集まり、今日の出来事を話す。家族全員でご飯を食べる。
2014 中学生 我が家のお茶の間は高台なので夏は涼しい。風が入ってきて気持ちいいです。とくに森が近くにあるので虫の声がきこえてきます。
2015 中学生 毎日家族でご飯を食べる。家族で食べて会話がいっぱいできえうれしくなる。
2016 中学生 我が家のお茶の間は高台なので夏は涼しい。風が入ってきて気持ちいいです。
2017 中学生 おかあさんとおとうさんはいそがしいときでもごはんをつくってくれます。とてもありがたいです。
2018 中学生 食べる時はテレビを消して、たくさんお話をする。食べおわったあともお話ししてる。

2019 中学生
うちのお茶の間は花があります。ときどきごはんをたべるときに花びらがごはんにはいります。おかあさんはふつうにたべてしまいます。ぼくのうちはそ
んな感じのあかるいお茶の間です。

2020 中学生 食事などが楽しく家族がみんな楽しくなるようなところ
2021 中学生 あいさつする
2022 中学生 いつも笑顔であいさつする
2023 中学生 必ずみんなでご飯を食べる
2024 中学生 学校の日や休みの日、いつでもみんなで大笑い
2025 中学生 楽しく家族でたくさん会話
2026 中学生 食事のとき、今日あったこと体験などを一人ずつ話す。
2027 中学生 ゲーム、携帯電話などはやりすぎにきをつけよう
2028 中学生 ごはんのときはテレビを見ないで会話しながら食べる
2029 中学生 家族みんなで楽しい食卓
2030 中学生 家の手伝いをして会話をたくさんする
2031 中学生 食事の時は、家族皆で楽しく食べよう！
2032 中学生 食事の時間を守ってみんなで楽しく食事をしよう
2033 中学生 「おはよう」「おやすみ」ちゃんと言おう！
2034 中学生 家族と話す時間をつくる
2035 中学生 お茶の間で家族全員で食事しよう。お茶の間を家族そろっておだやかに。
2036 中学生 家族のためにすすんで手伝い。食事中、楽しい会話。
2037 中学生 お手伝いを自ら行う。
2038 中学生 ごはんを囲んで楽しい会話
2039 中学生 食事中家族とふれあおう
2040 中学生 食事中みんなで楽しく会話しよ
2041 中学生 家族みんなで会話たくさん楽しい食事
2042 中学生 家族団らん、食事と共に
2043 中学生 あいさつをしっかり「おはよう」「いただきます」「ごちそうさま」「おやすみなさい」
2044 中学生 家と話、笑いあうお茶の間
2045 中学生 テレビを消してお茶の間時間
2046 中学生 お茶の間でみんなで食べよう家族の輪
2047 中学生 お茶の間でつなぐ家族のわ
2048 中学生 家の手伝いをしてたくさん会話をする
2049 中学生 みんなそろっていただきます

2050 中学生
私が描くお茶の間像は誰もが一言はしゃべる会話＆週に１回は自分の好きな本や今はまっていることを話してみたいです。なにもしゃべることがなかっ
た家族の話題で家族が明るくなるかもです。

2051 中学生 私は食事の時は携帯、ゲームをやめて家族とたくさん話ができるお茶の間になったらいいと思う。
2052 中学生 お茶飲みながら家族とおちつくいこいの場
2053 中学生 会話がいっぱい笑顔のしょくたく
2054 中学生 テレビを見ると笑う。話しはじめるととまらない楽しくて豊かな毎日。
2055 中学生 出掛けるときはあいさつをして元気いっぱい

2056 中学生
家族だからこそ、いろんな話をして、時にはケンカもあるだろうけどその時はおたがいの気持ちを分かりあっていきたい。家事をお母さん一人がするので
はなく、家族全員で支え合い、協力しあえる家族をつくりたい。なにがあっても、支え合い、元気で明るい家庭をつくる。

2057 中学生 家ではできるだけ、いろいろな話をして、たくさんの楽しい思いでを作っていきたい。
2058 中学生 家族みんなで食べる、どんなものでもおいしいといえる。ふわふわないすがほしい。
2059 中学生 家族みんなで食べる。どんなものでも「おいしい」といって食べる。こしがいたいからイスがほしい。
2060 中学生 家族みんなでいただきます！「おいしいね」。「おいしいね」そんな声が飛び交うお茶の間。
2061 中学生 どんな時でも家族みんなで夜ごはん
2062 中学生 家族でそろって食事をする。食事中は会話をする。
2063 中学生 和室でお茶を飲みながら、楽しい会話
2064 中学生 「いってきます」笑顔で行って「ただいま」笑顔で帰宅。今日の出来事沢山話そう家族の輪
2065 中学生 学校や部活で起きた楽しかったことや嬉しかったことを、家族との食事の時の話題にして食事をおいしく楽しく!!!
2066 中学生 おいしいご飯を食べながら、家族で楽しく会話
2067 中学生 家族みんなで笑顔絶やさず会話いっぱい
2068 中学生 暑い日はエアコンかけて家族で勉強だ父母は先生にっ！
2069 中学生 いつでも家族の会話がとぎれず会話がたくさん
2070 中学生 食べる時は、学校の話をいっぱい。テレビを見ていっぱい話す。
2071 中学生 食事のときは、テレビをけしてたくさんはなすようにする。
2072 中学生 家族であつまってお菓子などをたべながら今日あった楽しい話をして笑ったりしている所
2073 中学生 食事の時はテレビを消して会話しよう
2074 中学生 １人でやらないで家族みんなで手伝えばめんどくさかったそうじもみんなでやれば早く終わる。
2075 中学生 食事のときと後は家族と会話（約10分ほど）
2076 中学生 家族みんなでごはんを食べて今日１日あったことをみんなに話す
2077 中学生 家族みんなで夜のひととき色々な話しで盛り上がったりしたい
2078 中学生 学校から帰ってくればたくさん待っている家族の笑顔
2079 中学生 食事の時には家族全員集まって楽しく会話する

2080 中学生
ご飯を食べる時にはテレビを消し、家族みんなで同じ所でご飯をたべ、会話をいっぱいにして、家族との絆を深めつつ、楽しくご飯を食べる。
そうすれば、会話がいっぱいになって楽しくなって気持ちよくなる。

2081 中学生 食事の後には、おなかいっぱいと、しあわせいっぱい
2082 中学生 お茶の間にいると気持ちが、やすらぎます。家族といっしょに、なんだか、楽しくなりますよ。
2083 中学生 自分の不安などを、すべて打ちあけられる。すごくスッキリするし、すごく、安心するところでもある。
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2084 中学生
勉強は家族といっしょに教え合う。勉強を家族といっしょに教え合うことでいっしょにいる時間が増え、心が安らぐ。家族が集まったときはけいたいをおい
て、顔をみて話す。

2085 中学生 食事の後すぐ自分の部屋にもどらず、家族と会話を楽しむ
2086 中学生 机をみんなで囲んで楽しく食事できるようなお茶の間。会話がすすむようなお茶の間。
2087 中学生 みんなで食事をするところ。会話などができる。
2088 中学生 食事の時、みんなでいっしょにいただきます
2089 中学生 たのしい食卓
2090 中学生 家族みんなで食事をしよう
2091 中学生 会話いっぱいの食卓
2092 中学生 家族で集まり笑いがいっぱいの間
2093 中学生 朝の「おはよう」お茶の間で
2094 中学生 老人から子供まで全員で丸いテーブルを囲み、みんなで楽しく会話をする。
2095 中学生 老人から子供まで全員で丸いテーブルを囲み、みんなで楽しく会話をする。
2096 中学生 食事の時はテレビを消す
2097 中学生 お茶の間で家族だんらんいつまでも
2098 中学生 家に帰ると真っ先に向かう場所は我が家のお茶の間

2099 中学生
僕は、家族が好きだ。いつもおいしいご飯を作ってくれて、みんなを心配してくれて、もちろん、たまにはけんかする時だってある。でも、この
ぬくもりが、僕のかけがえのない日々の原動力になっていると思う。

2100 中学生 家族との絆が深まるお茶の間だ
2101 中学生 私の描くお茶の間像は、食事のときは必ずみんなで食べるようにすること。食事以外のテレビを見るときもお茶の間で家族一緒にみること。
2102 中学生 家族みんなで食事すれば笑顔いっぱい
2103 中学生 テレビを見るとき、部屋を明るくして、テレビに近づかないようにしよう。
2104 中学生 食事の後すぐに自分の部屋に行かずにリビングで家族と話しをする
2105 中学生 家族全員が楽しく机を囲んで食事が取れ場所
2106 中学生 全員が一緒になって片づけをし、いっしょにごはんを食べること。その日の出来事を話す。
2107 中学生 食事の時は、家族みんなで「いただきます」
2108 中学生 朝・昼・晩みんなで楽しくごはんを食べる。私が描くお茶の間は、みんなで楽しくいただきます。
2109 中学生 家帰り家族団らんご飯食べゲームをしたり、おしゃべりしたり
2110 中学生 お手伝いを習慣にする。テレビやゲームの時間を減らして、家族との会話の時間を増やす。
2111 中学生 ごはんのときは、家族そろって、たくさん会話をしながらだんらんとすごす。家族がそろって話し合えるのは、ごはんのとき！！

2112 中学生
野球の応えんに、毎回来てくれてありがとう。その話題を、夕食でしてくれているのはいいんだけど、仕事を休んでの応えんや、勝った後の
飲み会はひかえてください。

2113 中学生
私は、家族みんなで食事を食べたり、にぎやかに話しをしたりすることだと思います。みんなで食事を食べたほうがおいしいし、にぎやかに
話しをしたほうが、楽しいからです。学校でのことを話したりしても楽しいと思います。

2114 中学生 みんなで楽しく食たく囲み時間をかけてゆっくり語りあう食事。そんなお茶の間がいいと思います。
2115 中学生 一日の出来事について話せる。宿題の分からないところを教えてくれる。家族みんなでクイズ大会
2116 中学生 家族で、普通に会話ができる。（学校どうだった？と聞かれて「うん」だけで答えない）。家族全員で食事ができる。自分の部屋だけで過ごさない。
2117 中学生 たわいもない話しができる。家族全員で食べられる。
2118 中学生 家族みんなでご飯を食べて、みんなでごちそうさまをいう。
2119 中学生 家族みんなで、朝ごはん、夜ごはん。みんなでその準備する。こはんの時は、みんなで会話。みんなで「いただきます」「ごちそうさま」する。

2120 中学生
夜ご飯は唯一家族が集うときです。お茶の間では、今日の出来事を話したりします。本当はテレビもつけないで、家族の会話だけで楽し
めれば良いけれど、難しいことです。笑顔がたえない場になったら、いいと思います。

2121 中学生 僕の描くお茶の間像は、家族全員で楽しくにぎやかに食べることが僕の理そうのお茶の間です。
2122 中学生 夕ご飯の時、静かだとすごい寂しいので夕ご飯の時は今日あった出来事について1人ひとつ話すのがいいと思います。
2123 中学生 みんながくるまでめしをたべない。みんながそろってからにする。
2124 中学生 親、兄弟とのふれあいを大切にする。
2125 中学生 テレビよりもたのしい会話をしている。食事のとき家族みんなでたべている。
2126 中学生 土日は必ず家族で一緒に食事する。テレビをつけないで学校で起きたことを話す。食事の時以外でも家族でだんらんする時間をつくる。
2127 中学生 毎日食事の時間はみんなで食べる
2128 中学生 家族全員で食事をして、会話が絶えないお茶の間。
2129 中学生 家族全員でご飯を食べる
2130 中学生 みんなで、一日あったことをはなすあかるい場所がおちつける。
2131 中学生 しょくじをする時は、みんなで賑やかにしたい
2132 中学生 みんな一緒に楽しく食事！
2133 中学生 家族みんなが集まって、今日１日のできごとを話し合える場
2134 中学生 下がたたみで、下にざぶとんをしいてすわってめの前にちゃぶだいがあってその上にお茶がおいてあるイメージ
2135 中学生 私が描くお茶の間像は、家族みんなで笑い合って、楽しく話し合っているところ。ご飯が終わっても読書したりテレビみたり、できるところ！

2136 中学生
お茶の間像はみんなでやすらぐ場所だと思います。ぼくは12歳になったのでしっかり家族と話して元気いっぱいのクラスでお茶の間で
たくさん成長できればなと思います。

2137 中学生 お茶の間で、今日のできごと話しをしよう。
2138 中学生 家族全員が集まって会話をする。
2139 中学生 食事のときは家族みんなで会話しよう！
2140 中学生 自分のことは自分でやる。家族のことも自分でやる。
2141 中学生 食事の時は、みんなで楽しく会話たくさん
2142 中学生 クーラやテレビをつけっぱなしにしない。
2143 中学生 人が話をしている時は、ただ聞くのではなく心で聴く。
2144 中学生 テレビＯＦＦ！会話ＯＮ！
2145 中学生 食事をするときは、必要以外の電気消して、にこにこ笑顔で会話をたくさん。
2146 中学生 みんなたのしく家族の笑顔がはじけてにぎやかなお茶の間
2147 中学生 テレビをつけていてでも、１つの話題にみんなが関わってだんだん、テレビを付けていなくても自然と会話がはずむお茶の間。
2148 中学生 家族全員で集まってお茶を飲んだりする。おかしを食べたりする。
2149 中学生 みんなで食事。何でもいいから声を発する。
2150 中学生 かいわがはずんで家族の仲も深まる
2151 中学生 進んでみんながお手伝いをして、家族そろってごはんを食べる。食べ終わったら、お茶をいれて、みんなでおしゃべり団らん！！
2152 中学生 家族みんな集り、家族会議。いつも、安心して、ここちよく過ごそう
2153 中学生 食事の時は、会話いっぱい会話がはずむ食事
2154 中学生 みんなで楽しく、みんなで明るく！！１人でなくみんなのお茶の間大切に
2155 中学生 テレビを見て笑う
2156 中学生 テーブル囲み、楽しく会話、おいしくご飯。
2157 中学生 今日あったできごとを話し盛り上がるお茶の間。笑顔あふれるお茶の間。
2158 中学生 みんなで楽しく野球の話をする
2159 中学生 みんなが集まる会話の間、会話がはずみおなかいっぱい。
2160 中学生 家族が集まり話をする場所
2161 中学生 みんなで楽しく会話をして食事や休けいをする

2162 中学生
僕が描くお茶の間は、家族でいろんなことを話し合えるお茶の間です。楽しいことなどが話し合えたり困っていることなどが話し合えれば生活が楽しくな
ると思ったのでいいと思いました。

2163 中学生
夕食を食べる時は、家族全員で「いただきます」をして食べる。テレビなどを消して家族とは会話を大切にする。理由は１日に１回は家族全員で会話をす
るのが大切だと思ったから。

2164 中学生 休みの日は、家族と一緒におでかけ
2165 中学生 「あいさつからはじまる楽しい輪」あいさつはとても大切だしあいさつからいろいろなことが話せたらいいと思ったから
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2166 中学生 家族が安心できるにぎやかで楽しくて何でも話せる明るい仲の良い家族の集まり。

2167 中学生
夕飯は必ず家族そろっていすにすわったらみんなでできるだけいっしょに「いただきます」を言う。テレビをつけていたとしても、会話をたくさんしながら食
べると絆がもっと深まると思ったから。

2168 中学生
「あいさつはみんな笑顔で元気よく」あいさつには朝、昼、晩、帰ってきた時、お礼などたくさんあります。なので私はいつでも自分と相手が気持ちよくな
れるように心がけていきたいからです。

2169 中学生 家族のみんなで仲良く会話ができて、話題がはずむようなお茶の間が良いです。「みんな明るく会話いっぱい」
2170 中学生 家族みんなでごはんを食べる
2171 中学生 食事のときは家族であつまりほかのことをせずにその日にあったできごとについて話しあえるようなお茶の間
2172 中学生 夕食は１つのテーブルにみんなで集まって食べる

2173 中学生
「家族の話は必ず反応！そしてよく聞く」です。それは今はテレビなど見て家族の会話を聞き流しているから僕は１つの話しについていろいろと語り合い
たいと思ったからです。

2174 中学生 情報共ゆう家族の会話

2175 中学生
「笑顔いっぱい会話いっぱい」親とケンカしてしまうことがあったりするので、それをなくして会話をたくさんして、笑顔で食事ができるといいなということで
考えました。

2176 中学生
「あいさつから家族の会話を増やしていく！！」私の家族は忙しくてみんなで食事をするときは少ないけれど「おはよう」とか「おやすみ」とかってあいさつ
しているから家族として成り立っていると思います。たまにはケンカもするけどあいさつから会話に発展していけるといいなぁと思っています！！

2177 中学生 僕の描くお茶の間像は、毎日明るいあいさつ。朝からいい気持ちになれるから。

2178 中学生
ささいなことでもいいから、今日あった出来事や、いろいろな会話をみんなで決めて、夕ごはんの時にたくさん話ができるようにしたい。理由…ふだん、
話なんて全然していないので、少しでも会話の輪ができればいいなと思ったからです。

2179 中学生 笑顔と会話いっぱいの家族
2180 中学生 その日にあったこととかについて会話で盛り上げれるようなお茶の間。笑顔が絶えない。
2181 中学生 その日にあった出来事などを家族で話し合いながら食事する。

2182 中学生
僕が描くお茶の間像はいろんななやみや相談、一日の出来事を家族で話し合えるお茶の間がいいと思います。そうすれば家族の会話がはずみより楽
しく明るいお茶の間になると思います。

2183 中学生 思春期でいっしょにいるのがいやだけど家族のあいだは大きな宝

2184 中学生
母はいつもご飯ができると私たちがくるまで何回も「ご飯だよ！」とよんでくれる。そんないつもたいへんな母に「ありがとう」の気持ちをこめて「これおいし
いね！」と私はいつも言う。

2185 中学生
部活が終わり坂を上がってつかれて家につき、ドアを開けると「お帰り」と言ってくれる。毎日かかさず言ってくれてうれしいです。だから私も家族に「お帰
り」と毎回言おうかな。

2186 中学生 「夕食は家族そろって食べている」そろうことで会話がひろがる。楽しく食べることができる。
2187 中学生 夜１０時には家の電気を消す。電気代も節約でき早く寝ることができるので一石二鳥。
2188 中学生 なんでもいいえあえて話し合えるきずながある家族。たのしく会話たくさんの家族。

2189 中学生
「１日の始めと終わりには家族そろってご飯を食べる」あたりまえに出来ていそうで出来ていないような毎日が大切だと思うから。「晩ご飯のときは、その
日の出来事の話でテレビいらず」会話がとまらないような空間。照れ簿をシーンと見ているのは悲しいから。

2190 中学生
「ごはんの時みんなでおしゃべり楽しいな」です！理由は、テレビを見ながらとか何かしながらごはんを食べるのではなく家族とのコミュニケーションを大
切にしよう！と思ったからです。

2191 中学生
「おはよう、おやすみ、自分からきもちのよいあいさつを」家族であいさつをするのはあたり前と思っていますが、いつもしていることがとても大切だからで
す。

2192 中学生
「おはよう」「いただきます」「いってきます」などのあいさつをしっかりする。食事のときは会話をしてけいたいをさわらない、テレビを消す。一人一つは家
族のためにお手伝いをする。わからないことがあったら家族に聞く。

2193 中学生
私の家では、誰かが家を出る時に「いってらっしゃい」の後に「がんばってね」や「がんばれ～！」などと言います。帰ってきた時も「おつかれ～」とか言っ
てくれます。良いことだと思います！

2194 中学生
私の家では当たり前ではありますが、ご飯を食べる時の「いただきます」や「ごちそうさま」を必ず言うようにしています。最近ではうそをつかない、「ありが
とう」ということをみんなでがんばっています。

2195 中学生 「ただいま」と「おかえり」は絶対に言う
2196 中学生 おいしい食事とたのしい家族。それだけでちょこっと幸せ！
2197 中学生 ごはんは家族全員そろって食べる
2198 中学生 出来るだけ多人数で食事をする。テレビよりも会話をゆうせんする。学校であったことを話す。会話中はけいたいを使わない。
2199 中学生 そろって夕ごはんを食べる。そろって朝ごはんを食べる。
2200 中学生 私の家は家族そろってご飯を食べることが少ないので、そろって食べられるようになりたいです。
2201 中学生 みんなでエアコンのきいた部屋でごろごろする
2202 中学生 夕食はぜったいにみんなで！！
2203 中学生 昨日一緒に話せなかった文、今日はいっぱい話そうね。

2204 中学生
みんながいつも笑顔で誰かが帰ってきたらちゃんと「おかえり」と言うようにする。みんながみたいＴＶを見る。食事の時、自分の１日の事をみんなに話
す。

2205 中学生 夜、勉強の時、ムダ話がなくて集中できて、めりはりがある。
2206 中学生 私が塾でおそくなっても晩ごはんはだいたいみんなそろっていただきます。
2207 中学生 全員集まらないと食べちゃいけないルール
2208 中学生 夕食は家族そろっていただきます
2209 中学生 僕と妻、子供２人と楽しく食事をしている。テレビもつけない。テレビもつけない。テレビをつけなくてもとってもにぎやかな家族。これが僕の理想だ。
2210 中学生 食事は家族そろって笑顔いっぱい
2211 中学生 夕食のときは、今日あったことをお互いに話す。夕食の後は、みんなで一緒にテレビを見て笑ったり悲しんだり泣いたりする。

2212 中学生
私の家族は３人で、お母さんがごはんをつくっているとニオイにつられて台どころに行きそこでお手伝いをする。そして３人でつくえをかこんでごはんをた
べてたのしくわらってごはんをたべおわる。

2213 中学生
家族が、全員そろって食事をする（みんな仲良く）。１日の気持ちをやすらげるような場にしていきたい。学校とかのことを言い合って背負う男きいてもらっ
て次の日ふっきれるような場でありたい。

2214 中学生 会ったらね元気いっぱいあいさつを！！
2215 中学生 食事の時は、テレビ無しでお話がたくさん
2216 中学生 みんなえがおでよくコミュニケーションをとれるところになるといいです。
2217 中学生 ケンカなしで、みんなが協力できる家庭を作っていきたい。家族旅行が多く、いつも笑っていられる家庭。
2218 中学生 寝る時は電気を消して仲良く眠る
2219 中学生 テレビを消して会話をはずませ、自然と笑顔があふれる
2220 中学生 無言で食べない
2221 中学生 お茶の間に家族で集い会話しよう
2222 中学生 家族全員そろってご飯を食べる。会話と笑顔いっぱいの食事。
2223 中学生 レジ袋「結構です」の一言で地球は救われる
2224 中学生 みんなで話をするところ。ごはんを食べるところ。
2225 中学生 楽しいお茶の間
2226 中学生 朝起きて「おはよう」のあいさつから始まる１日
2227 中学生 笑いが止まらないリビング。家族そろってＴＶ鑑賞。
2228 中学生 少ししかない家族の団らんを大切に
2229 中学生 なんでも話せるそれが家族
2230 中学生 夕ご飯は家族全員で食べる
2231 中学生 食事は家族全員そろって
2232 中学生 夏休み家族みんなで流しそうめん！！食事の時はみんなで仲良く会話をしよう！！

2233 中学生
my idea family is just simple,I just want us whole and be,No more fighting,criying or arguing.Ｊust to be happy,laugh,joy.Ｉ really hate having a fight or
arguing with them.Ｉ want us to help each other,listening with each other problem,no leaving,no one's to be left benind.Just like that ～

2234 中学生 Being always together
2235 中学生 食事の時はみんないっしょに会話いっぱい
2236 中学生 １日中笑顔で言葉をかわせる温かい家族
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2237 中学生 家族みんなで楽しく食べる朝昼晩
2238 中学生 家族そろっての食事はテレビを消して会話する
2239 中学生 今日一日の出来事を家族皆が声に出して話し、その内容で話の輪を広げていく。
2240 中学生 心がおちつきあんしんするお茶の間
2241 中学生 心が温かくなる我が家のお茶の間。心がろ過する我が家のお茶の間
2242 中学生 たくさん会話のできる、楽しい食事などにする。
2243 中学生 たくさんしゃべって、テレビを消した楽しい食事
2244 中学生 食事の前後はスマホをやめて、皆で食事の準備片づけを行う
2245 中学生 朝ごはんで家族づくり。あいさつで家族づくり。
2246 中学生 食事の時は家族で楽しく会話をしながら
2247 中学生 食事どき家族の笑顔今日もあり！
2248 中学生 家族みんなで会話をしながら楽しくいられる明るいお茶の間がいいと思います。会話でわいわいしながら楽しくすごせるのがいいです。
2249 中学生 私の家族は、ごはんを食べるときは、仲よく食べています。テレビを見るときもみんなで笑いながらみています。
2250 中学生 ふろの時は一人で入ろう。考え事をたくさんする時間。
2251 中学生 家族みんなで１つのお茶の間をかこむこと
2252 中学生 食事の時は、テレビより会話をゆうせん。
2253 中学生 ご飯を作ってくれた親に感謝をし、好き嫌いをせずに残さず笑顔で「おいしい」と言おう
2254 中学生 皆がたのしくたわいもない会話ができるところにしたいと思います。テレビをばっかに見ないように、様々な会話をしたい。
2255 中学生 ごはんを残さず元気いっぱい
2256 中学生 家族団らんで過ごすお茶の間
2257 中学生 食事の時は機械類にさわらない。家族での時間にしよう。
2258 中学生 お茶をすっすりながらちゃぶだいをかこんでたたみとしょうじとかけじくがあってたわいもない話をする
2259 中学生 早寝早起き家族みんなでそろって朝ごはん。「ありごとう」「ごめんなさい」で温かな家庭づくり
2260 中学生 いそがしくても食事のときは家族そろって食べよう
2261 中学生 血のつながりだけでなく心もつながるすてきな家族
2262 中学生 食事中に今日一日を話し合う。部屋でテレビより、リビングでテレビを見る。インターネットなどは1日1時間。みんなそろって朝ごはん。
2263 中学生 一人が笑うとみんなが笑う明るい光
2264 中学生 母、父は仕事からかえってきて私は学校からもどって3人でソファーにすわってたのしくテレビをみる。
2265 中学生 ごはんを食べている時は、テレビを見ない。家でのマナーを守る。
2266 中学生 お互いにお互いの話し相手となる空間
2267 中学生 朝から夜までみんなの笑顔があふれる。
2268 中学生 家族みんながいるリビングで勉強をやるのが大好き。
2269 中学生 ただいま！！今日も並んだ私の好物。さすがお母さん。私のこと一番知ってる。
2270 中学生 私の楽しみは、１７時半からの１０分間の「はなかっぱ」を見ること！はなかっぱのしゃべり方が最高！！
2271 中学生 食事時間は皆で話そう。家族が集う幸せの空間をこれからも大切に。
2272 中学生 食事の時は、必ず家族そろって「いただきます」。それぞれ自分の部屋にこもっていたりしていても、夕食だけでは必ず一緒に。
2273 中学生 みんな同じ時間に同じ食事をする。
2274 中学生 みんなで一緒に座ってＴＶをみながら話している
2275 中学生 ご飯をたべるときは、テレビを消して家族いっしょに会話してたのしくたべよう
2276 中学生 週に１回は私とお母さんと妹の３人でメニューを考え、調理の分担をしてごはんを作る時間が楽しく待ち遠しい。
2277 中学生 １日の中で食事の時が一番家族で集まれる。だかあ１日のでき事やなにげない話をしてみよう
2278 中学生 私の家族は、全員が一つの部屋にいつもいるので、知らないうちに会話が多く、電気代も節電できて、笑顔も増えました。
2279 中学生 食事の時はテレビはがまん！！家族みんなでいっぱいおしゃべり。
2280 中学生 朝起きてみんな並んで朝ごはん
2281 中学生 みんなでお茶とおかしを食べつつその日学校であったことを話したり、休日の計画を立てたりしている

2282 中学生
家の中でゲームやテレビで遊んだり、見るのではなく、外でたくさんの人と遊んで会話を増やしていきたい。だから、私の描くと茶の間像は「外に出てい
ろんな人とふれあう」このような感じがいいです。

2283 中学生 常に思いやり家族の輪。絆いっぱいな家族。「私が手伝ってあげるよ」「いつもありがとうね」の温かい言葉があふれる家庭。

2284 中学生
携帯切手、家族全員で夕食を。家族と会話、テレビ以上におもいしろい。朝起きたら、食べる前に「おはよう」。人がよってくるような笑顔のたえない家
族。

2285 中学生 早寝早起き生活のリズムをととのえる
2286 中学生 食事の時は家族みんなあつまって会話いっぱい
2287 中学生 みんなで楽しい会話
2288 中学生 会話の絶えない家族
2289 中学生 お茶ともに家族並んで、話もはずむ。
2290 中学生 家族一人一人が助けあいながら生活したい
2291 中学生 みんながスマートフォンに没頭。これはいかん。
2292 中学生 家族みんなで家事の役割分担。みんなで協力すれば何でもすぐ終わる。
2293 中学生 朝起きてみんなそろって朝ご飯
2294 中学生 自分の思うことをそのままふつうに話せるようなしんらいし合える家族になれればいい
2295 中学生 朝ご飯家族みんなで「いただきます」
2296 中学生 「おやすみ」「おやすみ」で家族がねむり「おはよう」「おはよう」で家族の１日が始まる
2297 中学生 私の描くお茶の間は、家族でみんなで朝ご飯をたべている時です。とっても温かい気持ちになります。
2298 中学生 夕食は全員そろってから食べる
2299 中学生 けいたいとかをいじらないで、家族団らんの場をつくる
2300 中学生 家族みんなでお茶の間についてみんなで楽しい話をすること
2301 中学生 食事の時は家族とはなそう
2302 中学生 まずは夫婦仲良くし、だから家族円満

2303 中学生
私とおじいちゃんがソファーにすわり母とおばあちゃんがご飯を作っている。それぞれが動いていて会話はないけどそｒでも家族が全員リビングにそろう
と心があたたかくなるね。

2304 中学生 家族と会話通じ合える人。食事の時、いただきますのひとことで会話がはじまる。
2305 中学生 食べている時学校の事を話す。
2306 中学生 毎朝「おはよう」毎晩「おやすみなさい」忘れずに
2307 中学生 いつのひかおもいだす、みんなで話してたあのときを
2308 中学生 笑顔絶やさず家族のコミュニケーション。家族そろっていただきます。テーブルを家族でかこんで言葉のビームの出し合い。
2309 中学生 笑顔のたえない家族と楽しく会話すること。
2310 中学生 家族みんながそろって一緒にご飯を食べて楽しく会話をしているとき
2311 中学生 家族が集まる団らんの場所。家族が笑い合う大切な場所。家族で築く思い出いっぱいの場所。
2312 中学生 どんなときでも家族は笑顔がいっぱい
2313 中学生 ご飯の時は、テレビを消して会話たくさん
2314 中学生 みんな同じ場所で同じ物を見ることでたくさんの会話がはずみます
2315 中学生 いつもどこでも笑顔があふれる。家族や友達と一緒にたくさんしゃべって笑いまくる。その笑顔が広がればみんなも笑顔が増えたりする。
2316 中学生 家族みんなでテレビをみる。向かいあって食事。
2317 中学生 僕たちの家では食事の時はテレビを消して家族全員で学校の出来事などを話し合ったりして楽しんでいます。
2318 中学生 家族全員笑い声、話し声がたくさんの食事中
2319 中学生 ご飯の時は「いただきます」「ごちそうさま」を言う
2320 中学生 食事を出す手伝いは家族全員協力して家族全員といる少しの時間を大切に
2321 中学生 食事の時は家族そろって「いただきます」で始まってたくさん会話をして、「ごちそうさま」で終わる
2322 中学生 食事の時はジュースじゃなくてお茶を飲む。会話いっぱい明るいお茶の間。
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2323 中学生
我が家では家族３人がそろうときはみんなでリビングにいます。みんなばらばらなことをしているけれど家族一緒にいることでとても安心できます。「３人
いっしょにいよう」と決めているわけではなくて、自然に集まっているので、僕はその時間が好きです。

2324 中学生 朝から晩まで笑顔になれるお茶の間になったらいいなと思います。
2325 中学生 家族と話をしたりして、みんなが笑顔になれるようなお茶の間
2326 中学生 朝食と夕食、休日の食事は家族全員が集い、暖かな空気の中で楽しい会話をする。
2327 中学生 一緒に勉強したりテレビを見てくつろいだり普通におしゃべりしたり家族だんらんの場
2328 中学生 食事の時は家族だけではなくペットと一緒に食べる。誰かより先に食べる時はその人の分もちゃんと残しておく。
2329 中学生 ごはんのｔきはえ顔がたえず楽しく食事してきたいです。
2330 中学生 食事の時はみんなそろってから食べる。
2331 中学生 テレビを見ている時は家族みんなで大笑いしているような様子など
2332 中学生 家族が集まるところは大切な時間。テレビより家族のだんらん興味もて！お茶の間時間を大切に！！お茶の間では楽しく仲よく大切に
2333 中学生 家族全員会話たくさん

2334 中学生
私の兄弟と一緒にゲームやテレビをみるだけでうれしくなります。いっつもは話かけられない兄や姉にテレビを一緒に見るだけで「あ、ここ面白いね」など
と声をかけられます。

2335 中学生 家族みんなで食事。笑顔あふれる。会話が多い。
2336 中学生 食事を食べているときはテレビを消すようにしている。今後は無言になることがないようにする。家族そろって話をしたり食事をする。
2337 中学生 夕食の時はテレビを消して会話いっぱい。笑顔いっぱい。
2338 中学生 食事の時は1日にあったことを会話しよう
2339 中学生 お茶のかおりをしている
2340 中学生 家族みんながだんらんできる場所。快い気持ちで話し、楽しくてごはんを食べることのできる場所。お茶の間を通じて仲を良くする機会をつくれる場所。
2341 中学生 家族が笑顔でだんらんしている
2342 中学生 ノーテレビデーをつくり家族でたくさん話す。学校でのこともたくさん話す。
2343 中学生 食事の時にお茶を飲もう
2344 中学生 「毎日元気であいさつ。笑顔いっぱい」毎日元気な声であいさつしているとされたほうも元気に明るくなれるし1日が楽しく感じられるからです。
2345 中学生 テレビを消して家族みんなで机を囲んでたくさんいろんな話をして笑顔で楽しくおもしろいお茶の間
2346 中学生 弟、妹と一緒に絵を描き、会話がいっぱい。笑顔がいっぱい。机の上はみんなが書いた絵ではなやかに。
2347 中学生 家族と会話してお茶の間をにぎやかに

2348 中学生
私たち中学生や高校生は反抗期がきます。しかしゆいる家族があつまる場所がお茶の間である。どの家にもお茶の間が広がれば、家族との会話が広
まるだろう。

2349 中学生 家族団らんみんなで朝ごはん。お話いっぱい笑顔いっぱい。TVをけして家族みんなのお話の時間。
2350 中学生 家族全員が食卓を囲んで、みんなで楽しく話をしてごはんを食べている所。
2351 中学生 みんなで仲よく、食事のときは、会話をしあう
2352 中学生 なんでも困った事やイヤだった事を話せる所だし今日あった事をたくさん言える所だと思います

2353 中学生
みんなの集う楽しい場所。みんながいてみんなが楽しむこの場所は、ぼくの一番楽しい場所。こんな場所こそが家族の暖かさがすぐにわかる。ゲームを
やらずに笑顔いっぱい！

2354 中学生 学校であったことをはなす。あいさつする。
2355 中学生 食事するときは会話をたのしくやる
2356 中学生 しゃべる。だんらんする。
2357 中学生 みんな笑顔でお話たくさん食事中
2358 中学生 ご飯をみんなで食べながら今日のできごとを語り合う
2359 中学生 家族全員で食事をする。あいさつをする。話し合いながら食事をする。
2360 中学生 ごはんを食べるときはテレビをけして家族と楽しく話して会話をいっぱいして楽しい毎日を送れるお茶の間像。
2361 中学生 食事の時はいつも今日自分がどんなことがあったか話しています。
2362 中学生 朝のあいあつ、ねる時のあいさつ、家に帰ってきた時のあいさつなど必ずする。
2363 中学生 ご飯は家族全員で
2364 中学生 家の人が帰ってきたら必ず「おかえり」などを言う

2365 中学生
みんなで楽しいときをすごしたい。そして家族全員でどっかへ楽しくあそびにいきたい。ケンカのない笑顔、明るい家族。家族同士で支え合えるような家
族。

2366 中学生 家族皆でごはんをたべたい
2367 中学生 かぞくみんなでたのしくごはんを食べたいと思いました。しゃべりながらたべたいとおもう。
2368 中学生 会話しながらおいしいおいしい食事中
2369 中学生 会話がたのさんできるようにする
2370 中学生 家族みんなで話せてご飯がたべれたらいい
2371 中学生 学校に行く時は必ず笑顔でいってきます。だれかがどっかに行く時は笑顔でいってらっしゃいと言う。
2372 中学生 みんなが楽しくわらっている
2373 中学生 家庭で仲よく食事をすること
2374 中学生 朝起きるとみんなあいさつをして、家族みんなで朝ごはんを食べること。三日に一度は家族が集まれる時がある。
2375 中学生 和のふんいきがあふれる、どこかあたたかみがあり、どこかなつかしさがある。
2376 中学生 「いただきます」の声がひびくのがいいな
2377 中学生 笑いがたえない家族になり毎日が楽しくすごせる家族がいいな
2378 中学生 家族全員が集まり遠慮する事なく今日の出来事などを話し合えるお茶の間にしたい。
2379 中学生 話をしている時は無闇にテレビをつけないこと
2380 中学生 ぼくはお茶のイメージはこっぷにお茶をかいてゆげをだしているように書くイメージです。ほかにはおもいうかびませんでした。

2381 中学生
私は家に家族全員がそろって顔を合わせる時間が少ししかありません。なので私の理想は朝・夜ごはんを家族でそろって食べることです。そして、話題
がたえることなく出ることです。1度でもやれたらいいです。

2382 中学生 朝おきたらみんなでテーブルにすわりテレビを見ながらお茶をのめたらいいな
2383 中学生 笑顔いっぱいの家族
2384 中学生 みんなでごはんをたべればいいな。たのしくすごせればいいな。
2385 中学生 家族全員で楽しく食事をする
2386 中学生 家族で楽しく食事をする

2387 中学生
毎日家族全員がそろって食事をする。ちょっとした話でも話せる。家族全員で楽しく話せる。家事などを手伝いながら生活する。母にまかせすぎではなく
自分で手伝う。

2388 中学生 いろいろな会話をして笑いあって笑顔でいっぱい
2389 中学生 テーブルを家族で囲めば笑顔たくさん
2390 中学生 なんでも話して楽しく話せる家族
2391 中学生 みんなそろって楽しく食事。毎日笑顔で元気いっぱい
2392 中学生 朝はやくおきて会話いっぱい朝ごはん。1週間に1回は夜テレビを消して団らんをしよう。
2393 中学生 テレビをつけそのテレビについて家庭で話しその後べんきょうする
2394 中学生 ゲームは時間を決めておでかけは家族みんなでする
2395 中学生 おでかけは、車の中ではゲームなし
2396 中学生 食事のときは、家族で集まり会話をたくさんする
2397 中学生 食事のときは、家族そろっていただきます
2398 中学生 みんなで楽しく食事をする幸せなお茶の間
2399 中学生 家族が話し合える場所
2400 中学生 家族とたくさん話す
2401 中学生 食のとき会話いっぱい
2402 中学生 たくさん話してお互い理解のおやつタイム
2403 中学生 食事は家族そろって楽しく食べる。家族でせつやく電気。
2404 中学生 テレビを見る時はゆずりあい
2405 中学生 食事の前は家族全員ではし並べやお茶をいれてみんなでそろって夕食を食べる
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2406 中学生 土日は家族で遊びに行く。夜ごはんはみんなそろっていただきます！！
2407 中学生 食事の時に会話をする
2408 中学生 ゲームをせずに家と団らん
2409 中学生 食事は家族全員で
2410 中学生 食事はみんなで食べる
2411 中学生 ご飯を食べる時は、テレビをけして家族とたくさん話をする。学校での出来事などを話す。
2412 中学生 できるだけ食事の時には家族のみんなで食べるようにする。食事のときにはたくさんはなしをする。
2413 中学生 食事の時、皆で楽しく話している感じ
2414 中学生 テレビを消し、ゆっくりお茶などを飲み、家族全員で楽しく笑いながら会話する。
2415 中学生 食事の時は家族そろって笑顔いっぱい
2416 中学生 家族とたくさん話をし、会話がたくさん
2417 中学生 家族全員で食事と会話
2418 中学生 かぞくどうしかいわをたくさんする
2419 中学生 家族全員でアルバムを見る時があった
2420 中学生 みんなでゆっくりテレビをみながら話し合う
2421 中学生 みんなが集まる部屋だけにテレビをおく
2422 中学生 いつもぼくのために動いてくれる家族に思うだけしゃなく言葉にするよ
2423 中学生 食事の時はテレビをつけ笑い会ったり話し合ったりする食事。団らんを多くする。
2424 中学生 テレビなどを見ずに家族で話をする日をつくる
2425 中学生 １つのルールで家族の心がそろう時、会話がきっとあふれだす
2426 中学生 日曜日は家族の日、皆でアルバムを見合ったり色々話す日
2427 中学生 僕は家族とだんらんするために話すネタを考えて食事の時などに話すようにする
2428 中学生 楽しい会話で周りが輝く。おいしいねって言ったら笑顔の花が咲きました。
2429 中学生 「いただきます」「ごちそうさま」つくってくれた母に感謝、それも一つの親孝行
2430 中学生 夜ごはん食べる口よりしゃべる口
2431 中学生 家族とのあたたかいえがおにつつまれたお茶の間。笑い声部屋の中にいっぱいで明るく笑う家族たち。
2432 中学生 1日のふり返りと明日の目標を語る場
2433 中学生 食事後に家族みんなでティータイム
2434 中学生 家族で笑顔の花が咲く。家族いっしょに会話いっぱい
2435 中学生 家族みんなでしゃべったりいっしょにいる時間を増やせばいいと思います
2436 中学生 行儀良く一日をふりかえりその日のあった出来事を家族に話し家族と仲良くし、テレビを消し会話を楽しむ。
2437 中学生 全員がいすにすわって会話いっぱいえ顔いっぱい
2438 中学生 ぼくの描くお茶の間像は食事どきテレビを消して1日をふり返るように話したいです。
2439 中学生 手伝いは家族みんなでやる。食べる時はマナーを守って仲良く食べる。テレビを消して家族でたくさん話す。
2440 中学生 家族全員出お話ししながら元気に食べるごはん
2441 中学生 家族で楽しく笑顔ですごせるお茶の間
2442 中学生 家族みんなで楽しい会話をしながら「いただきます」
2443 中学生 家族そろって聞こえる家族の会話、そして見える家族の笑顔
2444 中学生 家族みんなの集いの場

2445 中学生
私の家族では食事を家族全員で「いただきます」をしてから食事をします。しかし最近はなかなか全員そろって食事ができていません。全員そろって食事
ができるよう心がけていきたいです。

2446 中学生 はやねはやおきをして家族皆で朝食を食べる
2447 中学生 けんかしても結局全員お茶の間集合
2448 中学生 週末夕方に家に帰ってくると必ず姉と私の部活の話題、そのから始まる父の個人指導
2449 中学生 家族みんなで笑顔でいろんなことを話し合えるお茶の間
2450 中学生 家族がそろって楽しい会話ができるといいなぁ
2451 中学生 お茶の間で支え合ってる家族の輪
2452 中学生 がぶがぶのみたい
2453 中学生 家族に1日のできごとを話しして、楽しく食事がとれるようなお茶の間にしたいです。
2454 中学生 お茶の間で、笑顔があり続けて家族の絆を深める話をする。
2455 中学生 とても静かでとてもおちつけてやすらげる所。それがぼくの描くお茶の間
2456 中学生 家族そろって団らんしよう。いたってフツーで当たり前。でもそれが一番大切さ。

2457 中学生
リビングに家族で輪になって今日のできごとやこれからのことを話し合うことをしていったらいいと思います。1日ぐらいぱそこんやゲームをやめて家族で
の生活を楽しめたらいいと思います。

2458 中学生 和室の日があたるところでのほほーんとお茶を飲みたいです。
2459 中学生 みんなの笑顔がひろがって、明るく楽しい家族にしよう。
2460 中学生 みんなでテレビを見たり、世間話をしている。休日はみんなが休みの日に買い物に行ったりしている。
2461 中学生 テレビを消して、みんなで食べる毎日三食。どうだった？今日の話し家族団らん。みんなで役割お母さんのお手伝い。旅行先で写真撮り家族で背くら
2462 中学生 語句はみんなで学校のことや世間話をしてコミュニケーションをとるような姿をしたらいいな
2463 中学生 たまには家族団らんでノーメディアデー
2464 中学生 うれしいつらい家族だから分かり合える。なんでも相談できる家族ありがとう。ごはんでの家族みんなで「いただきます」
2465 中学生 いつもより何倍もおいしい、家族みんなで食べる夕ご飯
2466 中学生 家族のみんなでたわいもない話をほのぼのと
2467 中学生 ばんごはんみんな仲よくいただきます
2468 中学生 ゆっくりできるところ
2469 中学生 お茶の間でかぞくみんなでお茶を飲む、これが掛川！！
2470 中学生 １つのつくえに仲よく家ぞくで朝ごはん
2471 中学生 たまには皆で家に集まってテレビを消してだんらんな会話をしたりトランプを皆でできる家庭にしたい。
2472 中学生 ホットタイムお茶飲もう！飲み物はやっぱりお茶だよね！
2473 中学生 たくさんの笑顔あふれる食卓にだれ一人かかせない

2474 中学生
僕の描くお茶の間は、明るく楽しく喜びに溢れる家庭です。今のままでも充分です。それと家族で環境などに気を配って募金などもして社会に貢献できる
家庭もいいなと思います。

2475 中学生 食事のときたくさん話し合おう
2476 中学生 食事のときは笑顔いっぱい感謝を！！
2477 中学生 夕食のあとのデザートはたくさん話をしながらみんなで食べる
2478 中学生 家族そろって楽しく会話をしながらお茶を飲む。おいしいおいしい静岡茶をのむ。
2479 中学生 朝から夜まで笑顔がいっぱいの○○家

2480 中学生
私の家では必ず家族全員で食事をとります。学校での出来事か友達の事、最近あったことなどを食事の時に話します。私の家の食事の時間は話声や
笑顔がたえません！！

2481 中学生 食事をする時は笑顔をたくさんお話たくさん。食事をする時は、食べ物に感謝し食べよう。
2482 中学生 親におそわる基礎基本。
2483 中学生 今こそにぎやかな団らんのとき
2484 中学生 食事の後、家族団らんでおいしいデザートで笑顔いっぱい！
2485 中学生 お茶の間で、おちゃべりたくさんおしゃべり祭りだ。
2486 中学生 ごはｈを楽しく食べお茶を飲もう

2487 中学生
夕食のときにテレビやゲームをしずにじづかにごはんを食べる。朝６：００前におきるようにする。「おはよう、ただいま」「いってきます」などのあいさつをき
ちんとする。

2488 中学生 ごはんを食べる前にお茶を飲もう！！
2489 中学生 ごはんは家族そろって食べる。あいさつをする「いただきます」「おはよう」など
2490 中学生 夜ごはんの時は家族そろって食べる。学校であった話をする。
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2491 中学生 食事のときはテレビを消して家族みんなで楽しい話がいっぱいになる
2492 中学生 「いただきます」から始めよう
2493 中学生 家での手伝いをたくさん
2494 中学生 ごくはえがおがいっぱいの家庭でなんでも話せる家庭になってほしいなと思います。
2495 中学生 家族みんなで集まってごはんを食べたり、話しをしているイメージがあります。「会話のはずむ場所」だと思います。
2496 中学生 食事の時には、テレビをつけてその内容について楽しくはなしをしたり意見をだしあったりして会話をたくさんする。
2497 中学生 三世代対話でつながる家族の輪。毎朝家族で体そういい気持ち。良いこと、悪いことけじめをつける家庭の心。よい家庭地域につなげてよい地域
2498 中学生 わいわいがやがや
2499 中学生 自然と集まりここちよい場所
2500 中学生 食事は家族そろっていただきます。
2501 中学生 家族とはなにか、帰ればいつも向かえてくれる。相談にのってくれる。助け合って生活している。１番近くにある存在。そんな家族と過ごす場所。
2502 中学生 晩ご飯、みんなそろって「いただきます」
2503 中学生 「おはよう」と笑顔であいさつ心と心の握手しよう。
2504 中学生 １日中あたたかい言葉がとびかう明るい家庭
2505 中学生 いつでも家族があつまって、にぎやかに会話したり、くつろいだりすることのできるお茶の間
2506 中学生 晩ご飯の時は、テレビけいたい消して笑顔いっぱい
2507 中学生 食事には笑顔と会話と明るい声。おはようから始まる家族との会話
2508 中学生 テーブルかこんで笑って食事
2509 中学生 にぎやか、たくさん、豪華、家族団らん
2510 中学生 家族みんなでテーブルを囲み食事をしよう
2511 中学生 家族と一緒に食事して楽しい会話
2512 中学生 家族みんなそろって笑顔で会話
2513 中学生 家族みんなで楽しい会話
2514 中学生 「家族でね、おしゃべりたくさん、楽しいな。」「ノーメディア、やってみると楽しい発見盛りだくさん。」「テレビ見て、家族笑顔で、おもしろい。」
2515 中学生 話しが多い家庭

2516 中学生
お茶の間は、家族みんなで話しをしたり食事をしたりする場所です。楽しい会話はわを広げます。テレビを見ながら食事は、会話が減ります。味わって食
べることができない。

2517 中学生 おはよう、おやすみ、いただきます、いってきます、などのあいさつをたくさんしていきたい。
2518 中学生 家族みんなで食事をしよう！話しがはずみ笑顔が広がる！
2519 中学生 食事のときは、今日あったことをたくさんはなす！
2520 中学生 お茶の間から広がる会話と絆の輪
2521 中学生 しっかりとあいさつができ、楽しかったことや悩みなどを言いあえるようなお茶の間にしたいと思います。
2522 中学生 しょくじ中は、明るいが会話をたやさない
2523 中学生 人がいるお茶の間
2524 中学生 食事の時に、１日のできごとをたくさんはなす。
2525 中学生 ごはんを食べる時に、今日あった出来事や、テレビを見て笑ったり・・・家族全員でにぎやかにすごしている。
2526 中学生 目を見て「おはよう」や「こんにちは」などのあいさつをする
2527 中学生 笑いだしそれにつられて笑顔増え
2528 中学生 けんかのない仲がいい家庭
2529 中学生 「おはよう」、「おやすみ」の声かけをする
2530 中学生 なんてことない話しでも、みんなが笑顔でいられる明るい団らんの時間
2531 中学生 食事の時も、テレビを消して会話いっぱい
2532 中学生 食事の時家族とたくさんおはなしする。
2533 中学生 食事中、テーブルかこんではずむ会話と広がる笑顔！！
2534 中学生 小さめの茶ぶ台をみんなでかこむすがた。
2535 中学生 食事は家族みんなで「いただきます」
2536 中学生 食事の時は、家族みんなで楽しい時間
2537 中学生 １日、１回家族がそろう、集いの場
2538 中学生 晩ご飯は、家族全員で集まって食べる
2539 中学生 毎朝家族みんなそろってごはんを食べる。

2540 中学生
朝は、みんなでいっしょに食事を取っているけど、会話がすくないから、朝から、いろいろと話しをしていきたい。夜も、「今日は、～のことがあった」といっ
た感じの会話をたくさんしていきたいです。

2541 中学生 夕食のときは、一日を振り返る話しの時間
2542 中学生 家族みんな一緒に食事をする。話しをたくさんする。みんな笑顔
2543 中学生 会話一杯お茶一杯
2544 中学生 家族みんなで朝食を食べる。
2545 中学生 食事時家族の会話が調味料
2546 中学生 食事の時は、なるべく全員でいっしょに食べる
2547 中学生 家族みんながたのしかったことや悩みを隠さずに話している「家族」らしい家庭
2548 中学生 会話がはずむ食たく
2549 中学生 家族の仲で「おはよう」「おかえり」「おやすみ」などのあいさつは必ず言う。
2550 中学生 食事の時に楽しかったことを話す
2551 中学生 食事の時はみんなでわいわいおしゃべりだ
2552 中学生 ぼくは、たたみのあるところに正座して全てを清めた男みたいな感じです。服は着物です。
2553 中学生 おはようといただきます
2554 中学生 家族みんなで食事。食事のとき会話いっぱい。
2555 中学生 朝・昼・晩そろって食べるあたたかいご飯
2556 中学生 ９時にはねる６時にはおきる
2557 中学生 テレビをあまりつけず家族全員でたくさん話せる所
2558 中学生 テレビやゲームをなるべくやるじかんをへらしてかぞくとのはなしをいっぱいしてげんきな家庭
2559 中学生 全員で一緒にごはんを食べるようにする
2560 中学生 朝起きておはようといつも元気に大きな声で
2561 中学生 家族だんらんみんなで楽しい会話
2562 中学生 たまには「ＴＶ、ゲームなし」ノーメディア
2563 中学生 「ただいま」と帰ってきたら温かい家庭で見つける自分の居場所
2564 中学生 朝・昼・晩家族みんなでワイワイ食事、食事中皆で会話ノーメディア
2565 中学生 いただきますみんなそろって心を一つに
2566 中学生 朝起きたら「おはよう」と言ってハイタッチ
2567 中学生 テレビの音ではなく笑い声がいっぱいのお茶の間
2568 中学生 ごはんだよー！母の愛情家族でほうばる。
2569 中学生 家族で助け合い。その日の事を話す。笑いが絶えず、いつもニコニコ。自分の言いたいことを伝えあう。
2570 中学生 テレビを消して家族だんらんで楽しいね
2571 中学生 いろんな話をして、楽しい空間に！
2572 中学生 みんなで楽しくおいしいご飯を食べる。
2573 中学生 見つけよう自分ができる家族の手伝い
2574 中学生 食事の時間は、笑顔がいっぱい会話もいっぱいの楽しい時間
2575 中学生 お茶の間の笑顔でつながる心の輪。育てよう！家族みんなで安らぎとこころざし
2576 中学生 お茶の間でも食事だけでなく、ほかのこと（トランプなど）できるところ
2577 中学生 家族でいっしょにたのしく会話をたくさんできるお茶の間
2578 中学生 わいわい楽しく、明るいお茶の間に
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2579 中学生 ノーメディアデーはみんなで一緒にトランプしよう
2580 中学生 笑い合い、楽しみ合い、家族で明るいおしゃべりを
2581 中学生 一ぽう的な会話じゃなくて全員がはなす
2582 中学生 家族で楽しく会話をしよう
2583 中学生 食事の時は、今日あったことよかったところをいっぱいいって家族楽しく会話をする。
2584 中学生 食事のときはみんな同じものを食べてテレビを消してみんな楽しく会話すること
2585 中学生 楽しく会話しながら、好ききらいなくご飯を食べよう。
2586 中学生 家族そろって夜ご飯
2587 中学生 家族みんなでご飯を食べよう
2588 中学生 テレビを見るときは部屋を明るく
2589 中学生 テレビなどで家族との会話の時間がへっていると思うから、せめて、食事のときくらいはもう少し家族との会話をふやしてみんなの仲を良くできたらと思う
2590 中学生 おはようのその一言で朝始まる。ありがとう心温まるま法の言葉
2591 中学生 1日の始まりは家族で集まる朝食です。仲よく話す楽しい会話。
2592 中学生 団らんは食事につかう３０分、みんなで食べると食事がおいしくなる
2593 中学生 テレビをつけずにみんなで食事
2594 中学生 食事の時は、楽しく家族ではなそう
2595 中学生 おじいちゃん話題はいつも昔話。朝食は我が家の情報交換会。
2596 中学生 冬はこたつでみんなでみかんを食べながらテレビを見る。夏はみんなでエアコンで涼みながらテレビを見る。
2597 中学生 みんなで囲む明るい食卓。家族みんなで「いただきます」。家族の時間、お食事タイム。
2598 中学生 ご飯のときは家族みんなでテーブル囲み、ニコニコしながら食べると絆も味もより深まる。リビングで１日１回「ワッハッハッ！」と笑顔が咲く。
2599 中学生 お風呂掃除は、兄弟で当番。自分の仕事は自分でやろう。
2600 中学生 食事のときは会話の花をさかせよう
2601 中学生 おいしいご飯が常に出て、日頃の疲れをいやすことができる場所
2602 中学生 明るくて楽しいといいお茶の間
2603 中学生 家族がいつもあつまる会話がたくさんなお茶の間
2604 中学生 学校から帰ってきて、夕食を食べているとき今日あったおもしろい話や出来事を親に話して、笑顔のお茶の間、つい話しすぎて７時になってしまう。
2605 中学生 みんながいつもあつまっておいしいケーキがでて、子供がケーキを出して親にマッサージをしてお笑い番組を見てたくさん笑うお茶の間。
2606 中学生 少し高い和菓子と一緒においしいお茶を飲み、テレビを見ながら笑っているお茶の間。
2607 中学生 みんなで集まってたのしく会話ができるお茶の間

2608 中学生
学校の話題がでてたのしいお茶の間。誰かがボケて誰かがつっこみを入れる。面白いトランプゲームをしながらお茶を飲む。毎日だれでもいいから
1,000円もらいたい。

2609 中学生 家族みんなで集まって果物を食べながら楽しく話す
2610 中学生 みんなが話、たのしい会話がいつまでも続き、お菓子が机にだされ、最高のお茶の間にしたい。
2611 中学生 いつも笑顔で、テレビを見ながらわいわいできるお茶の間。
2612 中学生 みんなで夕食を食べながら、バラエティー見て笑顔たえないお茶の間
2613 中学生 夜中音楽器からのびたイヤホンを耳にあて、眠気ざましのコーヒーを飲みつつ兄と二人勉強している。
2614 中学生 家族みんなでＴＶを見ながら話し合うお茶の間
2615 中学生 笑顔のたえない人の集まりで家族のいきぬきの場
2616 中学生 お茶飲みながらみんなでぼーとできるお茶の間
2617 中学生 みんなでなかよくはなしながらテレビを見ているお茶の間
2618 中学生 家族みんなが集まっておいしいものがあってみんなでたのしいおはなしをしてねことじゃれあえてみんなでうたえるお茶の間！！
2619 中学生 毎日ごはんを食べる時は会話をし、家族と楽しむ。
2620 中学生 お茶の間で誰かと話しながらのむお茶
2621 中学生 食事の後などはみんなが集まってスイカやみかんなどを食べながら今日一日のできごとをみんなに話して、笑いあっているのが毎日つづくお茶の間。
2622 中学生 みんな仲よく会話できるお茶の間
2623 中学生 テレビや携帯などを見ずにみんなで一日の出来事を話しあい楽しくごはんを食べているお茶の間
2624 中学生 今日のできごとみんなで話して家族会議、明日もこれで頑張れる
2625 中学生 美味しいご飯があり,楽しい会話ができ、疲れがほぐれるお茶の間
2626 中学生 日ざしが明るく、そよ風がなびいてみんなが笑顔の憩いの場
2627 中学生 家族みんなが笑顔でいられる
2628 中学生 お茶の間で家族の時間深めよう
2629 中学生 笑顔が絶えない明るい茶の間
2630 中学生 たのしく生活する
2631 中学生 家族全員で食事をしてたくさん会話たくさんの笑顔
2632 中学生 食事の時はかならずみんなとたべるようにしている
2633 中学生 会話して絆もっと深め合う
2634 中学生 絶対家族そろってご飯を食べる。外食が多い。
2635 中学生 家族で一緒に食べる朝食、夕食
2636 中学生 みんな仲良く
2637 中学生 年をとっても仲良く話そう
2638 中学生 食事の時はみんなで食べて会話いっぱい
2639 中学生 楽しく話す
2640 中学生 楽しくすごす
2641 中学生 本音がいいあえる家族
2642 中学生 会話をたくさん、家族みんなでお出かけ
2643 中学生 食事はかぞく全員でたべる。みんなたのしく会話がいっぱい。
2644 中学生 家族と会話をふやしたい
2645 中学生 朝はしっかりとあいさつをし、家族のいる時間をふやし、困ったときは助けあいときには厳しくえがおで支えあうお茶の間（家族）がいいです。
2646 中学生 家族全員が帰りたくなるような楽しい場所
2647 中学生 全員で食事をする。
2648 中学生 家族全員が笑顔で明るく毎日をずごすことができる。1日1回は話をする時間を取って仲良くすごす。
2649 中学生 お茶の間で笑い絶えない楽しい会話
2650 中学生 会話がたえないいつもにぎやか
2651 中学生 食事のときはＴＶをつけずに家族みんなでそろっておしゃべりを楽しみながら食べています。
2652 中学生 家族がいごこちのよい場所
2653 中学生 笑顔で生活しよう！
2654 中学生 けんかのないようにする
2655 中学生 午後7時笑顔が絶えないお茶の間です。
2656 中学生 夫婦仲良く末永く
2657 中学生 何でも相談でき楽しい時に笑い合い嬉しい時に喜び合える。
2658 中学生 あふれる笑顔おいしい食事
2659 中学生 食事の時は準備や片づけを手つだい笑顔でする
2660 中学生 一日に1回は家族全員出あつまり会話をする
2661 中学生 食事のときは家族全員で集まり「笑顔」で話せる家庭
2662 中学生 食事の時にテレビを消して会話いっぱい
2663 中学生 明るくて楽しいかんじ
2664 中学生 今の生活で充分
2665 中学生 みんなで話して食べよう
2666 中学生 テレビの話題に振れながらおいしいご飯を家族で食べるお茶の間
2667 中学生 家族全員でごはんをたべる
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2668 中学生 たった一人の食事より二人での食事、三人での食事のように品数が多い方が楽しいと感じる
2669 中学生 食事前はみんなで手を合わせていただきます
2670 中学生 食事の時はみんなでいろいろな会話をして食べる。テレビはつけない
2671 中学生 家族みんなで集まってワイワイするところ。話し合うところ
2672 中学生 食事の時は家族みんなで会話する
2673 中学生 お茶の間で家族そろって会話する
2674 中学生 携帯から離れて会話をする
2675 中学生 木造のリビング
2676 中学生 食事のときはみんなであつまる
2677 中学生 食事の時は家族みんなで食べようね。家族内絶対やめてしらんぷり。
2678 中学生 食事の時は一緒に食べること
2679 中学生 リビングで一緒にごはんを食べる
2680 中学生 朝夕の食事は家族みんなで喋る
2681 中学生 ひまなときにお茶の間（リビング）に家族みんなが集まって学校や地域の話で盛り上がればいいなと思います。
2682 中学生 楽しい話題が出るお茶の間がいいと思う

2683 中学生
どんな時でも楽しくいろんな話題を話し合えたらいいな。時にしかるときもあり時に笑うときもあるような所だといいなと思います。とにかく家族が集まりた
いなと思える空間にする。

2684 中学生 家ぞくとテレビを見たい。今日あったことを話す。
2685 中学生 お茶の間で週に1回以上バラエティ番組で家族で笑おう！
2686 中学生 家族で旅行を一緒にする。そして楽しもう！！
2687 中学生 家族でラジオ体操、家族といっしょに服を作ろう、家族といっしょに1日のはんせい
2688 中学生 家族とごはんを食べる。家で会話する。

2689 中学生
家族旅行で、東京ディズニーランドでミスタースミ-と写真をとった！！ぼくはお父さんにせんごくぶしょうのクイズをする！！みんなでクイズ大会をや
る！！ぼくは３ＤＳのＬＬをつかって、ドンキーコングリターンズのソフトをやる！！

2690 中学生 家族とごはん、家族ととテレビを見る、家族で旅行
2691 中学生 家族でみようすいエンサ-でかけようららボート
2692 中学生 お茶の間は家族が集まる笑顔の間
2693 中学生 最近はケータイやインターネットを使う人が増えてきていて、家族で話す時間が無いので毎日１回はお茶の間で家族で団らんすることが大切だと思いま
2694 中学生 さくらももこの家！！
2695 中学生 家族みんなが集まってたのしくごはんを食べられる
2696 中学生 たたみのある部屋などで家族全員で最近あったことなどを話したりなど家だんらんのじかんをつくるのが自分の思うお茶の間だと思いました。

2697 中学生
私は、日本の文化をとりいれたたたみの部屋がおちついていてゆったりとした間ですごくいいと思います。お茶の間こそがおちつけるという所がいいと思
います。部屋の中から池などが見える部屋がいいかなと思います。

2698 中学生 家族そろってあつまる場所

2699 中学生
ぼくが描くお茶の間は、畳の上に１つのテーブルがあり他はなにもない所です。そしてしょうじのドアでしょうじのドアを空けると森が広がっていておちつく
所です。

2700 中学生 食事は食卓を囲んで会話して楽しい食事。そのたとは居間で同じ部屋にみんな集まってテレビみたり勉強を教えあうのが私の描くお茶の間像です。
2701 中学生 お茶の間に行けばみんなの笑顔に会える。心がほっとあたたまる。

2702 中学生
ぼくはサザエさんみたいな温かい家庭がいいと思います。時には厳しく時には楽しい。みんなが毎日夜ごはんを笑ってすごせるのはとてもいいことだと
思いました。

2703 中学生 ぼくはやっぱり家族で全員そろってごはんを食べたいです。あとケータイやＴＶをけして会話をいっぱいできるお茶の間がいいです。
2704 中学生 私の描くお茶の間は家族みんなで食事をしていてたくさんの笑い声、会話がうまれる所だと思います。
2705 中学生 日本の経済事情から友達の他愛のない会話のことまでそんなことでも話してみよう。（こころがけていること）
2706 中学生 いつもテレビをつけて話をするくらいなので、消してみて話をしたいですね。
2707 中学生 会話がとぎれず、笑み絶えず、幸せにあふれて家族で食事と団らん
2708 中学生 朝昼晩、家族みんながご飯をたべるあたたかい場所。
2709 中学生 家族みんなであたたかい雰囲気が流れる居心地の良い場所。

2710 中学生
みんなのように毎日一緒にごはんをたべれないけど酢曜日はみんななかよくテレビを消してたくさん話をして、水曜日は家族団らんの日。私にとって特
別な日。

2711 中学生 お茶の間に座れば家族がいて、家族みんなで話ができる場所。
2712 中学生 家族みんなで会話がいっぱいのお茶の間
2713 中学生 家族全員が一緒にご飯を食べて、笑っている所
2714 中学生 家族全員がいろいろな話をして盛り上がるお茶の間がぼくは良いと思った。
2715 中学生 みんな集まって楽しく家族皆が話しあうところで家族の暖かみを感じる

2716 中学生
入り口ちょっと小さく入ったら中がすこし広い感じ、中にはかけじくがあり花が１本さいているという感じと畳がしいてありとても静かな感じ、心の中がすっ
きりするかんじがいいと思います。

2717 中学生 家族みんあで集まりテレビをみたり話をしたり家族でいろいろできる場
2718 中学生 ボランティア活動地域にこうけん一家団結
2719 中学生 私は、お茶の間は唯一家族全員が集まる場所だと思います。
2720 中学生 僕の描くお茶の間は家族全員で一つのテーブルをかこんで１日の出来事を話をする場所

2721 中学生
最近ではケータイやパソコンなどで家族がお茶の間に集まることが少なくなってきているから、家族全員そろったときにはテレビとか前部消していきた
い。

2722 中学生 食事中口の中に食べ物が入っていたら口を開けない
2723 中学生 食たくを囲んでたくさん会話をしている
2724 中学生 家族みんなで食事をしてお話をたくさんして楽しく笑顔で、でもおぎょうぎよく楽しい食事にしたい。
2725 中学生 食事の時やちょっとした時間の時に会話する。一人しかできないことをやめ家族でできていることをする。
2726 中学生 「家族でゆっくり食べるならテレビを消して楽しく会話」とかいいと思います。
2727 中学生 家族といっしょにいること

2728 中学生
家族だんらんの場は食事中（食事中は家族でなごめたらいいと思うので）。食事中年の差なくして会話多く（社会に出ていない子供でも親の話に入りた
いので）。

2729 中学生 食事のときは、テレビをつけいっぱい話す。
2730 中学生 家族みんなでたのしい食事
2731 中学生 食事のときは家族みんなで仲よく会話
2732 中学生 ぼくは家族でそろって料理をしたいです
2733 中学生 食事の前は手洗いうがい
2734 中学生 明るくたのしい家族との団らん
2735 中学生 お母さんとかがあまりスポーツをしないから家族でサッカーをやりたいです。
2736 中学生 食事中はみんなでおしゃべりしながら残さず食べる！
2737 中学生 家族みんなで食事をしてゆっくり楽しく食事をしたい
2738 中学生 １週間に１日か２日は家族全員でごはんを食べる。できるだけ外食をしない
2739 中学生 きれいに食べて家族と話をたくさんする
2740 中学生 いつだってお茶の間はいつもえんかいで
2741 中学生 いつもみんなで食事をして会話いっぱいの楽しいお茶の間

2742 中学生
「食事は家族全員そろって食べる」と言うのが僕の描くお茶の間像で、どんなにいそがしくても食事の時だけは全員そろって話をしながら食べたいと思い
ました。

2743 中学生
食事でもいつの時もみんなといられるお茶の間。家族との会話がはずむ楽しいお茶の間。いつの日も楽しく暮らせる良いお茶の間。つらくても支え合え
る仲良しお茶の間。

2744 中学生
私が理想とするお茶の間は、テーブルに家族全員が集まりそれぞれが選んだ甘いお菓子をほおばりながらお茶を楽しみ、みんなで楽しく会話をしなが
ら「明日は何をしようか？」と予定をたてられたら私の理想です。

2745 中学生 家族みんなで集まり同じ物を食べる食事にする。その日にあったことを話したりして明るく楽しく過ごす。
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2746 中学生 食事の時は学校での出来事を話す。
2747 中学生 お茶の間でみんなできこう音楽を

2748 中学生
ぼくの家族は６人家族です。けれどなかなか食事を全員で食べることができません。朝は全員起きる時間が違い、夜はお兄ちゃんが夜おそくまでじゅく
に行っているのでそろいません。だから毎日全員そろって食事をしたいなぁと思います。

2749 中学生 幸せいっぱい笑顔の輪
2750 中学生 お茶の間にはテーブルにテレビにイスでテーブルにお茶碗とゆのみとおわんとさらをのせてあるかんじ
2751 中学生 お茶の間にはＴＶは置いちゃいけません。（家族と話をしよう）
2752 中学生 テーブルをかこんでお茶の一時
2753 中学生 テーブルでみんなでしゃべりながらごはんを食べているところ
2754 中学生 テレビをみながらたのしくもりあがってはなすたのしくはなししてたべる
2755 中学生 笑顔いっぱい会話いっぱい
2756 中学生 家族の中のお茶の間であるためにはみんなで向かい合い笑いであふれていること。そのためにお茶の間がある。
2757 中学生 テレビをけしてみんなでにぎわうお茶の間
2758 中学生 お茶の間は人と人との心がつながる「ｓｍｉｌ　ｗｏｒｌｄ！」
2759 中学生 テレビやゲーム、けいたいより家族とのおしゃべりゆうせん。
2760 中学生 イスにすわってごはんを食べながらもりあがる楽しいかいわ。ごはんづくりみんなでつくつごはんはおいしい。
2761 中学生 休日の時は家族でお茶の間で楽しく会話
2762 中学生 家族と一緒にいられる事に感謝をしよう。自分が困った時はまず家族に相談しよう。将来自分を支えてくれる家族を大切に。「みんなで話してストレス解
2763 中学生 家族団らんの場所
2764 中学生 ゆったりのんびりお茶を楽しみ、菓子も楽しみ、テレビを見ながら家族で笑い合える。ただしけんかなしのリビング。
2765 中学生 家族でテニスの話をする
2766 中学生 家族そろって野球の話などする。ＴＶを家族で見る。
2767 中学生 テレビつけみんなで同じのをみて笑い合う家族

2768 中学生
家ぞく歴史じんぶつのクイズをする！！ばつゲームは一人でかぞくのアイスを買ってくる！！ジュースも買ってくる！！かぞくで海に行く！！かぞくで東
京ディズニーランドに行く！！ジミニークリケットと写真をとる！！アトラクションをやる！！

2769 中学生 お茶の間で家族の絆を深めようきずなをふかめる場所
2770 中学生 食事の時は、笑顔と会話を大切に。お茶の間に家族みんなで団らんだ。
2771 中学生 食事の時は家族みんなでごはんを囲む
2772 中学生 リビングでのんびり家族と会話しよう
2773 中学生 お茶の間はとてもあたたかく楽しい場所
2774 中学生 テレビありおかしいっぱい、ほりごたつ、マッサージチェアあり、小さいれいぞうこがつくえの上にあり中にジュースがはいっている。
2775 中学生 食事のときは家族みんなでご飯を食べ笑顔のたえない会話しよう！
2776 中学生 しゃべりながら食事する
2777 中学生 夕飯は家族が集まる大切な時間
2778 中学生 おしゃべりいっぱい家族の笑顔がかがやく所
2779 中学生 食事の時は家族が全員そろうまで食べるのやめてまっていて、食事の時は会話をいっぱいして楽しくなるようなこと。
2780 中学生 家族といろいろな学校の話、部活の話などをして、家族たのしい場所。
2781 中学生 「おはよう」みんなにあいさつ今日も元気に！！
2782 中学生 家にかえったらまずただいま
2783 中学生 食事を食べた後はおかしをかこみ今日あった話を家族に話す。
2784 中学生 笑いがいっぱいある家族
2785 中学生 夕食はみんなで一緒で仲良く食べよう
2786 中学生 食べる前、家族みんなでいただきます
2787 中学生 たまには家族そろって「いただきます」
2788 中学生 帰って来たら必ず「ただいま、おかえり」の会話をする。今後は家族と朝一緒に団らんできたらいいな。
2789 中学生 家族みんなで会話いっぱい笑顔いっぱい
2790 中学生 週に一度家族全員で食事をしているリビングいつもより話がもりあがる
2791 中学生 リビングで家族集まると笑顔いっぱい
2792 中学生 いつも会話や笑顔であふれる家庭
2793 中学生 家族団らん、ご飯食べて集まろう！
2794 中学生 笑顔いっぱい家族そろって夕食タイム
2795 中学生 家族そろう貴重な時間大切にテレビを消して会話節電
2796 中学生 ご飯のときはみんな笑顔で今日のできごとを話し合う。
2797 中学生 家に帰ってドアを開けたら家族の笑顔がまっている。
2798 中学生 家に帰るとご飯がある。これはあたり前ではない。これからはたくさん会話し楽しもう！！

2799 中学生
夜ご飯になったらみんな集まってきてその日のでき事とかみんなが言ってみんなで笑い合う。テレビを見る時とか川の字みたいにみんなでゴロゴロして
まったりできる時間をつくりたい。ごはんの時はみんなでそろって食べたい。ずっと笑顔のたえない家族にしたい。

2800 中学生 「笑いある会話から楽しい一時に」会話がはずみ自然と笑顔になるとても楽しく落ち着いた時間。
2801 中学生 リビングでＴＶ１つみんなで集まるたのしい時間
2802 中学生 どんな時でも会話いっぱい
2803 中学生 みんあそろって笑顔で食事
2804 中学生 夕食後の家族みんなで見るテレビ。みんなで笑ったり話しあったりするのがいいな。
2805 中学生 家族５人で話が絶えない楽しい時
2806 中学生 毎朝みんなで一緒お茶を一杯のもう
2807 中学生 毎朝食事はそろって「いただきます」
2808 中学生 みんなでね家族だんらんお茶の間
2809 中学生 朝の「おはよう」はかかせない、家族で並ぶスタートライン
2810 中学生 家族が集まった時にはその日あった楽しいことやうれしいことを話せる
2811 中学生 早くねて早くおきてみんなでごはん
2812 中学生 「おはよう」と大きな声で始まる我が家の一日
2813 中学生 テーブル囲み自然と広がる家族の会話

2814 中学生
私は家族と話す時はときどきテレビを消して学校におきたことやきょうでわかったことなどで、家族と話します。家族と話す時はよるごはんの時、やすみ
の時に話します。

2815 中学生 家族内でのあいさつは決まりごと
2816 中学生 食事の時の会話を大切に
2817 中学生 夕飯の時は色々話す明るいお茶の間。早寝早起き朝ごはん規則正しく楽しい家庭
2818 中学生 休みの日にゲームをやらずに家族と団らん
2819 中学生 家族でたのしくかいわする。
2820 中学生 みんなでたのしくかいわする
2821 中学生 バラエティ番組を見ながらごはんをくって親や兄弟と笑って過ごす。みんなが笑っていられる場所でありたい。
2822 中学生 家族全員が話すことができている場所。全員で話し合うことができれば地域の人ともコミュニケーションをとれると思う。
2823 中学生 たたみとみかんがあって家族全員がおちついてすごせるばしょ。
2824 中学生 みんなが楽しくごはんを食べたりすることを僕はお茶の間だと思います。

2825 中学生
朝昼の食事は時間帯がづれて別々だけど夕食のときはできるかぎりみんなで食べています。食事のときにはテレビを消して家族みんなで今日あったこ
となどを話しています。私たちの家族は勉強やねるとき以外はだいたいみんなで生活しています。

2826 中学生 家族団らん楽しそう
2827 中学生 家族がみんなで集まってはなせる。
2828 中学生 しずかでゆっくりのめるところ
2829 中学生 お茶がいっぱいとれるといいですね
2830 中学生 自分のおちつける場所、いろんなことをうちあけあれる優しい場所。

34



「私の描くお茶の間像」作品一覧表

区分 私の描くお茶の間像
2831 中学生 家族で食事するとご飯もおいしくなるし会話がたくさん
2832 中学生 お茶の間…それは家族の笑顔が集う場所
2833 中学生 外にししおどしや竹が見えてドアはしょうじでタタミでおちついたふんいきがあるところ
2834 中学生 私は食事をする時はテレビをつけて見て食べるのでこれからテレビを消して家族とお話をしながら食事をしたいです。
2835 中学生 土曜の昼、家族で1週間の出来事を良く時しながらのんびり語りあう
2836 中学生 しずかでおちついているところ
2837 中学生 家族でごはんを食べていて楽しくテレビを見ている
2838 中学生 みんなが笑顔で一家団らん。優しいふんいきがあふれだしそうなお茶の間。
2839 中学生 食事のときは会話がいっぱいでたのしいふんいき
2840 中学生 僕が描くお茶の間像はおいしい食時がでて家族との楽しい会話をする。
2841 中学生 学校でおきたいやなことは全部わすれてテレビを見ながら野球や祭りの話を楽しく話す。
2842 中学生 食事の時は家族そろって楽しく
2843 中学生 ぼくの描くお茶の間像は、食事の時にみんなで今日あったことを話すこと
2844 中学生 家族みんなで食事をする。1日の中であったことをはなして楽しく過ごす。
2845 中学生 みんなでたのしくすごす場所
2846 中学生 食事の時はできているだけ家族全員でたべて、たべている時はテレビを消して1日でき事などをはなす。
2847 中学生 食事の時には家族みんなでゆっくりしながら会話をしたいいっしょに食べれないのでいっしょにたべれるようにする
2848 中学生 みんな忙しかったりして、なかなか一緒に食事ができないけど、休日の１回くらいは家族全員で仲良く語り合って楽しく食事をできるようにしたい。
2849 中学生 できるだけみんなでいっしょに食べてわいわい楽しく食べる
2850 中学生 食事の時、今日のでき事とかをいっぱい話し合う。
2851 中学生 ふうふと子どものいいふんいき、楽しく食べてわらってねよう。これが１番！！
2852 中学生 何か長時間話しあえる話題がある。
2853 中学生 食事中は楽しく会話
2854 中学生 描くお茶の間像は、楽しい食事をすることです。楽しく食事しながら話をすれば、会話がはずんで楽しく食事ができると思ったからです。
2855 中学生 最近はただの水とかなので、お茶を食事の時右派みんなでのめるようにしたいです。
2856 中学生 家族でテレビを見たりゲームをして遊んだりする。家に家族がいるときは、なるべくいっしょの部屋で過ごすようにする。
2857 中学生 家族全員でご飯食べたりテレビみたりたくさん話したり笑いがたえない家族になりたい。
2858 中学生 私の描くお茶の間は家族で楽しい食事をすることです。みんなそろって食事をしてふだんいえないことを言ったりして楽しく食事をすることです。
2859 中学生 笑がたえないおもしろいお茶の間。自分の一日を話し合う。
2860 中学生 楽しく食事をするお茶の間。えがおがたえないお茶の間。
2861 中学生 料理をつくったりごはんをよそったりしたみんなで用意した夕ごはん。
2862 中学生 食事の時はみんなでお話し
2863 中学生 食事のたとはみんなでトーク！
2864 中学生 いっか団らんで仲良く食事をしＴＶをみること。
2865 中学生 これぞというテレビ番組を決めて、それを家族全員出語り合いながら見る。
2866 中学生 休日は１つの部屋でみんなで過ごす
2867 中学生 家族でワイワイ楽しく、ゆっくり、おしゃべりしながら
2868 中学生 家族だんらん
2869 中学生 お茶の間に会話がいっぱい生まれるよ
2870 中学生 朝起きてリビングに行ったら家族みんなにあいさつを元気よくして、できれば一緒に「いただきます！！」を言いたい。
2871 中学生 食事中、会話はいっぱいとまらない
2872 中学生 会話いっぱい楽しいお茶の間
2873 中学生 楽しい。誰でも笑っている。気楽。おもしろい。あきない。ごろごろできる。気軽に発言できる空間。ご飯がおいしい。
2874 中学生 テレビを見ながら楽しくおしゃべり
2875 中学生 家族そろっていただきます
2876 中学生 食事の時はみんなでなかよく
2877 中学生 家族でみんなでガン予防
2878 中学生 みんなおこらない。みんなえがお。みんな楽しく。みんなあかるい。
2879 中学生 食事の時はみんなでなかよく会話
2880 中学生 １日のおわりに家族でティータイム
2881 中学生 会話を楽しく
2882 中学生 食事のときはテレビ番組のことで会話いっぱい
2883 中学生 食事の後はテレビを見ながら仲良く会話
2884 中学生 食事の時は楽しく会話！
2885 中学生 １日１００回毎日家族で笑顔！！
2886 中学生 毎日みんなで集合
2887 中学生 家族だんらん会話いっぱい
2888 中学生 テレビ見ながら家族とゆっくり～。
2889 中学生 みんなが笑顔に…。～家族の一員としてBest 　Smile！　～
2890 中学生 食事のときはみんなえ食べ、会話をたくさんする。
2891 中学生 家庭でお茶を飲みおいしい笑顔
2892 中学生 食事のあとやのどのかわいたときは必ずお茶を飲む。お茶はかてきんが多いからちゃんとのむ。
2893 中学生 １日１回くらい、家族といっしょだんらんと。家族みんなでウキウキ。
2894 中学生 休みの時は出かけず家での会話いっぱい
2895 中学生 お笑大会を家族でやってみんなえ笑いいっぱい。
2896 中学生 朝起きたら家族みんなで朝ごはん！
2897 中学生 家族で他の行く話せる場所
2898 中学生 携帯の電源きって家族と会話！
2899 中学生 お茶の間で父は新聞を見ながら、テレビを見、兄弟は勉強をして母は茶をのんでいる。
2900 中学生 かぞくみんなであつまってかぞくでいろいろはなしコミュニケーションをとってる
2901 中学生 １つのテーブルを家族で集まっていろんなことをおしゃべりする
2902 中学生 家族全員で楽しく会話して、家族との仲を１日に少しでもいいから深めたい。
2903 中学生 いっぱいしゃべってたのしい所
2904 中学生 家族であつまって話をして笑ってとても楽しい場所。家族と仲良くなるようなきずながふかまるようなあたたかい場所。
2905 中学生 家族全員で集まっていろんな話をしていてみんなが笑っている
2906 中学生 家ぞくみんなであつまってみんなでいろいろはなして、心からしあわせといえるようにしたい
2907 中学生 家族全員そろった時は家族みんながしゃべれるような家庭になりたい。
2908 中学生 家族そろって笑いあいながら食べるおいしいごはん！
2909 中学生 家族と仲良くしたり楽しく食事をしたりして、一緒にいられる時間を増やしていきたいです。

2910 中学生
私は親の仕事とかで家族全員がそろうことはなかなかありません…。だから家族かそろうときには、学校での楽しかったり、おもしろかった話など、きい
て笑顔になれる話をしたいです。

2911 中学生 食事の時は家族全員集まって今日の出来事話します。食事の時はみんなの笑顔いっぱいです。
2912 中学生 みんなでそろって今日の出来事を話したいです。みんなで楽しかった事やうれしかった出き事を話したいです。
2913 中学生 家族全員で食事を食べたい、一人はだめ、会話がなくなってしまうから。
2914 中学生 家族全員で輪になって楽しく話して家族の仲を深めるような所になっていたい。にぎやかな場所にしてみんなで友達のような存在になりたい。
2915 中学生 家族全員そろって１日の出来事などを話したりしながら楽しくごはんをたべる
2916 中学生 食事中はみんなテレビをみていて会話いっさいなし。テレビに集中。
2917 中学生 家族と一緒に集まって、楽しく話をしたりする。
2918 中学生 ごはんは家族みんなで食べる！テレビは消して学校の事、会社の事、いろんな楽しい話をしたりして楽しい家族。
2919 中学生 家族と楽しく食事したい
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2920 中学生
家族がみんな集まったとき全員で笑い話したいです。例えば･･･学校であった事をみんなにしゃべってお母さんとかに「楽しそうだね！！」と思える会話を
しているイメージがあります。

2921 中学生
私の描くお茶の間は、ご飯を食べながら今日１日の事をみんなで話すことです。こんなことがあったよってみんなで楽しくおしゃべりは、当たり前のような
ことでも面白いです。

2922 中学生
家族みんなでちゃぶだいを囲むすがた。みんな笑顔でおいしくご飯を食べている。今日あった出来事を話し合う。ときにはしかられることもあったり。ＴＶ
を見てたのしそうにしている。

2923 中学生 みんなが集まりごはんを食べテレビを見て休むところ
2924 中学生 テレビを見ている時は、ゆったりくつろぎ、みんなの笑顔であふれている
2925 中学生 家族がちゃぶ台を囲んだりして話したりするところや和風的なこと。
2926 中学生 家族があつまったらトランプやオセロやしょうぎやてれびをみたりたべものをたべたりねたりしたいです
2927 中学生 家族みんながちゃぶ台を囲んで集まって楽しく食事、おしゃべりをするようなかんじとてれびをつけずにたくさんかいわをするのが思いうかんできます。
2928 中学生 家族が全員そろったら、みんなで楽しくご飯をたべたりお話をしたりする。
2929 中学生 みんなで（家族）で、今日のあった出来事などをたのしく話したり明るくごはんなどを食べたりするところだと思います。
2930 中学生 おやつやちょう食、昼食、夕食をたべるときは、なにかをしながらたべない。家族がそろったときには、お母やお父さんといっぱいはなす。
2931 中学生 楽しい会話があってみんなが笑顔になるお茶の間。
2932 中学生 みんななかよくおしゃべり
2933 中学生 うれしいこと悲しいこと全部報告してやすらぐそんな楽しくやさしい場所
2934 中学生 家族がそろう安らぎの空間
2935 中学生 毎日みんなの笑顔と家族の「絆」が見えるお茶の間
2936 中学生 ごはんのとき「いただきます」「ごちそうさま」をちゃんといおう。
2937 中学生 親子、おじいちゃん、おばあちゃん、多勢で囲む食卓
2938 中学生 家族がそろっている所
2939 中学生 いつもにぎやか時にはけんか、それでも家族は仲良しだ。理想は静岡清水「ちびまる子ちゃん一家」
2940 中学生 会話があまりないからたった少しの会話でも私には温かくて嬉しいんだ。ありがとう。
2941 中学生 みんなでたのしいあさごはん。
2942 中学生 私には、二つ上のお兄ちゃんが居ます。すごくかっこよくて優しい。そんなお兄ちゃんが大好きです。今は訳あって離れて暮らしてます。

2943 中学生
一緒に暮らしてる時は、ケンカばっかで兄ちゃんなんか大嫌いって思ってたのに、いないとさみしくて泣いたこともありました。けどたまに合うとすごくうれ
しいです。私は世界で一番お兄ちゃんが大好きです。

2944 中学生 お母さんが作ってくれるご飯をみんなで食べるってこんなに幸せだって気づけたこと。
2945 中学生 寒くても、家族みんなの笑い声や笑顔でおうちもあったまる。
2946 中学生 外で遊んで帰ってきたら石けんで手あらいうがいをしよう。
2947 中学生 少しずつ全員家事をぶんたんだ。
2948 中学生 家族でだんらんあたりまえのことが幸せだね。

2949 中学生
僕の家のお茶の間はみんな正座でテレビを消して食べています。テレビがついていると家族が話さなくなります。テレビがついていないと家族が今日の
おもしろかったことなどをなどを話してくれるので楽しいです。

2950 中学生 おはよう、おやすみ、明日もここで言い合おう。

2951 中学生
起床して「おはよう」「ありがとう」「いってきます」を家族にいう心がけ。「おはよう」というと「おはよう」、「ありがとう」というと「ありがとう」、「いってきます」と
いうと「いってらしゃい」とかえってくる。その普通の言葉が一日の始まり。

2952 中学生 おそい時間に帰っても、明るい電気にみんなそろって「おかえりなさい」
2953 中学生 みんなで、朝ごはん食べること。朝起きて、みんなが一緒にご飯を食べること。気分がいい。だからみんなで朝ご飯を食べることは、すごく大事。
2954 中学生 体の健康は「手洗い」「うがい」から。
2955 中学生 おせっかい、その気持にありがとう。
2956 中学生 時に厳しく時にはやさしく、家族は僕のおうえん団。
2957 中学生 家事手伝いは母思い、たった一言の「ありがとう」
2958 中学生 夜ご飯、家族の笑顔がこぼれるところ。笑い声家族の心が一つになる。
2959 中学生 誰かと一緒にいるだけで、話すだけで、そこがお茶の間。
2960 中学生 みんなでしっかりいただきますとごちそうさま。
2961 中学生 みんなでそろって「いただきます」そこから始まる大切な時間。
2962 中学生 明るい食卓みんなそろって「いただきます」
2963 中学生 家族全員そろっていただきます。
2964 中学生 みんなで楽しくわいわい話す。
2965 中学生 日曜日の夜は、みんなでテレビを見ながらお話しするのが楽しい。
2966 中学生 家族みんなでにぎやかに。
2967 中学生 妹の肩にかける私の手思い出話が花開く。
2968 中学生 夏はみんなで一つの部屋に集まると、暑いけど、みんなのぬくもりを感じる。
2969 中学生 えがおのたえないお茶の間。
2970 中学生 あいさつで深める家族の絆。
2971 中学生 いつでも家族そろって「いただきます」
2972 中学生 みんなと楽しく家族のだんらん。
2973 中学生 一家団欒とは、家族みな笑顔。
2974 中学生 夕ご飯、みんなそろって「いただきます。」
2975 中学生 けんかをしても「おはよう」「おやすみ」は絶対そういうことからいい家族になっていく。
2976 中学生 早寝、早起き、家族みんなそろって「いただきます」
2977 中学生 夕ご飯は、家族みんなで談笑すること。
2978 中学生 早寝、早起き、家族みんなそろって朝ご飯。家族そろって食べるとおいしく感じるからいいと思う。
2979 中学生 「いってらっしゃい」「おかえりなさい」であたたまる心。家（ここ）がわたしの帰る場所。
2980 中学生 食べ物を食べることを感謝しよう。
2981 中学生 「ありがとう」日常のことをあたりまえにしない。
2982 中学生 家ぞくが集まる場所。
2983 中学生 毎日楽しい家族の笑いが集まる場所。これがいつまでも続くといいな。
2984 中学生 今はあまり集まる事のない家族の団らんのわ。またいつかあのころのように笑えるわが戻るだろう。
2985 中学生 あいさつを会った人みんなにしていこう。
2986 中学生 僕のお茶の間は、朝みんながそろって朝食を食べています。一人で食べるより、みんなで食べた方が僕はおいしく感じると思います。
2987 中学生 ノーテレビゲームで楽しく毎晩すごそうよ。
2988 中学生 声の絶えない明るい家族間。
2989 中学生 夕ごはん、家族の団らん中は、ノーテレビ。
2990 中学生 家族の会話を大切にゲームやテレビは時間を決めよう。
2991 中学生 家族の団らん、コミュニケーションを大切に。
2992 中学生 家族そろって「いただきます」。家族で楽しい団らんを家族そろって「ごちそうさま」
2993 中学生 夕食の時間家族との話がもりあがり、ご飯がさらにおいしい。
2994 中学生 家族で話す今日の出来事。家族で団らん楽しい食事。
2995 中学生 １お茶ついで、お湯入れて、たのまれたら入れます。私の仕事です。２ちょっといそがしいけど、みんなで朝食食べましょう。1日のはじまりを大切に。
2996 中学生 家族でやろう健康づくり。
2997 中学生 朝起きて、みんなの第一声は笑顔と「おはよう」
2998 中学生 お茶の間で家族話で笑い声。
2999 中学生 1日の出来事で、会話がはずむ夜ごはん。
3000 中学生 「おはよう」「いってきます」とさあー新しい1日がはじまる。
3001 中学生 仲が悪くても「ただいま」っていうと「おかえりなさい」っていうあったかい言葉。
3002 中学生 毎日の食卓みんなの笑顔があらわれたいつものお茶の間。
3003 中学生 悲しい時、楽しい時いつも私をまっててくれたあのお茶の間。これからもこの先も私をあのお茶の間でまっててね。
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3004 中学生 ニュースを見ながらわいわい夕食。
3005 中学生 私と姉と母と父とが集うお茶の間。ここは我が家で最もにぎわう場。
3006 中学生 テストの時、一緒にごはんたべてあげれなくてゴメンネ。でもいつもおもってるよ。かぞくでたべるごはんが一番おいしいんだって。
3007 中学生 今日もみんなで大笑い。弟は我家お笑い芸人№１。
3008 中学生 方言がとびかうご飯時。遠州弁ばかりだけどこれだけはきちんと言います。「ありがとう」「ごめんね」
3009 中学生 みんなでつなぐ一つの円
3010 中学生 家に帰ると必ず話す今日のできごと。毎日はずむ家族との会話。
3011 中学生 一日のはじまり、みんなそろって「おはよう」のあいさつ
3012 中学生 朝起きて会ったら笑顔で「おはよう」これが我が家みんなの第一声。
3013 中学生 帰ってきてすぐ宿題、夜には家族で一緒にすごせるように
3014 中学生 お茶の間で家族の時間をつくりましょう
3015 中学生 家に帰れば楽しい温かいお茶の間が待っている。
3016 中学生 梅雨の日に祖父母の仕事がなくなり、ひさしぶりの家族の団らん。

3017 中学生
「食事の時はテレビを見ながら、今日あった事を話したりします。」これからは、みんなが集まったときがあったら、いっぱい話し合いをしたいと思う。でき
たら、テレビを見ずにやろーかなと思います。

3018 中学生 朝ご飯、昼ご飯、夕ご飯、どれか一回は、家族集まり「いただきます」
3019 中学生 朝ご飯の時に、テレビやゲームをつけない。
3020 中学生 テレビつけ、食事して会話いっぱい。
3021 中学生 テレビを種に会話いっぱい。
3022 中学生 食事の時は家族そろって会話たくさん。
3023 中学生 テレビを見る時はみんないっしょに寝ころぶ。夜ご飯は、みんなで食べる。寝るときはみんなで同じへやで寝る。
3024 中学生 テレビをみて、そのことから会話がひろがるようにする。
3025 中学生 みんなで丸いテーブルをかこむ。よく足と足がぶつかり「誰の足？」などといい、笑いが起こる。たくさんのおかずをみわたせる。
3026 中学生 会話たくさん楽しく食事。
3027 中学生 おちゃの「お」は、おしゃべりの「お」。おちゃの「ち」は、ちょっとした話題をだそう！おちゃの「や」はやさしくしてくれよ！たぶん。
3028 中学生 いつまでも家族皆で仲良くお茶の間なんてできるわけがないんだよ。だから今を大切にしなきゃ後悔するかもしれないよ。
3029 中学生 家族で集まり、ワイワイしながら心が温かくなるお茶の間。
3030 中学生 リビングから笑顔が絶えない家族。
3031 中学生 ほぼ毎日みんでご飯を食べること。
3032 中学生 一緒に食べ、一緒に話し、一緒に笑う。話してると笑い声きこえる私の家族。
3033 中学生 かぞくみんなでたのしくかいわをしたいとおもうけど、じかんがあわない。
3034 中学生 あいている時間は、家族と会話いっぱい。
3035 中学生 かぞくみんなでごはんを食べる。

3036 中学生
私は家族みんなといっしょにいることが多いです。みんなでいっしょにいると楽しいことがおこります。新しい発見などもみつけることがあると思います。
なので私はたくさんのことをしていきたいです。

3037 中学生 リビングからいつも聞こえる笑い声。
3038 中学生 食事でニュースをみながらはなしてる。
3039 中学生 家族みんなたのしくおしゃべり。
3040 中学生 家族で食事をするときにはテレビをけして話しながら食べます。
3041 中学生 家族みんなで楽しく食事。
3042 中学生 家族で食事をしながら、あったことなどをしゃべる。
3043 中学生 ごはんはできるだけ全員集まって食べる。
3044 中学生 私の家では、あまり決まり事がないけれど、１日あったコトを言ったりしています。家族みんな明るいので、けっこううるさいですけど。
3045 中学生 食事の時は、楽しく会話いっぱいの茶の間。
3046 中学生 楽しく、みんなと話せる家族。
3047 中学生 月に１度くらいは、家族みんなで話し合う。家族会議の時間を作ろう。
3048 中学生 家族がみんな集まって楽しくおしゃべり。お茶の間は一家にとってかかせない幸せいっぱいの場。
3049 中学生 あいさつは家族内から始めよう。
3050 中学生 食事の時ぐらいは、家族で会話有り。
3051 中学生 家族みんなといる幸せな時間を大切に。
3052 中学生 食事の時は、できるだけ家族そろって食べている。
3053 中学生 休日は、家族でおでかけ。
3054 中学生 食事の時は、家族で食事。
3055 中学生 テレビがなければ家族で話せない
3056 中学生 みんなで夕飯をテレビを見ながらいろいろな話をする。リビングにずっといる。
3057 中学生 テレビをみるときに家族みんなでみる。
3058 中学生 テレビをけしてたくさん話して食べたりするが、たまにテレビをつけながらでも話すことがあるお茶の間。
3059 中学生 食事前はみんなでいっしょにはいぜん。
3060 中学生 ゲーム、マンガ、その前に、家族で会話を楽しもう！
3061 中学生 食事の時間は、必ずみんな集まってから食べ、テレビをつけずに今日あったできごとを話し合う。
3062 中学生 お父さんにおこられないようにする。
3063 中学生 １日１時間は家族みんなで一家だんらん。
3064 中学生 ごはんのときは、テレビをけしてかいわいっぱい。
3065 中学生 食事の時は家族団らん笑顔いっぱい。
3066 中学生 テレビ見る時間を決めて会話たくさん。
3067 中学生 自分たちの小さい頃のムービーを見て、かこをふりかえったりする。できごとを話す（今日あったことなど）
3068 中学生 家族で集まるきかいを増やし、会話を多くしたい。ときどきでいいので会話や、笑顔でいっぱいにしたい。
3069 中学生 たたみのある部屋でみんなでいっしょに会話して、いっかだんらんしていきたいです。あと、みんなでいっしょにめしを食べる。
3070 中学生 テレビの話題で盛り上がる。
3071 中学生 食事の時は、ニュースをみながら親にニュースでわからないところを質問する。
3072 中学生 家族の手伝いをしてコミュニケーションをとる。
3073 中学生 食事の時は、みんなあつまってたべる。
3074 中学生 食事中は、テレビをけして家族の時間をつくる。
3075 中学生 テレビを見てそれの話題を出し会話する。
3076 中学生 食事の時は、今日あった事を家族全員に話す。
3077 中学生 ごはんを食べて会話しないことがあります。
3078 中学生 毎日、今日あったできごとを家族でいっぱい会話する。
3079 中学生 食事の時は、みんなそろって「いただきます」。
3080 中学生 １日１分はしゃべる。
3081 中学生 笑いがたえなくて、ずっとしゃべっていてもあきないぐらい、楽しくて、幸せな時間を過ごせるお茶の間です。
3082 中学生 日曜日は、家族全員で食事し、いっぱいおしゃべり！！！
3083 中学生 もっと会話がはずみ、楽しく食事をしていけたらいいなと思います。
3084 中学生 夕飯、家族みんなでたくさんしゃべります。
3085 中学生 私は、みんなでご飯を食べる回数が少ないので、しっかり話したいです。
3086 中学生 食事の時は、みんなでてつだいたのしいか？
3087 中学生 私は、ごはんを食べるときは、話し合って楽しくごはんを食べるようにします。
3088 中学生 今日あったできごとを食事の時テレビをけして家族とご飯を食べながら話して会話いっぱい。
3089 中学生 テレビをけして話すことを中心に食べてる（朝、昼、夜）
3090 中学生 家族全員で食事をして、お話ししたりしてもりあげていきたいです。
3091 中学生 家族でかこむ夕食、会話しながら近況報告。
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3092 中学生 夜はお茶の間に集まって節電しよう。
3093 中学生 家族そろって笑顔の食卓。
3094 中学生 「ゴミ拾い」小さな事でも環境作り。
3095 中学生 家族のつながりは、「おはよう」で始まり、「おやすみ」で終わる。
3096 中学生 家族皆で仲良く食べるごはん。
3097 中学生 貧しい人たちにも節電や節水をする。
3098 中学生 私の描くお茶の間像は朝おきたら家族みんなでおはようといえる。いってくれる場所です。いつでも家族の笑顔がひと目で分かる場所です。
3099 中学生 まずしい国の人のために節電節水。
3100 中学生 ありがとうございます。

3101 中学生
みんなでごはんを食べるテーブル。みんなで囲ってお話しするテーブル。みんなでいっしょにテレビを見る。家族会議をするテーブル。そんなテーブルが
あるお茶の間がいい。

3102 中学生 食事の時はテレビをつけても会話も少し。
3103 中学生 平日は無理だけど、休日はゆっくり食べてせめて夕食だけでも一緒に食べる。
3104 中学生 僕はごはんを食べるとき、テレビをつけて食べているので、消してみんなと話しながらごはんを食べてみたいです。
3105 中学生 テレビをあまりつけないで食事のときは、今日の出来事やあったことなど家族で話したり笑ったりする。
3106 中学生 学校のできごとをみんなで話す。
3107 中学生 食事の時は、一つの楽しみ。
3108 中学生 ごはんのときぐらいは、よくしゃべるかぞく。
3109 中学生 家族団らんで食卓をかこもう。
3110 中学生 楽しいお茶の間。
3111 中学生 ふじさんの白いぶぶんにお茶の色。
3112 中学生 お茶の間で、富士山みながら、のみたいな。
3113 中学生 ぼくが描くお茶の間像は、家族でいっしょにのんでいる間像がいい。心があったかくなっていいと思うからいいと思う。
3114 中学生 外でいっぱい遊ぶ。
3115 中学生 みんながいて、ひまなとき、テレビ見ながら会話する。
3116 中学生 テレビを見てるときなど話す。
3117 中学生 家族仲良く楽しく夕食。
3118 中学生 家族みんな笑顔で楽しく会話。
3119 中学生 食後に一度、家族でトランプ。
3120 中学生 まずは、家族の団らん食事をする事から始めよう！そして毎日１回は家族で楽しく言葉をかわし、いざという時のために家族の絆を深めよう！
3121 中学生 お茶飲んで家族みんなでホッとする。
3122 中学生 お茶の間で家族そろって今日のこと話して深まる家族愛。
3123 中学生 みんなで食事の時会話をしながら笑顔があふれる家庭にしたい。休みの日は、おかずなどを作ってみんなに食べてもらいたい。
3124 中学生 親が休みの時は、いっしょに遊ぶ。ゲームばっかりせずに家族でたくさんしゃべる。
3125 中学生 食事の時は、いつも笑顔であいさつ。
3126 中学生 みんながお茶を飲む絵やお茶系のマスコットキャラクターなど。
3127 中学生 食事の時には、学校の話や仕事の話をする。
3128 中学生 食事の後の家族団らんで、お茶を飲みながらくつろぐ。

3129 中学生
私の描くお茶の間は、おたがいに尊重する家庭になったらいいなと思います。そうすることで会話がうまくいきしゅみなどを共感できると思うからです。ほ
かにもおたがいのコミュニケーション能力をたかめることにもつながります。

3130 中学生 私は、「家族と笑顔をつくろう」をこれから心がけたいです。中学校に進学し、勉強、部活が忙しくても話をしながら笑顔を作ったりしていきたいです。
3131 中学生 おいしいおみず、お茶かおる、あーおいしい。
3132 中学生 家族全員集まって、机かこんで、会話しながら食事する。
3133 中学生 １日１回は家族みんなと話し合いのきかいをもうけたりトランプをやったりするのが、私のりそうのお茶の間像です。あと家族会議もやってみたいです。
3134 中学生 夜ご飯を食べる時にいろいろ楽しく話す。（家族で）
3135 中学生 いろいろな話をする。
3136 中学生 一週間に１回以上は家族で夕食を食べている。
3137 中学生 学校やいろいろなところであったことを話す。
3138 中学生 テレビを見てテレビの内容を楽しくしゃべる。
3139 中学生 「おはよう」「おやすみ」たった一言でのぬくもり、家族がいるから。
3140 中学生 「ごめんね」よりも「ありがとう」感謝すれば、親しみが生まれる。
3141 中学生 家族みんなでご飯を食べ、みんなでだんわ。
3142 中学生 地球のために家族と活動ゴミ拾い。
3143 中学生 自分の感情を素直に言葉に笑顔があふれ落ち着く茶の間。
3144 中学生 母の手料理、「元気」の源。
3145 中学生 「いただきます」、「ごちそうさま」は家族全員で！

3146 中学生
お茶の間でみんなで飲もう深むし茶。お茶の間でいつものように笑いのトーク。お茶の間からみんなでいこう！掛川めぐり。お茶の間に大かつやくの緑
のカーテン。

3147 中学生 「いただきます」「ごちそうさま」ちゃぶ台かこみ、みんなそろって朝食と夕食。
3148 中学生 テーブルをかこみ家族の団らん夕ごはん。

3149 中学生
わたしは、お茶の間＝家族の団らんだと思います。家族、みんなでいろんな話をしたり、テレビを見たりすることを想像します。今の時代、自分の部屋に
いるという状況が多いので、かぞくみんなでいろんな話をしたいです。

3150 中学生 「ありがとう」会話がはずむ朝ご飯。
3151 中学生 １番安心できる特別な空間。

3152 中学生
幸せたくさん、笑顔もたくさん。楽しくて今日も。家族と話して、新しい発見、世界がひろがる。みんなが笑顔だから私も笑顔になれる。みんなと話して笑
い合って笑顔になろう。

3153 中学生 「朝と夜みんなでいっしょにいただきます」
3154 中学生 家族みんなでわいわいした楽しいご飯。
3155 中学生 家族団らん。
3156 中学生 家族で楽しくテレビを見たり家族の一人一人が好きなことをして楽しい。
3157 中学生 家族みんなでかこむテーブル。食べる時は、テレビをけして。みんなでそろって朝ごはん。テレビ、ゲームは時間を決めて。

3158 中学生
家族そろってお出かけは、自然を学べるハイキング。お手伝いはあたりまえ、協力しなければつくれない、笑顔あふれるにっこり家族。さすが静岡人、新
茶の季節にテーブル囲み、家族そろって香りを楽しむ。畑仕事はあたりまえ、どんな仕事もこなします。できた野菜に母の味付け、すごくおいしいうちの
ごはん。

3159 中学生
家族みんなでひとつの話題を話し合ったりして家族の交流を深めたりする。家族でご飯を食べる回数をふやしたりして楽しく食事しながらいっしょに過ご
す回数をふやす。

3160 中学生 こころがけよう、家族みんなで健康づくり。地域活動家族みんなで参加しよう。
3161 中学生 家族がそろうと今日のできごとをしゃべり、家族がそろうとご飯がおいしくなり、家族がそろえば、楽しくなる。
3162 中学生 朝晩ご飯はみんなそろって「いただきます」。たまには家族で楽しくお出かけ。早寝早起きで健康的な生活を。
3163 中学生 あいさつお手伝いはあたりまえ家族そろって朝ご飯。家族のきまりは守ることが大切。あいさつで温かい家庭づくり。家族との時間は大切に。
3164 中学生 家族みんなで「いただきます」
3165 中学生 家族の団らんのお茶の間。みんなワイワイのお茶の間。みんなでゆったりくつろぎの間。みんなでまったりのお茶の間。
3166 中学生 早く下校した日は、家族との団らんを大切にしよう。家族そろって一緒にテレビを見て楽しもう。
3167 中学生 晩ご飯、家族そろって楽しく会話。今日だけは、ゲームをしないで、家族と会話。料理をかこんで仕事話！
3168 中学生 にぎやかな感じで楽しくするお茶の間。
3169 中学生 一家全員楽しい会話の場。食卓を家族全員で囲んで楽しむ場。
3170 中学生 料理（夕食）を食べながら、楽しくおしゃべりする。
3171 中学生 朝のあいさつは家族みんなで！家族そろって、楽しくおしゃべり。
3172 中学生 家族で地球を救おう！かぞくでできるエコ活動。「おはよう」「おやすみ」かわすあいさつこれが家族の合言葉。
3173 中学生 みんなそろっておいしいご飯。家族の会話で温かい家庭づくり。食生活で家族の健康づくり。２週間に一日はノーテレビ、ノーゲーム。
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3174 中学生
弟を家族そろって遊んでる。スイカボール。外で家族みんなでバレーボールをやった。「いってきます」って言うと、みんなで返事してくれる。笑う時、家族
みんなで笑ってくれる。

3175 中学生 夕食後、一つの毛布に足４足たのしいテレビをみる時間。家族でお出かけ、昔だとみえない部分が見えてくる。
3176 中学生 家族みんなでテーブルをかこんでごはんをたべる。テレビはつけづに話をしながら食べる。
3177 中学生 朝ご飯、夜ご飯みんなそろって「いただきます」
3178 中学生 今日あったことを家族で話して家族のことをもっと知ろう。クイズ番組みんなでワイワイ盛り上がろう。
3179 中学生 朝と夜みんなそろっていただきます。
3180 中学生 夕食は家族全員で大きなお皿に入った料理を食べる
3181 中学生 食事は家族そろってみんなで楽しく！！
3182 中学生 私の席はみんあの笑顔が見える特等席
3183 中学生 夕食のおわったあと、テレビをけしてみんなで一つのことについてわらいながらはなすかんじ
3184 中学生 １週間に１回は家族で学校について会話。車の中では音楽を聞かず会話をする。
3185 中学生 僕の描く理想のお茶の間像は、食事の時は家族全員そろって机を囲み楽しく会話できるになることです。
3186 中学生 朝食はなかなか一緒に食べられないので、夕食は家族そろって食べたい。
3187 中学生 「おはよう」のあいさつ一つで機嫌よく
3188 中学生 食事のあとは家族みんなで勉強会
3189 中学生 家族で１日のあったできごとを話し合う
3190 中学生 家族だれとも笑顔で楽しい会話、いつでも今日のでき事を話せる。
3191 中学生 我が家のペットがみんなをお茶の間にさそいます
3192 中学生 ごはんのときに今日一日のできごとを話す
3193 中学生 朝は早く起きて家族みんなそろってゆっくり朝食を取る
3194 中学生 ご飯をみんなでたべよう
3195 中学生 食事の前後家族みんなでごあいさつ
3196 中学生 たまには家族そろってだんらん
3197 中学生 家族にあいさつ会話がはずむ
3198 中学生 ぼくは朝おきてすぐにみんなに「おはよう」と言います。
3199 中学生 みんなそろってよるごはん
3200 中学生 早寝早起き朝ご飯
3201 一般 お父さん　ニュースみたさにテレビつけ　「ごはんだよ」と子供達に　注意され
3202 一般 早起き、家族みんなそろっていただきます。明るい家族、元気なあいさつ。
3203 一般 今日も一日頑張ろう
3204 一般 食卓の会話でつのる家族の和
3205 一般 夕ご飯もっと美味しくする隠し味、家族団らんみんなの笑顔
3206 一般 休日は家族と過ごす楽しいひととき。夕ご飯家族そろって「いただきます」。
3207 一般 夕ごはん後はみんなで片付け一日の出来事を語り合う
3208 一般 一台のテレビで家族団らん
3209 一般 家族みんなそろって朝ご飯、できれば夕ご飯も！！
3210 一般 茶の間まで聞こえる声で「行ってきます」「ただいま」を
3211 一般 みんなそろって明るい家族の朝ごはん。今日も家族の挨拶言えたかな。
3212 一般 旨いメシ旨い酒とカワイイ妻子が集う場所
3213 一般 お茶の間でみんなそろって掛川茶
3214 一般 家族そろってご飯の時はノーケータイ
3215 一般 食後みんなが集まりお茶を飲みながら一日の出来事を話し合おう
3216 一般 家族そろってテーブル囲み談話の時間
3217 一般 家族全員で晩こはんを食べた後のお菓子を食べながらテレビの話題。今日一日の出来事の話題を話す。順番にお風呂へ向かう。
3218 一般 家族そろって朝ご飯

3219 一般
現在、仕事や学校、塾など家族が揃っての団らんが少なくなっています。そんな中、食生活を見直しお手伝いをしながらお母さんの味を子供達は受けつ
いで家族団らんの温かな家族を作っていきたい

3220 一般 孫が出来てお茶の間に大きいじいじ・ばあば、我々じいじ・ばあば、息子、嫁と勢揃いになり孫の話をすることが、今一番の家族を感じます
3221 一般 我が家では学校で起きた出来事、会社で起きた出来事やちょっとしたいい話しなどを家族全員に話をして夕食の話題にしています
3222 一般 湯のみのかずだけ話しがいっぱい　大きな湯のみ小さな湯のみたくさん並んで楽しいだんらん
3223 一般 話し合おう家族のことはお茶の間で　家事分担家族の一員自覚深まる　週末は家族揃っていただきます
3224 一般 「今日あったこと」お茶の間は小さな発表会
3225 一般 今日あったできごとを報告し合える場　家族で食卓を囲む食育の場

3226 一般
家族みんなで季節ごとの行事をしよう（すすきを取ってきてお月見をする等）　（読み聞かせはお父さんの役割、家事手伝いの指導はお母さんの役割）
家族みんなで役割を持とう　家族みんなそろって朝夕ごはん　今日一日を振り替えよう

3227 一般
朝昼晩のあいさつ、相手の目を見て元気よく　寝る前の読書、スキンシップ　その日楽しかった事を会話　「ありがとう」「ごめんなさい」「いいよ」感謝・謝
罪・許す心の大切さ

3228 一般 お茶とおせんべい、羊羹などを食べ、くつろぎながら家族で談話。庭の花、最近心に留めたこと。ゆったりとした時が静かに流れる。
3229 一般 ご飯を食べながら、家族で１日の出来事を話す。父親と巨人戦のテレビで盛り上がる。
3230 一般 本読みカードにサインしながら、子どもの１日を一緒に振り返る。
3231 一般 長年連れ添った妻と２人、遠くの孫を話題に渋茶をすする。
3232 一般 家族みんなが、笑顔になる空間。疲れている家族がエネルギーを充填される場。
3233 一般 笑顔でゆったり　ゴロゴロ　ダラダラ。
3234 一般 娘たちとのぽかぽかだっこの湯。
3235 一般 会話を大切に。笑顔と笑い声。話を聞く。
3236 一般 家族の団らん。のんびり、会話。
3237 一般 家族そろって夕食。一日のあったことをそれぞれが語り始める。食後はみんなでお茶を飲みながら一休み。おなかも心もふくらんで。
3238 一般 会話がはずむ、絆が見える。

3239 一般

私の描くお茶の間像は、ずばり！サザエさん一家のようなお茶の間です。サザエさん一家は円卓を家族で囲み、テレビを観ることなく一家で話が弾んで
います。　しかし現代社会では、共働きの家庭が多くお父さんは夜遅くまで仕事、お母さんも仕事から帰ってきて夕食の準備と忙しなく家族団らんが無い
のが現状です。小さい子どもは保育園や学校での話を聞いてほしいのです。「私は今日こんな事したよ、明日はこんな事するよ」そして、親には反応して
ほしいのです。親が無関心だと、子どもも無関心になります。忙しいから、とか疲れてるからとは言わずに聞いてあげるのが大切です。楽しい一時に楽し
い会話をすれば、自然と家族の仲が良くなります。家族の仲が良い家庭の子どもはコミュニケーション能力が発達し、社会生活（人付き合い）が上手に
なります。非行に走ったりもしません。（たぶん・・・）　そのコミュニケーションの場として最適なのが夕ご飯の「食卓」です。　掛川市でも行っているノー残
業デーやサマータイムなどを活用し、家族団らんのあるお茶の間を増やせば『希望が見える街　掛川』に近づけていけると思います。

3240 一般
お茶の間で、子どもに引き継げ我が家のモットー。「笑う門には福来たる」。笑顔のある楽しい家庭は、良心の源です。良心は人々に幸せをもたらし、い
い世の中を作ると思っています。我が家のお茶の間がいい世の中を作るなんてすばらしいではありませんか。

3241 一般 食事をする場所にはテレビを置かない
3242 一般 親から教わる、子から教わる場所
3243 一般 家族がのんびり語り合える空間
3244 一般 家族の笑顔があふれる場所
3245 一般 朝夕の家族が集う憩いの場
3246 一般 その日にあったことを親子で話せるやさしいところ
3247 一般 食事中は、携帯電話は別の部屋に置いておく
3248 一般 「ただいま」と「おかえり」とで繋ぐ、今日の出来事話
3249 一般 一日のほとんどを自分の部屋で過ごすのではなくて、出来るだけ家族みんが集まりやすいリビングでみんなでワイワイ会話が出来る家庭作り。
3250 一般 ケンカした日でも玄関に出向いて「いってらっしゃい」。あなたの仕事ではないけれどやってくれてありがとう。
3251 一般 お茶の間で毎日咲かそう笑顔の花。おいしいな食事の後のお茶と談話。あたためようお茶の間の集い家族の絆。
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3252 一般
猫のまわりにみんなでゴロ寝、猫の姿を借りてはずむ会話。コタツの上にみかんとお菓子「お茶の飲む？」で始まる平和な時。テレビを見ながら共に笑
い共に涙する、会話はなくても共感の時。大人になった我が娘と祖母、祖母の料理を笑顔でほおばる姿。

3253 一般
ため息をつくと「どうしたの？」と聞いてくれる家族がいる。その時、詮索するわけではなくただ（悩みや愚痴があるなら聞いてやるよ）というようなしせい
がよい。ご飯がおいしい。食べ過ぎておなかが痛くなるくらいおいしい。それで苦しんでいる時、「右を下にすれば速く消化するよ」と知識をくれたり、「食
べ過ぎよ」と温かく声をかけてくれるお茶の間。

3254 一般
「行ってきます」「気をつけてね」家族みんなが安全、健康を心配しながら朝のあいさつ。「ただいま」「おかえり」１日無事で過ごせたよかったねの帰宅の
あいさつ。

3255 一般 食事の時はノーメディアこれが我が家の自然な姿

3256 一般
週の初めの月曜日の夜に「家族の夕べ」を行います。家族の誰かが家族で話したい話題（特に道徳関連等）を用意してそれについてみんなで話し合い
ます。又、ゲームやちょっとしたおやつも用意して１時間程度家族のいる時間を作ります。

3257 一般 「ただいま」「おかえり」の後に続く子供達の笑顔と今日一日のエピソード。食卓を囲みながらはずむ笑顔に今日一日の無事に感謝！

3258 一般
テレビを消したお茶の間で顔を合わせ今夜も談笑！いつも最後は父の言葉「お前達が男の子だったらキャッチボールができたのに」次女は言う「私はス
ポ少ソフト（ボール）だけど一度もキャッチボールをしてくれないよ」娘の完封勝利です。

3259 一般 離乳食を息子に食べさせる妻、その隣で騒がしくご飯を食べる娘、娘のこぼしたご飯を一生懸命拾う自分、騒がしさの中にある他愛のない幸せ
3260 一般 仕事や読書など集中している時にそっとしてくれる家族。ごはんがとてもおいしい。ためいきをつくと「どうしたの？」と聞いてくれる。
3261 一般 おいしい夕食　明るい笑顔　家族の絆はお茶の間から
3262 一般 お茶と一緒におまんじゅう、「あのね、今日ね・・・。」会話がはずむ、お茶の間で。
3263 一般 出されたものは全部食べ、「うまかった。」の一言を。
3264 一般 「ママ。」２人の娘の声で笑顔いっぱい、幸せいっぱい、いつものこの場所。
3265 一般 がんばれ婚活！作るぞ、父母に負けないあったか家族。
3266 一般 大学に行った息子の笑顔見て、みんなで食べるごはんは最高。
3267 一般 家族の話題があるまる場、何でも言えるお茶の間で。
3268 一般 顔そろえ、みんなで食べて礼儀知る。
3269 一般 ｢今度の休みは何して遊ぶ？」家族会議が心の栄養！！
3270 一般 はあっとため息、心が軽くなる　お茶の間で。
3271 一般 毎日のやる気、元気をお茶の間から。
3272 一般 お茶の間に家族が集まりトランプ、かるた。
3273 一般 会話が大事、家族でたくさんの会話があればあたたかい心の子供に育っていく

3274 一般
夕食後のひととき、子供達は工作をしたり夫が読み聞かせをしたり…それを祖母がニコニコ温かく見守っています。母と私は洗いあげをしながら、ほん
わか幸せな気分になります。家族全員がそろってニコニコと自分のできる事や気持ちをわかりあえる場と時間、そんな”ニコニコほんわかお茶の間”が
素敵だなァ大切にしたいなァと思います。

3275 一般 おもちゃかたづけよーいどん。みんなでやることあっという間。すっきり！にっこり！ハイタッチ！
3276 一般 「美味しいよ」「また作ってね」その一言に乗せられてせっせと料理に励みます
3277 一般 乾杯！！夫と二人いつまでも仲良く夕食健康家族

3278 一般
２０数年前、長野に住んでいた頃、３時になるとおばあちゃんが「お茶にしましょう」と声を掛けてくれ、ご近所のおばさん達とも自然に集まって来て、漬け
物やお菓子を食べながら多勢で楽しくおしゃべりしたものでした。自分もそんなふうにくつろげるお茶の間（リビング？）をつくりたいと思っています。

3279 一般 みんな揃っておいしい食事、笑顔いっぱいお腹いっぱい

3280 一般
クラッシックの音楽（ピアノ曲などの重くない曲）が流れる中、家族みんなで朝食をとり、今日学校で楽しみな事を語り合ったり、週末の予定を語り合った
りするお茶の間。

3281 一般
家族で楽しく夕食作りをし、みんなそろって食卓を囲む。楽しく会話を弾ませながら食べ、またみんなで後片付けをする。食後はみんなそろって一つの部
屋でテレビを見るなど家族そろって同じことを同じ場所ですることが大事！！

3282 一般 夕食後家族揃って野球観戦。父と息子はよりプレーに、母と娘はお気に入りの選手の話でもりあがる。

3283 一般
一つのテーブルを囲んで、家族みんながそろって「いただきます」今日の出来事や、ご飯について楽しく話をしながら食事をする。食べ終わったらみんな
で「ごちそうさま」をしてそのままお茶の間でのんびり過ごす…そんな時間があるといいです。

3284 一般 「ありがとう」「ごめんなさい」家族のなか、姉弟のなか、あいさつを大事にあったかい輪づくり
3285 一般 アニメ「サザエさん」のように家族みんなそろって晩ご飯
3286 一般 家族が全員そろって食事をする。その日の予定や出来事をいろいろ話をする。安心感あふれるあたたかなお茶の間。

3287 一般
家族の中には子どもと大人。それぞれ塾や習い事、部活、仕事で忙しいのはわかっているけど、せめて１日１回家族全員集まろう。朝食、夕食、食後の
コーヒー、何からでもいいから１日１回。それを家族のたった１つだけど大切な約束にしよう。きっとそれだけでも家族の絆は切れないはず。

3288 一般 手を伸ばせばそのこある私の心をつつむ家族の温もり
3289 一般 お茶の間から出発、休日には家族で化石さがしに出かけよう、掛川は化石の宝庫！
3290 一般 お茶の間で共にいる幸せ。触れ合い、語り合い、幸せをかみしめ合って、笑顔いっぱい。
3291 一般 朝のあいさつは「おはようの」ハグから

3292 一般
私の描くお茶の間像は「ごくごく平凡な日常が、ふつうの生活の生活の中で味わえる場所」です。家族の中でけんかがあってもいいでしょう。兄弟ゲン
カ、夫婦ゲンカ、いろいろあるでしょう。それでもみんなが戻ってくる幸せな”巣”、それが私の理想のお茶の間です。

3293 一般 朝の「おはよう」にプラス一言、「今日も元気ですごそうね」。そして夜は家族みんなでほめ合おう。きっと明日も幸せに過ごせるさ。
3294 一般 うれしいときも、つらいときも、どんなときでも家族が集まる場所。家族が集まれば、心がほかほかしてくる。笑顔で会話のはずむみんなの場所。
3295 一般 仕事で疲れていたら、ソファーでごろん。ごろんしながら読み聞かせ。幸せなときです。

3296 一般
仕事のグチの言い合い７割に、テレビのつっこみ、会話が３割。そしてちょっとしたじょうだん話を少々。それだけで十分。それだけで笑える。そんな幸
せ。

3297 一般 家族笑顔で食事、心の絆が私の健康を守る。～食欲がない、疲れている、そんな気持ちが和らぎ、私や他の家族の心の健康を作っていると感じるので
3298 一般 いろいろな話がしたくて自然と集まってくる場所。そこに行けば誰かがいる安心する場所。
3299 一般 小さな事でも「ありがとう」少しの言葉　大きな笑顔

3300 一般
家族全員が同じ空間の中で活動している。テーブルが中央にあり、その回りに勉強机、キッチン、図書館、家族の絵や写真を飾るスペースがある。そこ
で声をかければ全員に声が届く。このスペースにＴＶはいりません。

3301 一般 自然とみんなが集まり顔を合わせる場所。何か特別なことがなくても、自分の居場所を感じることができる場所。

3302 一般
家族のコミユニケーションの場。一日の出来事や感じていることが、自然に言葉として出てきて、お互いの状況を知る場。それが、ちょっとした気遣い、
気配りへとつながると思います。

3303 一般
そこに行くと喉（心）の渇きを潤すことができる、木陰で涼んでほっと一息できる（リラックス）、集まった人たち（家族）とさまざまな会話で楽しむことができ
る。お茶の間とは、まさしくオアシス。

3304 一般 愚痴こぼし、わがまま言い、夢語る、それがお茶の間。
3305 一般 茶の湯が「一期一会」なら、茶の間は「一語一笑」。何気ない言葉、一語一語で笑顔がこぼれる場。
3306 一般 夕食時のリラックスタイム、今日一日どんなことがあったのかが家族の話題。
3307 一般 朝食、夕食、家族そろって食卓囲む。記念日は、家族そろってお祝いを。

3308 一般
子どもがある程度大きくなったら家族でクイズを出し合って遊ぶのも楽しいと思います。親がわからなくて子どもがわかった問題を、大げさに褒めたりす
ると自信がついてやる気が出ると思います。

3309 一般
家族が一日の疲れを取りに集まる。「ほっとする場所」。１日の出来事やつらい、楽しい、困った・・・などの気持ちを正直に打ち明けられる場所。１日の終
わりに家族の大切さをほんのりと感じられたらいいと思う。

3310 一般
家族がそろっていただきます。一人で食事はしない。テレビを見ないで会話を楽しむ食卓。おはよう、行ってきます、ただいま、おやすみも、とても重要だ
と思います。

3311 一般
家族がそろう食事は、夕食よりも朝食だったりする我が家。あと３０分朝食のスタートを早くしたら笑顔で１日のスタートが切れるかもしれない。だから、み
んな、早寝早起きしよう。

3312 一般 何も言わなくても一緒にいるだけでほっとする。食後のひと時は、癒しの時間。
3313 一般 お茶の間はみんなが自然に集まる憩いの場。
3314 一般 美味しいご飯、一番の調味料は、家族みんなのニッコリ笑顔。
3315 一般 ほっと一息できる場所。本音で何でも話せる場所。のんびりゆったりできる場所。

3316 一般
部活が休みの日には、家族全員で海に行く。僕は長男と一緒にサーフィンをして、妻は次男と長女と砂遊び。お昼に妻の作ったお弁当を家族全員で食
べ、帰る車内では子どもたちが寝た中、妻との会話を楽しむ。

3317 一般 うまくいってる時は笑いが絶えない。うまくいってなくても、挨拶は絶やさないお茶の間。
3318 一般 夕食で自然と始まるお茶の間大喜利。我が家の家訓は面白い事を言った者勝ちなので、自然と家族が集まれば大喜利が始まります。
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3319 一般
一人暮らしをしている自分、短身赴任をしている父、東京で働いている兄、全員が静岡の家に集まって、家族みんなで行く富士登山の計画をしている
時。一番落ち着く場所で一番わくわくする夏のイベント。とても大切な時間です。

3320 一般 今は２人で９０°１０年後には三角形。笑顔の集まる心がありますように。
3321 一般 家族全員が顔を合わせ、１日の様子を振り返りながら談笑する姿。
3322 一般 ①こんないことあったよ報告会②それについてこう思うよ討論会③共通なテレビを見ながら意見を出す④美味しいご飯にありがとう。

3323 一般
一日の出来事をゆっくり話し、学校のことや近所のこと、今日見たいテレビ番組、家庭菜園の収穫、明日の天気など、茶菓子をつまみながら過ごすひと
時。

3324 一般
家族でも体験学習①今日はみれいちゃん（姪）の目玉焼きを食べてみよう。②紙と鉛筆を使ったゲームをしよう。例）アルファベットビンゴ、みんなで家族
の肖像画を描いてみよう。

3325 一般 家族が帰ってきたら必ず何かをしていたとしても、出迎えるようにしています。
3326 一般 土、日はゆっくり手作り料理。おじいちゃん、おばあちゃんを囲んで昔話。時間がゆっくり流れることを楽しみながら・・・。
3327 一般 すり鉢で山芋こねるは男衆、おかわりを笑顔でよそうはお母さん、家族の絆を強くつなげるとろろご飯
3328 一般 自然に飛び交う「ありがとう」で今日も仲良し

3329 一般
家族がみんなそろって、テレビをつけず、その人あったこと（学校のことなど）を話しながら食べる夕食。季節の行事は楽しみながらメニュー
に取り入れる。家族の誕生日はみんなでお祝いする。

3330 一般 一日の出来事子供の部活動の話題（試合結果など）親の仕事の話（苦労話）親の小学生、中学生、高校時代の話など

3331 一般
ノーテレビ、ノーゲーム、ノーパソコンでお話しするもよし、本を読んだり子供達の学校の話を聞き、笑ったりする。又、家の中でできる野球の
練習をお茶の間でやり、あーだこーだ言う。

3332 一般 携帯電話電源ＯＦＦにして一週間に一度でいいから家族で会話がしたいなぁ。
3333 一般 食事中の会話のほとんどが、家族の好きな野球の話題ではしが進みます！
3334 一般 休日の夕食時は、テレビを消して会話をいっぱい
3335 一般 朝起きて笑顔でおはよう声かけて一日のスタート始まります、ＧＯ!!

3336 一般
１日にあったことを１つでもいいから話す。「おはよう」「おやすみなさい」「いただきます」「ごちそう様」を家族に言う。お菓子を食べながら
クイズ番組の回答をする。

3337 一般
お茶の間の居ごこちが良ければ、子供達は寝るまで、過ごしている部屋です。我が家ではだいたいお茶の間にいて、その日の話をしたり
テレビ番組のクイズを一緒にやったり、ニュース等で思ったことを話したり、または、トランプやしょうぎで遊んだり・・・・親子でコミュニケーションをとる場
所としています。

3338 一般 テレビを消してテーブルを囲み、家族みんなでトランプをしよう。

3339 一般
テレビを消して、家族が笑顔で食事を取りながら談笑している。母の心のこもった食事を皆が「おいしい！」と喜び、父がビールを片手に
「当然だろ！」というやり取りがお約束のように繰り返される。

3340 一般 ＴＶアニメのサザエさんが理想のお茶の間像ではないでしょうか？家族の笑い声が食卓にひびきわたる風景、本当に理想です。
3341 一般 核家族化や子供の成長に伴い個室化しまいがちですが、家族団らんが家族の楽しみの時間であり続けるよう愛情を沢山注いでいきたいです。
3342 一般 家族の笑顔
3343 一般 楽しいこともつらいことも何でも話し合える家族になろう。

3344 一般
情報が多く、いろんな者の移り変わりのはげしい現代社会大人も子供もストレスが多いと思うのです。理想のお茶の間ここでは身も心もゆるゆるゆるめ
て極めてのんびりすること、マッサージされた後のようなスッキリ感がのこるような質の高い有意義な時間に仕立ててゆきたいです。

3345 一般 互いを思いやる笑顔のたえない大家族の輪!!
3346 一般 食事の時はＴＶを消して家族の会話を楽しむ
3347 一般 朝起きて、笑顔を忘れず“おはよう”を!!

3348 一般
ごはんおいしいとかおいしくないとかみんなでかこむ食卓。食事終われば自然とみんなでテレビ見て笑ってる。朝はおはよう、寝るときはおやすみって言
うのが当り前。

3349 一般 家族みんなで食卓を囲み今日あった出来事を口々に話しながら食事を楽しむ。笑顔とおいしい食事は、健康にも良い！ですね。
3350 一般 だれもがおちつくくつろぎの場、「あ」よかったと思える間（場所）
3351 一般 おはようの子供の一言、元気のもと
3352 一般 お茶の間で、おうちカフェやおうち図書館

3353 一般
家族そろって食事をしたり、テレビを観たり・・・その日あった出来事を話したり聞いたりテレビを観て一緒に笑ったり泣いたり感想を言い合ったり家族の”
つながり”を大切にしています！

3354 一般
食事の時はいろいろな話をして食べる。しかもみんなそろって、たまには子供の友達、主人の友達、私の友達いろんな人たちがいつでもたのしく食事を
したい。

3355 一般
家族それぞれの生活ペースが異なり、朝、家を出る時間、帰宅時間、習い事など家族全員で揃うことも少なくなっています。その中で「あいさつ」や「あり
がとう」の言葉を大切に家族のコミュニケーションを大事にしたいです。

3356 一般 皆でゆっくりおいしいお茶を飲む。先取りあいさつ「おはよう」「お願いします」「ありがとう」があふれる家
3357 一般 食事中はテレビを消して家族みんなでおしゃべりタイム。あいさつ元気に「いってきます」「ただいま」家族のコミュニケーション
3358 一般 夕飯は大切にしよう。家族の大切な時間
3359 一般 みんなで楽しく会話しながら食事する
3360 一般 週に１度はノーメディア、お茶の間に集まってトランプしよう。

3361 一般
何でも話しができる家族でありたいです。食事の時、テレビを見ている時、色々なちょっとした時間、”ねぇねぇあのさー”って話が始まりみんなで話の共
有ができ、やっぱり家族っていいなと常に感じられたら素敵ですね。

3362 一般
今日一日の出来事やうれしかった事、くやしかった事、頭にきた事、等々なんでも話しあえる家族。話して発散、聞いてもらっていやされるそんなお茶の
間でありたい。

3363 一般
中学生、小学生、保育園に通うそれぞれの子供達、そして、母、父も仕事をしていますが、家族でそれぞれの役割を果たし、おもいやり会話をする事、そ
れが私の理想とするお茶の間像です。

3364 一般 食事時何気ない会話に花が咲く！
3365 一般 １日５分以上、家族そろって会話する。

3366 一般
「ただいま」と帰ってきたらみんなでティータイム。急須のお茶でまず一服。小さなペットも第ｊな家族。みんなで茶の間でくつろぎましょう。お茶の間だけの
冷暖房。エコでみんなが自然に集まる。

3367 一般 たくさんの笑顔で、楽しく会話
3368 一般 家族が帰ってきた時に必ず玄関まで迎えに行きます

3369 一般
我が家の晩ご飯。宿題の本読みや計算カードを聞きながら大忙しで準備する毎日。「今日の晩ごはんなあに？」「やった～！！」「早く座って！！いただ
きますだよっ！」と大さわぎ。食べ始めると「今日ねぇ、学校でねぇ…」「幼稚園でねぇ…」「待って！まだ話終わってないっ！」「ごくも話したい！！」と大さ
わぎ。でも一人欠けると静かで不思議。にぎやかすぎて疲れる時もあるけどやっぱり楽しい我が家の晩ごはん。

3370 一般
コーヒーやお茶を飲みながら、子どもの話、仕事の話、たわいない話…。飾らず気楽に話せるひととき。早く帰ってくつろぎたい。そんな我が家のお茶の
間です。

3371 一般 ただいま、おかえりがこだまする明るい家庭

3372 一般
「お茶の間スポーツ教室」両親の趣味がソフトボールとあって、夕食後野球中継を見ながら一緒に応援したり、子どもと一緒にバットを持って素振りをし
たりしています。今後は野球に限らずいろんなスポーツを見たりリビングで親子でまねをして体を動かしてみたりし、家族のふれ合いのひとときを大切に
していきたいです。

3373 一般
「１日の出来事を笑顔でふりかえる」１日の出来事を良い事も悪い事も家族に話すことで、良いことはより楽しい気持ちに、悪い事は嫌な気持ちが半減し
新たな気持ちで翌朝をむかえることができます。１日の出来事を家族で共有しあうことで笑顔がうまれるのではないかと思います。私もそんな家庭で育
ち、これからは私の子供達にもそんな家族でありたいと考え育てています。

3374 一般 ９人家族のお茶の間からその日あった出来事の会話があふれ出す。
3375 一般 お父さんの太いやさしい声とお母さんの明るく元気な声。今日の読み聞かせはどっちにする？絵本を読む時間がかぞくのやわからなひととき。
3376 一般 私のこえ掛けで「みんなそろっていただきます！！」「どうぞめしあがれ」。みんなで一緒に図書館へ！帰ってからは代わり番こで絵本の読み聞かせ。
3377 一般 子どもの成長に合わせて今日の出来事等を話しています

3378 一般
私の家庭では妻と子供と私の３人暮らし。お茶の間は２歳になる娘中心で毎日賑やかです。最近では絵本をなにかしゃべりながら見たり、ままごとを覚
えはじめました。そんな娘をいつも元気で明るい妻と二人で見守っている今日この頃です。

3379 一般
私の描くお茶の間像は、家族全員が食卓を囲み、その日にあった出来事や共通する話題について話し、笑い、喜び合う。こういった当たり前のようです
ごく幸せなお茶の間です。

3380 一般
掛川には、海、山、川など素晴らしい自然がたくさんあります。自分が子供の頃は、暗くなるまで外で遊んでいました。ゲーム・テレビよりも楽しく友達と
「お茶の間」ができていたと思います。子供ができたら是非、自然にふれあう楽しさを伝えたいです。
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3381 一般
私が描くお茶の間像としてイメージするものは、家族団らんで楽しく会話することです。今は家族の一人に一台テレビがあるといわれており、このような
状態が家族団らんのが場が減っている原因だと思うので、テレビのかずは極力減らし、家族が集まるきっかけを作るべきだと思います。

3382 一般 朝一番家族におはようと言える早起き家族
3383 一般 家族みんなでテーブルを囲む。ここは”にぎやかレストラン”怒っている人はご退出ください。

3384 一般
食事中、ついテレビをつけてしまいがちですが、我が家では、朝食時、外のデッキに出て会話をしながら朝食をたのしんでいます。音楽を流したりすると
より一層たのしく食事できます。「いつもと少し場所を変えて雰囲気づくりをするだけで子どもは楽しく食事をしてくれますよ。

3385 一般 きらいなものでもがんばって食べれば月一度のさわやかのハンバーグ！
3386 一般 親子の会話がはずみ、家中の笑顔があふれるホットなお茶の間。
3387 一般 夕飯は、家族みんながそろったら、いただきます。

3388 一般
あまり難しく考えずに、自然にお茶の間にみんなが集まって、のんびりできたらいいと思います。そのためには、各部屋にＴＶやネット回線をしかない。リ
ビングを居心地よくしてやる。

3389 一般 「ただいま」と「おかえり」が、行き交うダイニング。
3390 一般 夕食がすんだらみんなでお片付け

3391 一般
我が家のお茶の間は、食卓です。子どもたちは、そこで宿題を行い、母である私は食事の支度をし、父は新聞を読み、毎日家族が集まり、一緒に過ごす
場所。一日を振り返りおしゃべりをする食卓。お茶の間があるからこそ、明日もがんばろうという気持ちがわいてきます。

3392 一般
大変だった事、嬉しかった事、その日のできごとを何でも話し、受け止め合える食卓がお茶の間像です。次の日への活力を生み出す場が家庭であって
ほしいです。

3393 一般 がんばって!!巣立つツバメに親心　家族みんなで　喜びの朝。ママ遅い！我が子だけ待つ保育園　ぎゅーっの抱っこと笑顔で帰ろう。
3394 一般 明るい笑顔と楽しい会話が最高の味付けに。
3395 一般 わが家の笑顔　茶の間から。
3396 一般 話しの合間の冗談も楽しみながら会話がはずむ、笑顔もはずむ。

3397 一般
おいしい食事、楽しい会話がかくし味。「一度はちゃぶ台返しをしてみたい」と語るお父さん。その時は言ってください。片付けは家族みんなで手伝いま
す。

3398 一般 一日が「おはよう」で始まり、「おやすみ」で終わる。普通の挨拶が普通にできる家って、とってもいいよね。
3399 一般 一日３食（朝、昼、夕)のうち、１食は家族全員で食べよう。
3400 一般 「いただきます」 「ごちそうさま」を家族全員で毎日言おうテレビを消して、一人一人の話に耳を傾けよう
3401 一般 「世界中で一番好きな場所、お茶の間」
3402 一般 お茶の間・・・　いいね！なんだかほっとするいやしの間。心がぬくとくなるいやしの間。お茶の間 にっこり宣言！
3403 一般 お茶の間で家族の絆を深めよう

3404 一般
お茶の間における「家読（うちどく）」により家庭での読書活動を啓発推進し、家族、親子みんなが本を読む、聞く楽しさを通して家族のコミュニケーション
を図り、絆を深める。

3405 一般 シフトでばらばらでも週に1度は集まろう。テレビの前に集まり芸能談義。みんなの意見をとりまとめた目的地に、家族で旅行する。
3406 一般 ホッとできるね！　一服のお茶と家族の会話。テレビを消して、親子一緒に絵本を見ようか。
3407 一般 ワン・にゃんたちもおいでよ !　みぃーんなそろって、賑やかに ! !
3408 一般 家族そろって一緒に食事　ご飯がすすむ 会話もすすむ
3409 一般 家族で読書する時間を共有する。本を会話のきっかけに。親子でミニミニ読書会。
3410 一般 家族みんなが健康であたりまえの生活を送り笑顔のある家族
3411 一般 画面よりも、人の顔を見よう。家庭でのコミュニケーションの時間を大切にしよう。
3412 一般 楽しい話の花が咲く
3413 一般 掛川産の食材で 掛川育ちのわたし
3414 一般 今日 何があった？  家族で話そう！ 会話のはずむお茶の間
3415 一般 今日の出来事を話し合おう
3416 一般 今日一日の出来事を話そう
3417 一般 四世代 孫の合図でいただきます！
3418 一般 蒸し暑い時こそ、お茶でホッとする家族だんらん
3419 一般 食事の時は、みんなそろっていただきます。
3420 一般 親子で一緒に料理、お菓子作り。画面よりも、人の顔を見よう。家庭でのコミュニケーションの時間を大切にしよう。地域の行事に参加しよう。
3421 一般 地域の行事に参加しよう。
3422 一般 朝のはじまりは、一家そろって食卓へ
3423 一般 同じ料理を一緒に食べよう！！
3424 一般 畑から採ってきたばかりの季節の野菜をふんだんに使った料理を並べて、３世代そろって笑顔で「いただきます」。
3425 一般 夕食後、家族そろって 読書タイム
3426 一般 良かった本を勧め合う
3427 一般 家族全員一緒に食事。楽しく会話なんでも話し合える仲良し家族。
3428 一般 家族みんなでかこむ食卓！会話がありたのしくすごせる場所。
3429 一般 あいさつは元気よく
3430 一般 その日の出来事もち寄って、話題満載夕食時。「お茶わんもって」「好き嫌いしないの」そんな会話もいつの日か懐かしい思い出に。
3431 一般 小さい頃の子供の写真を広げ、子供との会話を楽しもう。
3432 一般 みんなでＴＶを見ている
3433 一般 一年中温かい掛川茶を飲んで、会話もはずむ。嫌の事、楽しい事、何でも話、ストレスはためない。

3434 一般
お皿にのっているお料理の色合い、香り、味、食感、また、テーブルに花を飾るとかテーブルクロスをきれいな色目にするなどできる範囲で五感をを楽し
む食事に心がけましょう。そして家族の心和む会話。芸術的感性も豊かになります。

3435 一般 「いってらっしゃい」待ってるからね。外でがんばる子ども達に温かいご飯と笑顔の「おかえりなさい」
3436 一般 愛犬も家族の一員みんなでお散歩。みんなで歩けば会話もはずむ！

3437 一般
毎日のあいさつを大きな声で相手の目を見て言うことです。あいさつとは家族内でも悪いと思ったからしっかりあやまり。いつも笑顔で過ごせた良いと
思っています

3438 一般 家族全員がテレビの前にいてテレビを見ながらお菓子を食べて笑いながら楽しく過ごしている感じです。
3439 一般 「おはよう」「お帰りなさい」の一言で心がかよいその日の様子がわかります。
3440 一般 食事の時は必ずお茶を飲もう！！
3441 一般 おはようで始まりおやすみで１日が終わる○○家
3442 一般 週に一度ｈじゃ家族全員でテーブルをかこみ会話を楽しみながらしょくじをしよう。
3443 一般 食事も親子でテレビも親子で一緒に過ごす大切な時間。家族そろって楽しく食事、会話もはずむ貴重な時。
3444 一般 共通の話題についてたくさんの話ができる

3445 一般
家を建てるとき、まずゆうせんしたいことが「センターリビング設計」です。何をするにもリビング（居間・茶の間）を通過していく家・家族！！これがお茶の
間像づくりの第一歩かな？

3446 一般 「いただきます」「おいしいね」から始まる一日の報告会
3447 一般 食事時、携帯電話は持ち込まず、みんなでおいしく食べよう！！
3448 一般 お茶の間は、まるごと私を受け入れてくれる。お茶の間は、一日の疲れを癒やしてくれる。お茶の間は、明日への活力を与えてくれる。
3449 一般 みんなで準備、みんなで片づけ、一人一役
3450 一般 食材について語る。（どこで手に入れたものか？地域はどこで生産されたものか？味は？価格は？栄養価は？カロリーは？）
3451 一般 季節に合わせた旬の食材を親から子どもへ、様々な話をしながら見たり触ったりする。また、それを家族みんなで調理し一緒に食べて季節を味わう食
3452 一般 出勤、登校時間は違えど、家族そろって朝ご飯。夕飯は、一日のできごとをみんなで話して笑い合う。そんな一日を過ごせたら次の日も頑張れそうで

3453 一般
社会人になってからアパートを借りて一人暮らしをしています。掃除、洗濯、洗い物、炊事・・・今まで母や祖母が当たり前のようにやっていてくれたこと
も、自分でやって初めて「こんなに大変だ！！」と気づかされました。たまに実家で食べるご飯が、今ではとてもありがたいごちそうに感じられます。

3454 一般 家族が揃って食事をしたり、おやつを食べたり、お茶を飲んだりしながら話しをする。一緒にテレビを見ながら大笑いするのも団らんだと思います。
3455 一般 私の描くお茶の間像は、家族の団らん、温もりのとれる場所です。ふとした時に家族がいて、側で話しをできる空間は、とても大切だと思います。

3456 一般
これからおこなうことではないですが、私の家では息子が５人おり、それぞれ私の手伝い役割をもっています。その役割が子ども同士、また親への声か
け、そして、親からのありがとうの言葉が自然とうまれていきます。また、それから広がって、これもやろうか？など声をかけてくれます兄弟同士のたすけ
あい、たまにはケンカ自然と言葉がかわせるのがお茶の間像かなと思います。

3457 一般 会話がたえないいごこちの良い場所
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区分 私の描くお茶の間像
3458 一般 ペットを飼って、家族みんなで会話がはずむお茶の間

3459 一般
「いってきます」「いってらっしゃい」出かけるときは気持ち良く。進んで参加地域の活動進んで作ろう地域の絆。「お願いします」家族間でも礼儀を大切
に。しっかり噛んでしっかり食べてしっかり磨いて健康な身体を作ろう。

3460 一般 のほほんと春の陽気のような家。ただ居るだけで温かい

3461 一般
お茶の間は家族が場所・時間・思いを共有し合える場所です。我が家の茶の間は、その名の通り、茶ぶ台が部屋の中央にあります。食事、だんらんの
他に子どもの勉強部屋になることもあります、今日あったことを家族みんなで話し合い、考えることで、家族の絆が深まっていくと思います。集うやすい空
間になるようつとめています。

3462 一般
一番自分らしくいられる場所、その日あったつらい事、嫌な事を吐き出して、楽しかったこと、うれしかった事は、さらにステキな思い出にして、明日への
元気をつちかう場所

3463 一般 家族ニュースの発表会
3464 一般 一家団らん疲れがいやす家族の笑顔

3465 一般
子どもが願い事を言う時には、両親とも許可をしないとだめにしています。納得しないときは話し合いをします。子どもから相談されたことは夫婦で共有
しておきます。我が家のリビングはよいこと悪い事全て話すようにしています。

3466 一般 お茶の間から我が家の歴史を紡いでいこう

3467 一般
妻の笑顔と鼻歌、二人の娘のかわいい笑顔と歌声。今日も4人で元気に楽しい一家団らんの時間。我が家のリビングは「あんなこと」「こんなこと」たくさ
んの会話が広がる家族の心のつながりの場となっています。

3468 一般
我が家はおじいちゃん、おばあちゃんがいることで、親の私達に叱られれば子どもはそちらに避難する。もちろんよしよしとしてもらえるから。子どもの逃
げ場があったり、あたりまえのようにみんなで食事をしたりすることがお茶の間と考えます。

3469 一般 お茶の間は変わらず私の帰りを待っている温かい場所
3470 一般 食事は必ず家族全員、温かな会話がはずむ
3471 一般 「ねぇお父さん」「ねぇお母さん」その言葉には、１００％の笑顔と気持ちで応えたい。
3472 一般 成長と共に食事の時間が会わなくなってきているので、休みの日はみんなで一緒に食事を取るように心がけています。
3473 一般 朝は笑顔で出かけよう

3474 一般
「愛情いっぱいお茶の間は心の充電器」うれしかったことや楽しかったことは家族で喜び、悲しかったことや困った事は一緒に相談し、お茶の間は明日
へのエネルギーを充電する場。

3475 一般
「やさしいお茶の間」自分がした他人がした他人がしたしてもらったことを、みんなで報告できるお茶の間、人と人とがお互いを大切にしていることを言葉
に出すことにより、実感できるお茶の間作り。

3476 一般
家族で一緒に食事を摂るようにして、団らんの時間を持つように心がけている。何でもはんせる事が大切ですよね。1日1日をムダのないように過ごせて
いけたらと思います

3477 一般 テレビを見ないで楽しくごはん
3478 一般 言いたいことをいいあってけんかもするけど朝は「いってきます」「いってらっしゃい」笑顔で挨拶
3479 一般 朝食はみんなの笑顔のはじまりだ
3480 一般 家族のみんなでスポーツやって絆深める
3481 一般 あいさつ（おはよう、行ってきます、ただいま、おかえり、おやすみなさい）は必ず言う家庭
3482 一般 家族みんなそろって朝ごはん
3483 一般 家族揃って今日の出来事などいろんな会話がとびかう空間作りができればいいなと思っています。
3484 一般 テレビやゲームは時間を決めて増やそう家族の会話
3485 一般 壁に飾った思い出写真、もっと増やそう家族の歴史
3486 一般 テレビは消して今の季節を味わおう

3487 一般
家族の中でも「いたわる気持ち」「感謝の気持ち」は言葉に出す様にする事は大切に思います。そして困った事がある時は「少し助けて欲しいなぁ」と言
葉が出る家族でありたいと思います。

3488 一般 情報公開我が家の朝食、個人情報盛りだくさん！！

3489 一般
早寝早起き三度の食事をきちんと取り、規則正しい生活リズム。家族間でも毎日報連相で確かなコミュニケーション。愛情メニュー、同じものを食べて家
族は食事でつながっている。

3490 一般 どんなことでも話ができる明るい温かい家庭
3491 一般 「おはよう」「いただきます」「ごちそうさまでした」「おやすみなさい」あいさつしっかり顔みて声かけあって。

3492 一般
「食卓をかこんで今日あった出来事を話ながら食事する」を宣言します。（お父さんお母さんの帰りが遅いため、そろって食べる事がなかなかむずかしい
です。）

3493 一般
サザエさん一家の様なちゃぶ台を囲んでの食事が当たり前でした。私も幼い頃はそうでした。今は核家族が増え、仕事などでみんな一緒がむずかしい
家があります。少しの時間でも一緒にいられる時間が団らんですね。食事とかでなくても同じ空間にいられれば話もできますから。

3494 一般 挨拶で温かな一日の始まり
3495 一般 食卓は家族のコミュ場、笑顔と会話と舌鼓のハーモニー！！
3496 一般 今日もまっすぐ我が家で夕食。家族のみんなに「今日もありがとうね」みんなから「一日、ご苦労さま」お互いが感謝のことばを交わし合うお茶の間。

3497 一般
互いの趣味になるべくつきあうようにする。子どもはダンス、妻はオペラや合唱とクラシック鑑賞、私は吹奏楽でそれぞれですが、互いの発表会には行っ
て話題を共有。②こどもの友達がたくさん集まるうちに。この夏も一人一回以上のバーベキュー。

3498 一般 お彼岸、お盆を忘れない！旅行で深まる家族のきずな！

3499 一般
家族が集う場であり、学校や就職で家を離れている子らは、インターネットを通じて家族と語らう場がある。親や自分たちの独立した兄弟姉妹たちも我が
家を訪れて、茶の間でひとときを過ごす。

3500 一般 みんなの顔が揃う我が家の食卓　今日の無事に感謝する

3501 一般
食卓、お風呂場、布団の中は、我が家の最高の社交場です。一日の出来事を一番リラックスして話せる場。その日の疲れをいやし、エネルギーを充電
する場です。

3502 一般 子どもの話を聞くことが、夕食のおかずの一品となる。

3503 一般
一日一生懸命働いたり勉強したりした後に、おいしそうにご飯を食べる家族を見ること。なぜか、とっても幸せな気持ちになります。食事をしながら、いろ
いろな話題で好きなように話すこともことも、楽しい一時です。

3504 一般 「はい、どうぞ」｢ありがとう｣子どもと家族の合言葉　②週末は家族と誰かと親子読書
3505 一般 お茶の間で、大切な礼儀を教えたい。お祭りで、地域の人に接して、あたたかな地域づくり

3506 一般
お茶の間（居間）が、家族にとって一番安らげる場所となることです。今日あった楽しいこと、困ったこと、悲しかったこと、腹が立ったこと、全てを受け止
めてもらえる、いつまでも使っていたくなる心の温泉のような居場所づくりが大切だと思います。何のことでも「話す」「聞く」（聴く）のあるお茶の間づくりを
したいです。

3507 一般
家族でもそれぞれ個人の生活があり、行動も別になると思いますが、食事をお茶の間に集まってとる時間をつくり、家族が集まって話をする機会が必要
だと思います。それによって、家族のつながりを大切にするこｔができると思います。

3508 一般 暑い時こそエコ＆団らん。家族みんな集まって　エアコンで涼もう。
3509 一般 許し合える家族だからこそ、「ありがとう」「ごめんなさい」を言葉で伝えよう。②年に1回の家族旅行に何歳になってもみんなで参加。

3510 一般
子どもが子どもらしくいられるように何でも話せるお茶の間づくり。大人が心にゆとりをもち、聞き上手になることで、自然と会話が弾み、笑い声と笑顔が
絶えない明るい家庭になっていく。

3511 一般
4年間空席だった私の前の椅子。今は毎日顔をつき合わせ、腹の立つことも多々あるけれど、家族4人そろって食事するささいなことだけど、これが幸せ
（？）なのかな。

3512 一般 食事では携帯、テレビは要りません。家族と話して情報交換

3513 一般
小学校高額園になると学校での事を親に話をしなくなると聞いたことがあります。それはっ？どうなんだろうと思いできる限り夜「今日学校どうだった？」
などと問いかけて話を聞いたり話をしたりしていたせいか６年生ですが今も自分かあ話してくれるので、親子での会話は大事と言うことがわかりました。
これからも続けていこうと思います。

3514 一般
「今度の休みは何して遊ぼうか？」休日の計画を立てる家族会議、楽しい事を考える時間はお茶の間タイム、そして家族みんなの楽しみ（休日）が日常
の活力になっています。

3515 一般 夕食は家族みんなで囲むなべ。おいしいね孫のことばになごむ食卓。
3516 一般 お茶の間で笑顔が出る親子掛川茶。生活の中過ごす月日は多けれど家族で見守り支え合い。
3517 一般 食べ物を大切に感謝し、家族の会話が栄養の素。「ありがとう」この一言が、家族皆が優しくなれる。
3518 一般 朝夕のあいさつ！年令に関係なく、とにかく「あいさつ」の実践。人間の礼節、けじめは習慣から！悩みがあれば自然と相談したくなる効果あり！
3519 一般 笑顔いっぱい　会話いっぱい　心の絆いっぱい　があふれる我家の大事なひととき
3520 一般 前日につらいことがあっても、翌日は元気に「行ってきます」と家を出られるようなあたたかい家庭
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3521 一般
家族皆で準備した食事を、皆で語り合いながらいただき、皆で片付け、皆で食後の団らんを楽しむ…。家族の皆が家族のありがたさを実感できるよう
な、そんなひとときがすごせれば最高に幸せな時間だと思います。

3522 一般
わが子が小さい時は、お茶の間にすごす時間が多かった。家族の心の拠り所だ。第一子が中学入学と共にお茶の間ですごすゆとりが失われた。唯一、
「ご、飯ですよ。」で集まる食卓だけ家族全員集まるお茶の間となる。「食」で集う家族。親戚が踏み入れる第一歩も食卓だ。

3523 一般 夕飯はテレビ・スマホなしで、みんなで笑顔で食べましょう。
3524 一般 お茶を飲みながら、その日のできごとやこれからのことを家族で話し合う。
3525 一般 夕食の後　テレビのクイズ番組に家族で参加。ランキング番組の予想を家族でして、的中率を出していっしょに楽しむ。
3526 一般 夕食後はおかしとお茶で家族団らん。
3527 一般 食卓に並ぶ夕御飯、おかずはピーマンの肉づめ、なすのみそ汁…　肉以外の食材は実家の父が育てた野菜。家族４人で感謝しながらいただく毎日で

3528 一般
夕食のあとは、家族みんなでトランプやウノで盛り上がる！！下の子も一緒に遊べるようになったからうれしいな。オセロやカードゲームでひと勝負…と
いうときも。勝ったり負けたり親子でも真剣勝負！

3529 一般 気持ちと言葉のキャッチボール　「ふれ合いさつ」で信頼家族
3530 一般 あなたの野球話を聞くと、みんなにこにこ笑顔になるよ。これからも、夢を追いかけるあなたをみんなで応援するね。

3531 一般
夜のリビングルームは一日のおわりのいやしの場です。園でのできごと、遊びの中の一人ごと…　我が子のとまらないおしゃべりをききながらリビング
ルームにいる時間が大すきです。

3532 一般 夕飯の笑顔で疲れもふっとぶ。いくつまで一緒に食べられるかな。
3533 一般 目と目を合わせて「ありがとう」「大好きだよ」で家族の笑顔
3534 一般 家に帰ってうれしいことは　母の「おかえり」
3535 一般 私が仕事で疲れているとだんながコーヒーをいれてくれます。次は私がおいしいコーヒーをいれてあげようかな。
3536 一般 休みの日ぐらいはみんなで一緒に食事。娘が大きくなってもそんな家庭でありたい。
3537 一般 父、母、兄とそれから私。年をとってもみんながそろうととってもにぎやか。夕はんはいっしょにたべよう。家族のために。

3538 一般
家族揃ってテーブルをかこみ、何でもない会話に華を咲かせ、笑い声の聞こえるお茶の間。ただ笑い合うだけでなく、意見を交わし合ったり、マナーにつ
いて注意がとんだり、そんなものがあたり前にあるお茶の間がすてきだと思います。

3539 一般
温かく日当たりの良い畳部屋で祖父母から、昔の話を聞いたり、一緒にあやとりやお手玉をして遊ぶ。昔の遊びが得意な祖母を尊敬のまなざしで見る
ような、ほのぼのとしたお茶の間が理想です。

3540 一般 家族がそろって、その日にあったことや今後の予定など笑顔で語り合えるお茶の間
3541 一般 ゆったりと落ちついて…　みんなで２時間おしゃべりタイム
3542 一般 食事のときには、食べ物の命、作ってくれた人の思い、一緒に食べる人のこと、を大事に食べる。

3543 一般
私も妹も成人して実家を離れているため、家族全員がそろうのも年に何回か。久しぶりに家族がそろい、みんなでお酒を飲みながら近況報告、昔話。と
てもあたたかい気持ちになります。

3544 一般 家族みんなで楽しもう　スポーツはする・見る・支える　で
3545 一般 早寝、早起き、家族そろって「いただきます。」
3546 一般 「食後の一服にＴＶを見たり話をしたりして、家族みんなで笑っている姿・空気」が、私の描くお茶の間です。
3547 一般 食卓で勉強、読書、仕事。食卓は、家族みんなの帰ってくる場所。港みたいです。
3548 一般 おはよう　いただきます　ごちそうさまでした　ありがとう　おやすみなさい　あいさつは茶の間から
3549 一般 スカイプは　海外赴任の夫と家族をつなぐ　素敵な道具
3550 一般 いつも帰るのが遅くてごめんなさい　いつも待っててくれてありがとう
3551 一般 ワハハハハ　くだらない会話が　元気の源

3552 一般
手作りの美味しい料理を前に、家族がそろい、「おいしいね。」「うれしいね。」のほんわか言葉が交わされる食卓が理想です。会話の中に「おいしい
ね。」が入ると作った私もうれしく、また腕を振るいたくなります。

3553 一般 一緒に食事ができる　一日の出来事が喜楽に話ができる
3554 一般 「おかわりどうぞ。」「ありがとう。」二つの会話が家族をつなぐ。ドラマより身近な話題がおもしろい
3555 一般 孫が寝て、嫁と相談　明日のおかず
3556 一般 休日の夕ご飯は家族全員がそろう時　　食材もちょっとだけぜいたく「おいしいね」
3557 一般 夕食では、映画、お笑い、サッカー、今日の出来事・・・口々によく喋り、よく食べます。
3558 一般 毎日子どもの弁当作り頑張っています
3559 一般 そうじ、洗濯、靴そろえに食事作り、犬の散歩……。家の仕事は、みんなで分担。
3560 一般 「おはよう。」笑顔におされ仕事場へ
3561 一般 家族の思い出のつまったアルバムをみんなで見合い、思い出話に花を咲かせよう。
3562 一般 朝はそろって、にこにこ朝ごはん。

3563 一般
息子の読み聞かせをしながら絵本を読んだり、一緒に歌ったりしてます。息子の創作ダンスを両親合わせて3人で踊り、楽しい一時を過ごします。また、
家庭菜園で収穫したトマトやキュウリを、お茶うけに丸かじりしたりして、旬を味わいながら、いろいろな話をする、家族にとっていつも一緒にいる場です。

3564 一般
学校（職場）の子どもの笑顔は、我が家の笑顔があってこそ。たくさん遊んで、たくさん話して、触れ合って。そして、時にはしっかり叱って。
そうしてつくる、みんなの笑顔。

3565 一般
忙しい毎日でも、朝食は全員そろってとること。お手伝いではなく、家族の一員としての仕事。当たり前でも「ありがとう」「大好きだよ」きちんと伝えるこ
と。

3566 一般 朝ごはんをきちんととります。料理を作って食生活に気をつけます。
3567 一般 お茶の間で父との会話が楽しみ。
3568 一般 我が家の元旦の朝は、家族揃って新年の抱負を祖父に報告します。
3569 一般 お父さんも、子どもも、自分の身の回りのことは自分でしよう。
3570 一般 お茶の間を包む声の主は男子（だんご）3兄弟
3571 一般 「おはよう」、「おやすみ」、けじめのあいさつ励行
3572 一般 お茶の間の会話の数が我が家のバロメーター
3573 一般 お茶一杯で、イッパイはっぴー
3574 一般 週に１度はじいじ、ばあばと一緒に過ごす
3575 一般 ３世代の会話。若い世代は知識や経験をもらい、老人は刺激をもらう。
3576 一般 健康な体は、お茶胃散から
3577 一般 一家団らんの食事と会話を大切に。
3578 一般 茶飲み話に花が咲く
3579 一般 お茶の間の一声かけが長寿の秘訣
3580 一般 これはプラ？これはアルミ？エコも家族のコミュニケーション
3581 一般 みんなそろって「いただきます」
3582 一般 ちょっとのことでも「ありがとう」の一言でほんわかほんわか
3583 一般 ほっとなときをすごす時間
3584 一般 夕食後、みんなそろって掛川茶と愛宕下羊羹でカフェタイム
3585 一般 家族そろってご飯を食べましょう。

3586 一般
家の中のセンターがお茶の間。夕飯までそこで子どもが勉強したり、食事の後はテレビを見ながら少しの時間でも家族が同じ話題について話をしたりす
る。そしてのんびりできる空間。

3587 一般 家族団らん、夫婦円満、秘訣は定時退庁
3588 一般 夕食が　今日も待ち遠しい　定時退庁

3589 一般
急須で入れた深蒸し煎茶は必須。それに堅焼き煎餅。愛宕下羊羹。冬だったらみかんも欲しい。これだけあれば、世の中の苦しいこと悲しいことをふき
とばす会話が生まれます。掛川に生まれてよかったなあ！

3590 一般 「おはよう」から始まる家族の温かな会話
3591 一般 家族で作る手作りごはん、笑顔こぼれるお茶の間タイム
3592 一般 なごやかに夕食　今日の出来事　語り合う
3593 一般 ご飯いっぱい　笑顔もいっぱい　手を合わせ　幸せいただきます
3594 一般 夫も息子も食事に参加　男女平等に働く我が家
3595 一般 「今日ね～」で始まる夕食時、つづく会話に幸せ実感
3596 一般 平日は家族がなかなかそろわない。でもせめて朝食だけは目を合わせて、３人そろって「いただきます！」。
3597 一般 「ありがとう」「ごめんなさい」を自然に素直に言える関係づくり。家族みんなの声があふれる家。会話いっぱい仲良し家族。
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「私の描くお茶の間像」作品一覧表

区分 私の描くお茶の間像
3598 一般 「いってきます」、「いってらっしゃい」で気持ちよく登園しよう。寝る前の読み聞かせの時間は、親子の楽しみ。家庭菜園で家族の心も育てよう。
3599 一般 「がんばってるね。」と誉めて伸ばそう、楽しい子育て。「お手伝い　大好き！」私も家では、小さなお母さん。
3600 一般 どんなに遅く帰っても、「ただいま」を「お帰りなさい」と受けとめてくれる家族がいる。
3601 一般 家族みんなで「いただきます」、弾む会話で明るい家庭
3602 一般 嬉しいこと、楽しいこと、悲しいこと、思ったことを何でも言える笑顔いっぱいの家族
3603 一般 子どもも大人もおじいちゃんおばあちゃんも、みんなでつくる家族の和

3604 一般
朝は「おはよう」,「行ってらっしゃい」と声をかけ、うれしいときには声を出して笑い、ちょっとしたことにも「ありがとう」の一言を。そして、家族で食事。そん
な何気ないことをずーっと続けたい。

3605 一般
朝は「おはよう」夜は「おやすみなさい」　家族の中でもあいさつで一日が始まり終わる。小さなことでも「ありがとう」と感謝の気持ちを言い合える家族。
食事中は、テレビを消して一つの話題でみんなで話そう。

3606 一般 優しさいっぱい！笑顔いっぱい！笑い声いっぱい！何でも話せる仲良し家族
3607 一般 感謝をこめて「いただきます」「ごちそうさまでした」の一言を
3608 一般 一日一回、掛川茶を飲みながら　家族団らん
3609 一般 一杯飲んで　ほっと一息　「お疲れさま」
3610 一般 朝食時、家族が揃って一日元気
3611 一般 晩酌を控えて家族で掛川茶
3612 一般 家族愛、我が家は全員野球通
3613 一般 さあ帰ろ、今夜のおかずは孫の顔
3614 一般 みんなでつくろうお茶の間での家族団らん時間
3615 一般 親子で地域活動に参加。親子でカラオケ大会。
3616 一般 食事の時は「お笑い」より、家族の会話
3617 一般 お母さん、かくし味はみんなの笑顔
3618 一般 お母さん、みんなの笑顔がかくし味
3619 一般 大家族でのケーキは小さくても胸まで一杯
3620 一般 腫れ物に気を遣いながらも楽しい会話
3621 一般 ばんごはん　こたつをつかって　まるくなる
3622 一般 はしの持ち方ひとつで怒る親父　食卓教育
3623 一般 家族そろって、食事する
3624 一般 今日あった話と、おいしい晩ご飯
3625 一般 食儀・食育
3626 一般 みんなでごはん家族の絆、強くする。
3627 一般 家族団らん大切に食事する
3628 一般 今日のできごと話しておいしい晩御飯
3629 一般 あたたかいごはんと　おいしいお茶
3630 一般 「おはよう」「いただきます」「ごちそうさま」そして「おやすみなさい」
3631 一般 こたつにみかん、中に猫
3632 一般 孫を囲んで楽しい家族の会話
3633 一般 夕食を食べたら家族みんなでウォーキング。お裁縫　お祖母ちゃんに教えてもらって上手になったよ。朝はみんな不機嫌でも　夜は笑顔で夕食を。

3634 一般

　私の描くお茶の間像は、家族はチームだ！です。家族というのはそれぞれに役割を持ち、自分のためだけでなく家族というコミュニティーの中で自己を
高めつつもお互いのことを尊重し合い生きていく為の最初の重要な集合体だと感じます。特に、人間は一人では生きていくことが出来ません。よく、「自
分は一人で生きてきた。人の力は必要ない。」という摩訶不思議な方がいらっしゃいますが、何を言っちゃってるの？ですね。人間が生を授かる時点で
親の力を借り、生まれてくる時も母親もしくは病院の先生・看護師等の力を借りています。生まれた後ももちろん親や育ての親の力を必要とします。つま
り、どんな人でも今ここに存在しているのは自分を取り巻いてくれている「人」がいたからという事です。また、自分以外に人が存在することで、自我が目
覚め自分は人間として生きているのだと知らず知らずのうちに認識しているものです。アダムとイブがいい例えだと思います。アダムがいたからイブには
自我が芽生え、イブがいたからアダムにも自我が目覚めたと言うことです。家族は、特に子供達には人の繋がりの大事さをチームとしてたたき込むため
の最初のコミュニティーではないでしょうか。私が思うに、お茶の間とは人間の人格形成にとってとても重要な場所であり各家庭、家族形態は違えど大
事な場所であることに違いありません。私の場合ですが、これからもっともっと沢山子供を作りマイホームを建てる予定です。家作りでは、家族が常に集
える様な、互いの時間を共有できるそんな設計を依頼し家を建てたいと思います。子供が子供部屋に籠もらないよう、思春期を迎えるまでは極力仕切り
を作らない、家族が家のどこにいるのかを感じられるような家を建てるのがチーム山中家のキャプテンである自分に課せられた目標でありそんな空間を
提供するのが親の責任であるとも感じます。その家で自分と妻がチームのキャプテンとして、知的欲求があふれている３歳～５歳の時期にどう子供に接
するかがまず最初の勝負だと思います。子供が大きくなってから背中を押してあげるのも大事ですが、この時期にしっかりと接することが親の責任で
す。成長するにつれて子供が他のコミュニティーでもしっかりとそのチームを牽引できるような豊かな人格作りを行っていきたいと思います。最後に、今こ
うして自分を受け入れそして育ててきてくれたコミュニティーの全ての人々に感謝の念を抱きながら、次は子供達のために明るい新たな時代を築いてい
けるような人間を目指していきたいと思います。

3635 一般
まず家族同士で自分の気持ちを発信出来る事、相手を受けとめられる事、考えられる事から、感謝の気持ちや人とのかかわり方を学んで、助け合い、
認め合いの社会になっていけるのではないかと思います。

3636 一般
家族で同じ時間に同じ食卓を囲み同じ物を食べる。協力して片づけティータイムになる。週末の予定を話し合ったり、同じテレビ番組や映画を見る。順番
にお風呂に入って寝る。

3637 一般 夕食後、たまには家族でトランプゲーム。食卓が兄の誘いで卓球台。
3638 一般 お茶の間に一日一度はみんなで集まり交流タイム。今日あったこと等、楽しく話し合う時間をとる。
3639 一般 家族みんなで食卓を囲み、今日一日あった事を話す。お互いに学校や職場でどうやって過ごしているか伝える。それでコミュニケーションをはかる。

3640 一般
母子の合い言葉「動物の中で笑えるのは人間だけ！せっかく人間に生まれたのだから笑おう！」何でも話ができる雰囲気づくり！親の失敗談や同じ時
期はどんな子どもだったか等ありのままを話大笑いする！！面白い出来事や思いしろ話でとにかく笑う！！たまには真剣に話し合ったり、相談に乗った
りすることをあり、お互いの信頼性を高める話し合いにする。出掛けたりする事はあまりできないが、とにかく笑って生活する！！

3641 一般 朝・晩家族そろって「いただきます」
3642 一般 食事の時はテレビを見ない

3643 一般
幼稚園、小学校、中学校、会社、みんなそれぞれ行く場所は違うけど1日で一番嬉しかった事、楽しかった事、笑った事を伝えることができたならいいと
思っています。

3644 一般
ケータイやスマホはさわらずにみんなでテレビを見たりおやつを食べながらおしゃべり。時々はみんなでワイワイゲームをやったりする。（だらだらはやら
ない）

3645 一般 家族の手伝いはあたりまえ。挨拶のできる良い家族。
3646 一般 たわいない会話に爆笑する娘たち。仲が良いやら悪いやら
3647 一般 なやみもよろこびもわかち合う場所

3648 一般
部活動や宿題でいそがしい子供達。先日久しぶりに家族が集まって写真加工のアプリを使って楽しい写真を撮り、アプリで加工し楽しい時間を過ごしま
した。今の子供達は、色々な事を知っていて親が知らない事がたくさんあります。我が家の子供の年令、家族構成を考えるとそういう楽しみ方もいいなと
思います。

3649 一般 我が家は夕食だけがみんなそろっていただきます。１日で１番にぎやかなひとときです。

3650 一般
家族みんなで助け合い思いやり日頃の感謝の気持ちを大切に協力し合う楽しい家庭。子どもたちも社会人となり生活のリズムが合わないけれど週末は
家族が向き合って一緒に食事ができる時間を大切にしたい。

3651 一般 健康我が家の合い言葉｢旨いねぇ　食事の時は　やっぱり掛川茶。｣親から子へ｢緑茶はね、身体にとっても良いんだよ。｣と伝えます。
3652 一般 夕食時、テレビを消して家族みんなでゆっくり語らう。｢おやすみ｣前に今日の出来事、｢おはよう｣後に今日の目標を話し合う。
3653 一般 茶を飲んで家族団らんほっと一息。疲れを癒やすｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ、素敵な空間我が家のお茶の間。
3654 一般 親は子どもの心の動きを感じ、子どもは、親の愛情を感じる時間
3655 一般 親子で料理をして、食材について話をしたり、料理について話をしたりして、会話の種をつくろう。
3656 一般 「お母さんが作ったのおいしい！」その一言に救われる
3657 一般 家族の笑い声が響く場所
3658 一般 「テレビはほどほどに・・・日々の出来事伝え合おう」

3659 一般
「ただいま」って帰ったら、いつも誰かが待っている。やることはたくさんあるけれど、私もちょっぴり一休み。そんな時間がここちいい、そんな茶の間がこ
こちいい

3660 一般 「ほっとする、思いやりのお茶いっぱい」
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「私の描くお茶の間像」作品一覧表

区分 私の描くお茶の間像
3661 一般 みんなが何となく集まり、顔を合わせ、話したりすることで、家族とのつながりを確認し、活力を養う場所。
3662 一般 家族みんなが集う場所　学校で頑張っている子どもたちをのんびりリラックスさせ，明日への活力を与えてくれる優しい家族がいる，温かい場所

3663 一般
どんなことも遠慮せずに話せる、どんなことでも聴き合える場所。毎日笑い声が聞こえる場所。そして、明日の活力がもらえる場所。何より１番安心でき
る場所。

3664 一般 みんなが同じ食卓で、ニコニコしながら食べている。今日一日の出来事を互いに話し、明日が楽しみという思いにさせてくれる場所。
3665 一般 温かい、笑顔が集まる家の中心。家族が揃う幸せと、一日の元気をくれる場所。
3666 一般 みんなで顔を合わせ、話して・笑って・心ほっかり！家族っていいな～って実感できる時間と場所。

3667 一般
子どもと一緒に何かをし、ほっとする気持ちや、互いの存在に感謝する気持ちが生まれる場所。また、ゆっくり食事をしながら、何気ない話をじっくり聴い
てあげられる場所。

3668 一般 そこにある、家族がいてくれると思うだけで安心できる場所。ありふれた日常や何気ない会話で心があたたかくなる場所。
3669 一般 子どもたちの成長を温かく、優しく、時には厳しく見守る場所。かけがえのない場所。
3670 一般 １日の疲れを癒してくれる空間であり、家族の温かさを確認する場所。
3671 一般 自然と笑顔になれるところ。家族みんなにとって一番ホッとする居場所。
3672 一般 夕方になると「今日の御飯は何だろう？」と子どもが毎日思える場所。

3673 一般
今いる自分形成の原点になった場所。みんなで一緒にいるだけで温かな優しい気持ちになれる癒しの場所。そしてみんなまた明日から顔晴れる（がん
ばれる！)。

3674 一般 プロ野球ナイター中継親子で観戦。一緒に歌う応援歌。「勝っても負けても同じ仕草」と　笑顔で見守る母親かな。
3675 一般 食事の時に自分の話ができる雰囲気がある空間。テレビなしで会話がいきかう食事。
3676 一般 家族そろって食事する。今日あったできごとを話しながら。

3677 一般
私が子どもの頃は、家族が茶の間に自然と集まり、誰となくその日の一日のことを話し、居心地の良い場所でした。お腹の赤ちゃんが生まれたら、家族
が自然と集まる居心地の良い場所、子どもが安心して帰ってくることができる場所にしたいと思います。

3678 一般 家族の仕事はみんなで一緒に！
3679 一般 手作りのおやつとお茶ではずむ会話
3680 一般 あいさつ　会話のたえない　ぬくもりのある家庭
3681 一般 温かかな食事囲んで　笑顔でご飯
3682 一般 テレビのアイドル　俳優よりも　家族としっかり向き合おう。その時間が家族の絆を深めます。

3683 一般
子どもが小さかった頃は、小さな円卓（ちゃぶ台）を囲んで食事をしていました。子どもが大きくなったら長いテーブルにかわりました。家族が増えるたび
に並べるお皿も増えました。６人家族で食事をしていたのが、今は３人。それでも次は孫も加わって２つのテーブルが必要になりそうです。卓球もできる
大きなテーブルを囲んで笑顔と会話がはずむ日も近いです。

3684 一般
時にはテレビを消し、時には携帯から目を離し、時には音楽プレーヤーのイヤホンを外して、湯のみ片手に食卓を囲んでみませんか？「消して、離して、
外した」すき間にお茶の香りが入り込み……。さあ、すてきな「お茶の間」のできあがり！！

3685 一般 週に一度は全員集合！　今日のニュース報告会！　今日はファミリーディナーデー
3686 一般 気がつくと家族全員がそろっている居間。ささやかな幸せを味わえるひとときです。

3687 一般
我が家は共働きなのでなかなか家族全員そろって夕ご飯を食べられません。でも、一緒にいられる時は、学校の事、幼稚園の事をお互いに話題にして
楽しみます。親が疲れている時には、いろいろお手伝いをしてくれたり、マッサージをしてくれたりと仲よく協力してすごしています。

3688 一般
お母さん　いつも食事のしたくありがとう　今日はお父さんがお皿を洗うよ。子どもたちも自分の使った食器は流しまで持っておいで。お母さんちょっと休
憩していてね。

3689 一般 笑顔で「おはよう」は気持ち良い一日のスタート！
3690 一般 家族でも「ありがとう」の言葉は、感謝をあらわす大切な言葉です。
3691 一般 一日一回は家族全員そろって「いただきます。」
3692 一般 みんなで作って、みんなで食べる。家族そろって「いただきます。」食事の時は「ノーテレビ！」
3693 一般 学校　仕事とそれぞれ違う一日を過ごしていても、一日の終わりは笑顔でそれぞれの一日を知る。まるで一日ずっとすごしていたかのように。
3694 一般 みんな元気に行ってきます。あったかごはんをいただきます。
3695 一般 いつでも集えて団らんのお茶の間
3696 一般 一日一回家族そろって食事をしよう！
3697 一般 掛川のおいしいお茶を飲みながら、家族が揃って笑顔で最近の出来事等を話し合えたら最高に幸せです。
3698 一般 「今日ね、あのね……」楽しい報告、笑顔あふれるリビングルーム
3699 一般 家族の誕生日や季節の行事では、そろって祝いをします。
3700 一般 一つだけ家族全員が好きなＴＶ番組があり（アニメ）、それだけはいっしょにみています。
3701 一般 時々将棋をやります。２勝した人がお父さんと対局できるというルールが自然にできています。
3702 一般 家族そろって夕ごはん　一年に一回家族そろって旅行　家族みんながそろう時を大切に
3703 一般 中高生も自分の部屋に入る前の１０分間を家族とともにすごしましょう。
3704 一般 夕食時、あちらこちらに広がる話題、つなげ広がる４世代の笑顔
3705 一般 休日の農の手伝い、地べたに座って一服一話（ひとばなし）、疲れ忘れ心休まる時間！
3706 一般 野球、バレー、スポーツの話で家族が集まる楽しい時間
3707 一般 家族そろって夕ご飯　今日の出来事報告会
3708 一般 「おはよう！」と笑顔で集まる 朝ご飯
3709 一般 早寝早起き　みんなそろって　夕ご飯
3710 一般 美味しいご飯を囲み、はずむおしゃべり、はじける笑顔
3711 一般 仕事・学校・習い事・・・何かとすれ違う家族だけど、夏休みのラジオ体操は、今年もみんなで続けよう！
3712 一般 朝ごはん　家族そろって　いただきます。
3713 一般 夕食後　家族みんなで　一日一話一笑
3714 一般 朝ごはん　みんなそろって「いただきます。」
3715 一般 食事中、テレビ見ないではずむ会話
3716 一般 「１日１回は家族そろって食事をしよう」
3717 一般 「せめて食事どきには携帯電話を使うのやめよう！」
3718 一般 「お茶の間では家族団らんくつろぐ場所に」
3719 一般 「今日の楽しかった出来事、お父さんとお母さんも知りたいな」
3720 一般 「夏は焼き肉、冬は鍋　家族で食べると美味しいね」

3721 一般
「家族個々が購入した本、雑誌を読み終えたとき、自分の部屋に仕舞ってしまうとか、すぐリサイクルに出してしまうのではなく、家族皆の目に留まるお
茶の間に置いておきましょう。置いてある本、雑誌を何気なく手にして会話が始まります。」

3722 一般 「家族そろっていただきます。会話のおかずで ご飯が美味しい」

3723 一般
「お茶の間は、家族団らん、笑顔いっぱい」「家族団らん、昔お茶の間、今リビング」「お茶の間で、家族みんなが、鎧脱ぎ」「ちゃぶ台は、家族みんなの、
顔が見え」「家族の絆、昔お茶の間、今ケイタイ（スマホ）」「お茶の間は、時の流れで、消えてゆき」「お茶の間は、何でも話せる、憩いの場」「お茶の間
は、昔ちゃぶ台、今ソファー」

3724 一般 「家族そろって、会話がごちそう、我が家のご飯」
3725 一般 「生まれたときから家族の一員　０歳からのお手伝い」
3726 一般 「食器の片付けは僕、洗濯物たたみは私の仕事だよ」
3727 一般 「孫の笑み　家族が揃う　茶の間から」
3728 一般 「家族みんなの顔を見ながら笑顔で食卓を囲む」
3729 一般 「ただいま」「おかえりなさい」一日の疲れふきとぶ優しい笑顔
3730 一般 「今日も元気だ　家族そろって朝ごはん」「お茶の間は　家族みんなの発着駅」「お茶の間は　家族みんなの始発駅」
3731 一般 「お茶の間は　家族みんなの読書の間」「家族が　お茶の間に集まって　エコな冷暖房」「お茶の間で掛川茶、はずむ会話と元気なからだ」
3732 一般 早寝、早起き、朝ご飯。おはよう、おやすみ、ごちそうさま。家族に感謝「ありがとう」。

3733 一般
おはよう、いってきます、ただいま、おやすみなさい、大きな声であいさつから。家族がそれぞれ違うことをしていても、同じ部屋、何となく集まってくる居
心地の良い部屋。

3734 一般 朝食に「今日もがんばって！」の願いこめ、家族の心と体に元気注入。
3735 一般 学校のできごと話す子どもたち　目を見てきいて　くつろぎタイム。
3736 一般 今日のできごとあれこれと　会話がはずむ　わが家の夕食。ぼくはポチ、私は玄関掃き掃除、進んではたらく朝の一時。
3737 一般 家族そろって笑顔いっぱい、会話いっぱいの時間、空間のある毎日
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3738 一般 おいしいものを食べ、楽しくおしゃべり、自然と家族が集まる家庭

3739 一般
平日も休日も早寝早起き朝ごはん。朝ごはんは必ず家族全員そろって食べます。夕ご飯の時はテレビをつけずにノーメディア。その日の話をたくさんし
ます。

3740 一般 家族全員で楽しかった話題を出し合い、笑う。
3741 一般 おはようと朝ごはんは忘れずに　みんながそろう　貴重な時間
3742 一般 食後の一服５分間、掛川茶で健康に。
3743 一般 「おはよう」から始まる一日のはじまり
3744 一般 家族そろって、朝・夕ご飯「いただきます。」「ごちそうさまでした。」を言うことのできるお茶の間。
3745 一般 「今日はどんなことがあったの？」と聞く親。「今日はこんなことがあったよ。」と話し始める子ども。
3746 一般 「ただいま」の子どもの声と夕飯を囲むにぎやかな声。家族の話にみんながアレコレと反応するにぎやかな笑い声。
3747 一般 今日一日をふり返って「あんなこと　こんなこと　あったでしょ」で楽しく夕食、明日もがんばるぞ！！
3748 一般 家族そろって　朝晩の　いただきますとごちそうさま

3749 一般
テーブルを囲んだり、部屋に集まったりしながら、読み聞かせやカルタ・オセロ・将棋・学校の話や友達の話などを通して、自分と家族の幹を太くし、枝葉
を広げる場

3750 一般
その日にあったことを報告し合い、自分の居場所を確認する場だと思います。ざっくばらんに話をすることで、悩みや不安が解消されていくと思います。
子どもを通じた家と学校のコミュニケーションの役わりもあると思います。

3751 一般 眠る前の読み聞かせ「もう一冊」の声がうれしい父と母

3752 一般
夜ごはんの時は、テレビを消して、その日あったことをそれぞれ聞き合い、言い合い、笑いのある時間がいいと思います。話の花がさくようなお茶の間が
理想です。そして、あいた時間はテレビではなく、家族みんなでできるゲーム（テレビゲームではなく）でもりあがれる茶の間がいいです。

3753 一般 みんながニコニコお茶の間を
3754 一般 わらって聞ける今日のできごと。失敗もくやしかったことも素直に話せて、心が軽くなる空間
3755 一般 家族みんなで夕食、食後はみんなでトランプ　カルタ
3756 一般 「ありがとう」言葉が深める家族の絆

3757 一般
お茶の間で、一日の出来事を振り返り、心を通り過ぎた感情（喜び・嬉しさだけでなく、悲しかったこと・つらかったことも）を共有できる温かな家庭づくりが
理想です。

3758 一般 一日の始まりの朝食と一日の終わりの夕食、家族そろって「いただきます」「ごちそうさま」を言える家族でありたい。
3759 一般 お茶の間に響くページをめくる音
3760 一般 常に笑顔のあふれるお茶の間を目指すために、お互いに目を見て話す習慣を身につけます
3761 一般 「いつもありがとう」小さな感謝を言葉にしよう

3762 一般
「聞いて！聞いて！」「あのね、今日ね…」我が家のお茶の間はいつも話し声がいっぱい。聞いてくれる家族がいる、話したい家族がいる、そんなぬくもり
いっぱいのお茶の間、家族にとってなくてはならない場所。

3763 一般 家族がそろったら、ひと言　語ろう
3764 一般 家族みんなで一緒に食事をしたり、話したりする場です。テレビのことでも自分のことでもいっぱい話をして、いっぱい笑いあえる場です。
3765 一般 お父さんが淹れたコーヒーで　食後の楽しみ　親子でゆったり、　デザートタイム　「おいしいね。」の一言で疲れた心がやわらぎます
3766 一般 家族それぞれ　いろいろなことが　あるだろうけど、「やっぱりここが落ち着くな」と思うことができる場所
3767 一般 帰ってくるとほっとする家族の笑顔と優しい言葉
3768 一般 「おいしいお茶においしいうけ菓子」おいしいものを家族みんなでいただけば、みんな笑顔　になれるはず。

3769 一般
『同じ時間を一緒に過ごす』　日曜17時半。家族みんなが居間に集合します。中学生の息子もおじいちゃん、おばあちゃんも、みんなそろって「笑点」を見
て笑う。翌日からまたがんばろうと思えるパワー充電の時間です。

3770 一般
笑顔で「おはよう」すてきな１日のスタート。１日の生活は「おはよう」のあいさつではじまります。家族みんながそろって笑顔であいさつすることで気持ち
の良い生活を送ることができると思います。

3771 一般
笑顔と元気な声で「いただきます」残さず食べて「ごちそうさま」。どんな調味料よりあなたのお手伝いが味の決めてです。じいじが作ったお野菜をママと
バアバがお料理して「さあ、我家のレストランへいらっしゃい」。折り紙もあやとりもテーブルかこみおでこで会話てんこもり。

3772 一般 犬連れて家族でキャンプで大自然協力し合いテント張る。

3773 一般
子供に「お茶の間」って知ってる？と聞いた所、「知らない何それ？」と返事が。私が想う「お茶の間」のイメージは、丸いこたつで家族が向き合いみかん
を食べながら同じ話題でもりあがるといった感じでしょうか。こたつやみかんが無くても家族の存在をお互い尊重し合える関係が理想です。

3774 一般 母への反抗、大目に見ますよ。外では良い子でがんばってるもんね。
3775 一般 お茶の間に自然と集まる笑顔と会話「ありがとう」は究極のおもいやり言葉、ほめ言葉

3776 一般
お勉強もお仕事も雑用も我が家はいつもお茶の間で行っています。家族の目がある場所でそれぞれが個人の用件をこなし、時には質問したり、将来の
話をしたり、思い出話や気がついた事を言葉にする。おのずと会話、対話のあるお茶の間になり充実しています。

3777 一般 言わずとも肌で感じる家族愛
3778 一般 家族そろっての穏やかな暮らし
3779 一般 日曜日、今日はみんなで食事の支度
3780 一般 早起きし、家族そろって朝ごはん
3781 一般 「行ってきます」、「行ってらっしゃい～」で気分良い！！
3782 一般 囲んで食べれば、広がる家族の輪
3783 一般 忘れるな　身近にある　大切な者
3784 一般 ひとりより　ふたりで食べる　晩ごはん
3785 一般 一日の出来事を家族みんなで会話する場所、お茶の間
3786 一般 「あのね、きょうね」心と言葉が育つ場所
3787 一般 明るく掛け合う言葉が活力に！　　・家族の輪が心と体の栄養に！

3788 一般
嬉しいことも　悲しいことも　家族に話して聞いてもらう。それが私の支えや励みになっている。ありがとう！　いっぱい笑って、怒って、泣いて、家族の絆
が深くなるね。これからも、ずっとよろしく!

3789 一般 「パパあのね♪」「ママあのね↴」何でも話せる集いの場。厳しさの理由(わけ)がわかる頃、父、母(ちち、はは)に…受け継がれてく我が家のしつけ

3790 一般 『笑顔・笑い・会話』でつなぐ、ぽかぽか家族　　何事も“ワッハハ”で笑いとばそう！ファミリ－パワー！
3791 一般 家族の笑顔が心と身体のエネルギー　・　『喜怒哀楽』みんなでわかちあうと嬉しいね！
3792 一般 家族で育てよう！！チャレンジ精神
3793 一般 あいさつから始まる家族の輪（会話）」
3794 一般 「おはよう」一日始まる合い言葉　　・日々感謝、当たり前を大切に
3795 一般 けんかしてもすぐ仲直り！！　　・相手を想うあったかなハート
3796 一般 「おはよう」から「おやすみ」まで家族の会話をたくさんしよう。
3797 一般 お茶の間で描こう我が家の未来予想図。我が家ではぐくもう温かな心。種をまこうお茶の間で、咲かせよう社会教育の花。

3798 一般
話せていますか？今日のすみずみ、心のすみずみ。みつめていますか？じぶんのこころと家族のこころ。お茶の間は家族が心やすめ、励まし励まされ
る場所です。私たち人間はお茶の間で育つんです。

3799 一般 大事な話をするときは、家族一丸となって話し合いをする
3800 一般 あいさつを　毎日笑顔で交わす。その日にあった出来事を　報告し合う。
3801 一般 家族で食卓を囲み、その日の出来事を和気藹々と話す

3802 一般
テレビを止めて、親子でカードゲーム、ウノ・トランプ・百人一首。勝負を楽しむ、子どもにも手加減しない。和やかな中にもバーチャルでない勝負の厳し
さを伝えたい。

3803 一般
娘達が独立し、夫婦２人だけの生活です。共働きなので２人でのんびりするのは夕食からその後の時間です。今日あったこと、ＴＶから拾った話題、娘や
孫達のこと、老後のこと、旅行のことなど、いろいろ話しています。これからも２人で一緒にいる時間を大切にし、たくさん話したいと思います。

3804 一般
家族それぞれが一つの空間の中に居て、言葉のキャッチボールが何分も続くことや、会社・職場・地域の集まり、学校でも言葉のキャッチボールが何分
も続くことだと思っています。

3805 一般 一日の始まりは　みんなで　笑顔で　「おはよう」から

3806 一般
「夫婦仲良しで!!」結婚して１年。仕事で２人とも遅く帰る日が多い…。夜は、そろって必ず「かんぱいっ!!」。夕食でのこの時間にたくさん話すのが、毎日の
楽しみです。

3807 一般 おばあちゃんを囲んで、けんかしたり笑ったり、にぎやかなお茶の間。とにかく、みんなそろって日々を過ごせたらいいなあ。
3808 一般 おそうじは　みんなで分担。子どもらも　モップ片手に　お手伝い。
3809 一般 家族だから愚痴も言えるし、注意もできる。弱みを見せ、助け合える空間。
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3810 一般
食事は生きる基本です。三食絶対欠かさないこと、「いただきます」「ごちそうさま」を必ず言うことを大事にしています。家で作った野菜を調理して、「美味
しいね。」「今年はよくできたね。」という会話も大切にしています。

3811 一般
大皿のおかずにみんなの箸がのびる。今日あったこと、楽しみにしていること、この頃気になっていること、好きなテレビ番組のこと…。いろんな話が飛
び交う。家の中で一番あったかい所。

3812 一般 こたつ、机を家族で囲んで、みんなでご飯を食べる。テレビも見ないでお互いの顔を見ながら、楽しい食事。
3813 一般 「今日は何にしようか？」と一緒に食事を作ったり、「一番楽しかったことを聞いて！」とおしゃべりしながら食事のできるお茶の間。
3814 一般 家族みんなで食事をとりたい。
3815 一般 家族みんなで　笑顔で囲む　母の味

3816 一般
月に一度は『家族全員集合し、掛川お茶の間の日』とする。このお茶の間の日に家訓(標語)を一つ決め、一ヶ月取り組む。それを毎月繰り返し、我が家
のオリジナル家訓カレンダーとする。こんなことをしながら、学び、安らぎ、楽しみの空間がつくれたらいいなあ。

3817 一般 家族揃って楽しい会話と美味しい食事
3818 一般 笑顔と会話であふれる時間
3819 一般 家族のニュースはお茶の間から
3820 一般 ゆかいな我が家は茶の間ジック
3821 一般 いつもお昼寝　家のネコ
3822 一般 お茶の間で今日の出来事パス交換
3823 一般 お茶の間に集まって和やかに会話を楽しみましょう！
3824 一般 お茶の間に、家族の笑顔と掛川茶。三世代、会話はいつも、茶の間から。
3825 一般 たまにはお説教されることもあるけど、楽しい話題はもっとたくさんある。それが、お茶の間。
3826 一般 夕ごはんは、家族そろって、「いただきます！」

3827 一般
いつも家族そろって夕ご飯、みんなでおしゃべりタイム。お茶の間にみんなそろって今日一日の事話そうよ。お茶の間にみんなが集う我が家には健康生
き生き家族。

3828 一般 お茶の間で家族とつながる笑顔の”ほっとLINE(ライン)"
3829 一般 お茶・お菓子を食し、楽しくおしゃべり

3830 一般
その日会ったことなど楽しく会話しながら食事をする。苦手なものもちょっと我慢して食べる。食後は、おいしいお茶を飲みながら、一緒にTVを見たりしな
がら、会話する。ゲームなどはほとんどしない。

3831 一般 いっしょにごはんを食べて、おいしく感じること。
3832 一般 家族で響く「ありがとう」。ちょっとしたことでもやってもらって当たり前にしない。「ありがとう」をきっかけに会話して心をつなぐ。
3833 一般 手作りご飯と楽しい会話は、家族みんなのエネルギーの源!!
3834 一般 家族4人で囲むテーブルも、あと2年。我が家を子が巣立つ日まで大事にしたい日々。
3835 一般 テレビはついていても内容をみんなで共感できるような「お茶の間」が良いと思います。
3836 一般 パソコンもテレビもゲームもスイッチ切れば家族の会話”ＯＮ”になる。
3837 一般 うれしい事もつらい事もいっぱい話してね。家族みんなで受けとめるから！！
3838 一般 元気な声でのあいさつが明るいわが家の第一歩！！
3839 一般 食事時家族でおしゃべりストレス解消！これで毎日元気はつらつ！！
3840 一般 家族で共通の趣味をもつ、テレビでスポーツ観戦、楽しく応援。
3841 一般 夕食はその日の出来事フリートーク。夕食後２人のキョウリュウジャーのダンスショー。いただきます家族みんなで手をつなぎ。
3842 一般 机を囲んでみんなでご飯　会話が続くだんらんづくり
3843 一般 おいしいね　畑で穫れた　家の野菜
3844 一般 見て、感じて、話して、食べて･･･　家族と共に　心を動かし　心を交わす　ほっこりとしたお茶の間。
3845 一般 お手伝い　おいしい手料理　笑顔で食べよう　家族で話す　今日の出来事

3846 一般
いつも座る場所が決まっているお茶の間で　しゃべったり、食べたり、勉強したり。家族が何でも言い合える大切な場所でいろんな時間を過ごそう。家族
一人一人が　家族みんなの応援団。

3847 一般 テレビを消してさあご飯。　おかずも家族の会話でおいしさ満点。小さなことでも｢ありがとう｣。感謝の気持ちで優しい笑顔　また明日もがんばろう！

3848 一般
「少しくらい」家族の笑顔を浮かべかき消して。「いってらっしゃい　気をつけて」背中に受ける家族の思い。「やっておいたよ」「ありがとう」　思わず笑顔の
お手伝い

3849 一般 我が家のテレビは１台　みんなで仲良く。勉強は食卓　寝床は川の字で　孤室対策。
3850 一般 えんがわで、お茶を飲みながら庭を見る
3851 一般 親子でキャッチボール、心のキャッチボール
3852 一般 家族旅行で家族の絆を結ぶ。夜更けの受験勉強に合わせて、夜なべ仕事。新聞の音読聞きながら間違い直す。
3853 一般 今日の出来事　生き生きと話す我が子の笑顔　最高の夕食
3854 一般 何よりも心の栄養　みんなの笑顔
3855 一般 何でも話そう、家族だから。何でも言わない、家族だけど。
3856 一般 朝起きて、家族の笑顔にホッと一息
3857 一般 毎日の「いただきます」「ごちそうさま」「ありがとう」をお茶の間から。
3858 一般 食材と話題と笑いで　まーんぷく。あわただしい朝の食卓。話題と笑いで、さらに時間なし。
3859 一般 携帯の文字見るよりも　家族団らん。そうだ　リビングへ行こう。
3860 一般 きれいな嫁と　朝食を　そんな茶の間にしてみたい
3861 一般 幸せな　ひととき　家族で囲む食卓
3862 一般 家族そろって晩ご飯　家族そろって笑い話
3863 一般 お茶の間の　会話で、心のエネルギー充電ＯＫ。夕食は家族みんなで同じメニュー、はずむ会話に好き嫌いなし。
3864 一般 その笑顔が見たくて今日も夕食作ります。（夫）
3865 一般 お茶の間で　今日一日の報告会
3866 一般 会話で知ろう、家族の変化を。我が家のきまりは、社会のきまり。
3867 一般 将来の夢を語り合う事のできる、笑顔あふれる家庭
3868 一般 「いただきます」「ごちそうさま」「いってらっしゃい」朝しか全員そろわないのだから、みんな一緒に食べましょう。
3869 一般 １日１回はみんなで見よう!!お茶の間にある家族掲示板
3870 一般 寒くてもほんのりあたたか楽しい会話
3871 一般 家族全員がそろって食べる夕食
3872 一般 いつの日か、みんなで飲もう、語り合おう
3873 一般 テレビは茶の間に一台、家族全員集合
3874 一般 いつも家族全員の時間がある、エコにもつながりみんなニコニコ
3875 一般 愛情たっぷり、ご飯と家族の笑顔でご飯も美味しい
3876 一般 夕食後の会話は、大事な家族のコミュニケーション
3877 一般 いってきます、ただいま、暖かい言葉を交わす家庭を作りましょう
3878 一般 早く寝て、次の日元気に過ごしましょう
3879 一般 テーブルを家族みんなで囲んで１日の振り返り、明日も元気にがんばれる
3880 一般 朝食・夕食の時には家族団らんで楽しく食事。今日一日の様子、楽しかったこといやだったこと何でも話題にします
3881 一般 「この料理美味しいね｣で始まる家族の会話、家族の笑顔
3882 一般 家族そろっての団らん夕食
3883 一般 茶の間にあるテレビのチャンネルを譲り合いながら見ている
3884 一般 掛川のお茶とお菓子を囲んで弾む家族の会話
3885 一般 お互いに１日の流れに感謝の言葉が飛び交う、そんなあたたかな時間作り
3886 一般 家族みんなの顔を見て安心、.ペットも家族、みんな幸せ
3887 一般 ｢おはよう｣｢いただきます｣｢行ってきます｣当たり前の朝の会話で幸せです
3888 一般 お茶の間で勉強する子ども、その勉強を一緒に解く父、その姿を温かく見守る母
3889 一般 「おはよう」「いってきます」「ありがとう」何気ない言葉を照れずに言える優しい空間
3890 一般 笑顔や笑いであふれてる心が安らぎ落ち着く我が家
3891 一般 晩ご飯を家族全員そろって食べること。その中でいろいろな会話が交わされている。
3892 一般 自然と会話ができる夕食
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3893 一般 親も子どもも台所で食器を運び、盛りつけをして食事の準備を全員でつくる朝食と夕食

3894 一般
ちゃぶ台が家族を囲み暖を取る。「しる」「かたる」「つながる」｢笑い合える｣まさに家族団らんはちゃぶ台から始まる。そして茶の間はちゃぶ台でつくる｢コ
ミュニケーションスペース｣です。

3895 一般 ほっとして、家族がいたくなるお茶の間
3896 一般 掛川茶　飲んで　ほっと一息　我が家の団らん

3897 一般
お茶の間と縁側は後世に残したい日本の文化遺産です。家が和式から洋式になり、姿かたちは変わっても、お茶の間で触れ合い、縁側で一時を過ごす
家族は支えあい助け合い高め合うことができる仲良し家族、理想の家族です。私は椎原家の磯野波平さんになりたいです。

3898 一般
私の家では朝と夜、「いただきます」を家族みんなそろってするのが、小さい頃からのずっと続く習慣です。働き始めたからは、仕事のアドバイスを食事を
しながら仕事のアドバイスをもらうことも増えました。自分が家庭を持つ時も、そろって「いただきます」の習慣を続けて、あたたかい家庭にしたいです。

3899 一般 朝食は家族そろって「いただきます。」みんな笑顔で１日のスタート。川の字にみんな並んで、読み聞かせ
3900 一般 おはよう、ありがとう、おやすみなさい。家の中から始まるあいさつ運動。笑顔あふれる明るいお茶の間になってほしいです。
3901 一般 朝は家族がそろって朝食をとる。夜はテレビを消して、家族がそれぞれ１日のできごとを話し合いながら、夕食のテーブルを囲む。
3902 一般 やっていることは、ばらばらでも家族みんながそこにいる。そんな時間を持つようにしたい。

3903 一般
「今日ね。・・・」「私はね。・・・」夕ご飯を食べ終わった後の数分間。お茶とお菓子を食べながら、今日の出来事をみんなで言い合うこの時間がほんわか
幸せ。

3904 一般 親と子どもが一緒にやることが忙しい１日の中でも２個以上有るとよい考えます。料理、洗濯などの家事、食事、読み聞かせ、宿題を見てあげること。

3905 一般
祖父、祖母には自分を生み育ててくれた人として感謝の気持ちを持ち、体の様子や世間話をして、安心して楽しく暮らせるようにしたいと思います。子ど
もとは、仕事の話や世の中の話、テレビ、趣味の話をして大切な団らんの一時を過ごします。

3906 一般
甘いお菓子にはずむ会話、笑顔あふれる時間
涼しい時間に、家族みんなでウォーキング

3907 一般
気になっていること、悩んでいること、うれしかったこと、おいしいごはんをみんなで囲んで話をする。そんな心を交わし、安心できる家庭になったらいい
な。

3908 一般 徳を積む朝のあいさつ「おはようございます」。地産地消の農産物をいただいて我が家の健康づくり。笑顔の花が咲く元気なあいさつ。
3909 一般 休日は家族揃って夕ご飯
3910 一般 夕飯には、お父さんお母さんに学校での報告
3911 一般 １日があいさつで始まり、あいさつで終わる家庭づくり
3912 一般 遠出からの帰宅、茶の間で土産を待つ家族
3913 一般 我が家のテーブル　静寂知らず　お父ちゃんにもしゃべらせろ
3914 一般 仕事で遅く帰った日でも　うれしい団らん　お父さんあのね・・・。
3915 一般 夕ご飯　会話もはずむ　聞き上手
3916 一般 帰り道　居間の明かりに　はずむ声
3917 一般 テーマパーク　がんばる父さんに家族が拍手
3918 一般 本音で話そう
3919 一般 お茶の間で家族ザワザワめだかの学校
3920 一般 家族全員そろって食べよう
3921 一般 子供の話に耳を傾けよう
3922 一般 家族との会話がはずむ、食事あと。
3923 一般 夕食は、家族でお話おいしいな。
3924 一般 お茶の間には、テレビよりも楽しい会話、気がつけばみんなが集まっている。
3925 一般 日曜夜にサザエさんを見ながらいっぱい。日曜夜にまる子ちゃんを見ながらいっぱい。
3926 一般 7時からリビングで輪になって和む
3927 一般 晩御飯、みんなで立ってお手伝い
3928 一般 食卓で、みんなで覗くタブレット。リビングでそれぞれ見ているスマートフォン。
3929 一般 今までもこれからも二人並んで晩酌ＴＩＭＥ
3930 一般 家族そろって「いただきます」
3931 一般 お茶の間に家族集まり30分お互いの今日の出来事を話す
3932 一般 共通のマンガ読み、親子で会話楽しいな
3933 一般 楽しいなサザエさんと毎週家族でジャンケンポン
3934 一般 「行ってきます」「おかえりなさい」母と繰り返す合言葉
3935 一般 朝夕は皆んな一緒においしい御飯
3936 一般 週に一度は皆んなで食卓を囲みます。
3937 一般 今日の出来事、しゃべる人、きく人がいる処
3938 一般 家族そろって「いただきます。」楽しく会話ができるところ。
3939 一般 一日一回、家族で食事！
3940 一般 一日の報告はお茶と供に！
3941 一般 お茶の間で話しがいっぱい楽しいよ
3942 一般 みんな集えば笑顔　花咲くわが家の茶の間
3943 一般 今日の出来事、茶の間で報告会
3944 一般 テレビ消して、一日の出来事の話の花さくお茶の間
3945 一般 お茶の間での会話から家族の歴史が始まります
3946 一般 家族が揃えばそこがお茶の間
3947 一般 茶を飲んで　笑って泣いて喧嘩する
3948 一般 家族で飲むも良し　一人で飲むもまた良し　これが私のお茶の間だ！
3949 一般 親父がちゃぶ台ひっくり返しておこるも家族だなあ～！！
3950 一般 食事は家族そろって！夕食は特に！オヤジはダラダラ晩酌をしない
3951 一般 子供の一日の出来事を報告として聞く
3952 一般 食事はみんなで準備し、みんなで食べる
3953 一般 家族そろって朝ごはん
3954 一般 「ほっ」と一息つける場所
3955 一般 食卓をみんなで囲み家族団らん
3956 一般 言いたいことを言える場所
3957 一般 「飛雄馬っ！！」　ガシャーン！！
3958 一般 みんなでごはん　弾む会話で　楽しい食事
3959 一般 毎日の何気ない会話ができる・聞ける場所
3960 一般 「ありがとう」の一言で心あたたかに
3961 一般 他愛のない話がご飯のおかず
3962 一般 食事の会話でごはん３杯！
3963 一般 家族での会話が私のストレス解消法
3964 一般 家族みんなの顔を見るだけで安らげる場所
3965 一般 お茶の間は、座った婆ちゃんの膝に孫が入ってTV見るみんなが幸せになる場所。食卓は、好きな物を交換し合う微笑ましい兄弟姉妹の姿を見られる場
3966 一般 「いただきます！」家族そろって楽しい食事
3967 一般 笑い声はいつも茶の間から
3968 一般 茶の間の手本は、サザエさん一家
3969 一般 深蒸しのお茶淹れ、今日の当番はお父さん
3970 一般 みんなで、いっしょに楽しい夕ご飯を。
3971 一般 「ありがとう」「どういたしまして」で会話が弾む
3972 一般 何も言わずとも皆が揃うだけで安心できる。野球は巨人、相撲は大鵬と３代揃って熱狂した場
3973 一般 一つのダジャレから大きな笑顔のあふれる家族
3974 一般 家族一人一人が聞き上手　安心して自分の思いを話し受けとめる空間に！！
3975 一般 いろいろ話せる温かな家族　たくさん話してお互いの理解をする
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区分 私の描くお茶の間像
3976 一般 家族の共通の話題捜しは必要だと思われる。話がなくとも家のどこかや車に家族全員がそろうことは大事なことだと考える。

3977 一般
けん玉、こま回しは祖父に、家庭菜園でとれたてのおいしさは祖母に、自転車や水泳、工作は父に、季節の行事は母に、近所のおじさんもおばさんも含
めて周りにたくさんの先生がいるって幸せですね。

3978 一般 食事中はテレビをつけず会話
3979 一般 居間でテーブルをかこんでソファーにすわり、みんなでお茶をのむ、テーブルには大きなせんべい。
3980 一般 みんなで準備　みんなで片づけ　夕ごはん　・・・が理想です。
3981 一般 働く二人　向かい合うのはわずかな時間　励まし　けなし　労り合い。
3982 一般 お茶の間で　笑顔とともに　今日の報告
3983 一般 晩ごはんは　おなかが鳴っても　家族そろって　「いただきます！」
3984 一般 子供ができて、家族が増えるとうれしいな。
3985 一般 笑いあい　話しあい　あいだらけのお茶の間

3986 一般
昔買い集めたビデオやＤＶＤを妻や子ども２人と一緒に楽しむ。妻も私も内容をほとんど忘れているので初めて見た時のあの感動を再度経験できる。歳
をとり、忘却のもたらした幸福の一時を今日も家族と楽しむ。

3987 一般 「いつでも聞くよ」と父が言う　愚痴でも何でも話せる場
3988 一般 テレビを消してもにぎやかな食卓。「人の悪口は絶対に言わない」それが我が家のルールです。
3989 一般 家族そろってお茶の間ＷＥＳＴ（Work Eat Study Talk)

3990 一般
私の描くお茶の間像は私の家庭そのままです。私が仕事で忙しくなったせいもあり、「できる人ができることをする」という仕組みができました。でも一緒
に家族で食事ができる時は挨拶当番があり、順番で「いただきます」をします。また父親が積極的に本を読み聞かせたり、義父母が家事をやってくれた
り、子どもが家の人を手伝ったりと母親が不在でもみんなで助け合う気がねのない温かなお茶の間が我が家のお茶の間です。

3991 一般
私の描くお茶の間像は私の家庭そのままです。私が仕事で忙しくなったせいもあり、「できる人ができることをする」という仕組みができました。でも一緒
に家族で食事ができる時は挨拶当番があり、順番で「いただきます」をします。また父親が積極的に本を読み聞かせたり、義父母が家事をやってくれた
り、子どもが家の人を手伝ったりと母親が不在でもみんなで助け合う気がねのない温かなお茶の間が我が家のお茶の間です。

3992 一般 茶の間から生まれる我が家の物語、ホームコメディばかりじゃないけれど
3993 一般 朝と夕、１日２回は家族みんなが食卓を囲み、今日の予定や出来事を話しながら食事するお茶の間

3994 一般
自家菜園で採れた野菜を使い、親子で楽しみながら調理した料理が並ぶ食卓に、家族全員が顔を合わせて、その日の出来事をあれこれ笑顔で話し合
いながら食事する茶の間。

3995 一般 「働かざる者　食うべからず」我が家のキャリア教育
3996 一般 笑顔いっぱい　食と会話がはずむ　我が家の食卓
3997 一般 ｢今日は何が楽しかった？｣家族みんなで　会話がはずむ　夕ごはん
3998 一般 ほどよい距離で関わり合う　でも、いざというときは助け合う
3999 一般 美味しい御飯、弾む会話、溢れる笑顔
4000 一般 毎日　笑顔で「いってきます」と「いってらっしゃい」
4001 一般 子どもから夕食に聞く　学校の様子に　一喜一憂
4002 一般 お腹も心も満腹、みんなで囲む　あったかご飯
4003 一般 家族で一日の出来事を話せる大切な時間を過ごす場
4004 一般 寝る前の読み聞かせ　親子のふれあい温かさ
4005 一般 ３世代いっしょに、人生ゲーム（紙バージョン）、すごろくゲーム、トランプ、ウノをやって楽しむ
4006 一般 小さな事、当たり前のことにも「ありがとう」
4007 一般 食卓には、食べたーいと思う　色どりのよい食事を
4008 一般 家と家、人と人がつながりあって、みんながつながる大きなお茶の間。ちゃぶ台を囲んで、今日の出来事、心のことを話す家族。
4009 一般 寝る前に布団の中で親子で一日の出来事を話しする。その時間が一日の終わりのほっとする時間になるといいな。
4010 一般 夕飯前に　今日のがんばりを発表し合い　みんなで乾杯してから「いただきます」
4011 一般 笑顔の食卓　我が家の宝
4012 一般 お茶の間で、おいしいお料理、ゆかいなおしゃべり、素敵なひととき楽しもう
4013 一般 今しかできない親子の会話　「うん！うん！」とよく耳を傾けて…
4014 一般 聞いてほしい話をおみやげに、家族の待つ家へ「ただいま」
4015 一般 我が家のポテトサラダは畑のじゃがいもと紫たまねぎにきゅうり　「じいじの作った野菜は美味しいね」と感謝感謝の食卓
4016 一般 毎日　おいしい掛川茶を飲みながらの　健康団らん家族タブレットを通じて家族会議　今風のお茶の間スタイル？
4017 一般 テレビの横に世界地図読み終わった本をお茶の間に

4018 一般
「今日は　どんな1日だった？」それぞれの１日を語るひととき、家族の１日を知ることが、会話を増やし、お互いを理解することにつながります。そこから
元気がうまれます。それができるのは、お茶の間しかありません。

4019 一般
今は、昔のような「ちゃぶ台を囲んで・・・」ということはないと思います。しかし、「家族みんながリビングにいつもいて、一緒にテレビを見たり、今日あった
ことを話したりする」「子どもは宿題をダイニングのテーブルでやり、わからないことを夕飯の支度をしている母親に聞く」等はできるし、私の描くお茶の間
像です。わざわざやるのは×。

4020 一般 家族みんなで読書の時間、心にもたっぷり栄養を
4021 一般 家事分担　できたゆとりは　家族でだんらん
4022 一般 ケンカしても、一晩寝たら　元気にあいさつ　「おはよう！」

4023 一般
お茶の間は　我が家の　みんなの　集会所。お茶の間で　今日いちにちの　報告会。どんな日も　お茶の間だけは　あったかい。もてなそう　我が家のオ
アシス　お茶の間で。

4024 一般 １日１回は家族全員で会話しながら食事する。出来るだけ自分の部屋にこもらず、家族はリビングでごろごろ。
4025 一般 夕食事時は一日の出来事を話す時間
4026 一般 食事中　テレビやゲームは　オフ・ライン　　家族の会話は　オン・ライン
4027 一般 一日のいろいろな出来事を夕食の一品とし、家族の笑顔がほほえましい楽しい時間
4028 一般 家族みんなで家事を分担、できた時間で家族団らん。
4029 一般 お茶の間が子ども部屋　会話いっぱい　笑顔いっぱい
4030 一般 あたたかな湯気と笑顔が広がる茶の間
4031 一般 将棋を覚えた7歳の息子。日曜日には必ずひと勝負！！　最近は真剣にやっても負けてしまうことも。その時だけは対等です。

4032 一般
「さあ、はじめるよ。「に」ではじまって「や」で終わるの。」夕ごはんの時、我が家では給食クイズが始まります。子どもの小学校、中学校だけでなく、私た
ち夫婦の昼食まで・・・・。昼間、顔を合わせることの少ない共働き家庭の大きな楽しみです

4033 一般 子どもが成長してからは、猫が家族の仲間入り。猫のおかげで、三世代でも話題がつながる我が家です。
4034 一般 夕食後、同じ部屋でエコ＆団らん
4035 一般 夕食時、携帯テレビの電源オフ
4036 一般 忙しい日々の中でも、家族揃って1日5分は「読み聞かせ会」
4037 一般 サラダ、鍋、おかずは一つの入れ物で、みんなで食べよう。プレートメニューをへたして同じ時間に食事！
4038 一般 「○○してくれてありがとう」。自分一人では何もできない。どんなときもありがとう。感謝の言葉を言い合える家庭づくり。
4039 一般 離れて暮らす娘に会いに、残された家族が揃って出かけて行きます。行くときのワクワク感といっしょに過ごしている時間は、あたたかな時間です。
4040 一般 掛川市全体で一週間ノーメディアデーに取り組み、その間、読書や運動、芸術鑑賞などを楽しむ。
4041 一般 家族みんなで節水してエコ生活
4042 一般 食事時　テレビの笑顔より　家族の笑顔
4043 一般 困ったときは助け合い、ボランティア精神は まず家庭から
4044 一般 テレビを消して　楽しい食事
4045 一般 毎日忙しくても　あいさつは欠かさず　なるべく食事は　家族揃って
4046 一般 機嫌の悪い日やケンカした日も「いってらっしゃい」と「いってきます」、「ただいま」と「おかえり」は忘れずに！
4047 一般 食事の時はテレビを消して家族で会話。
4048 一般 すてきな音楽とおいしい手作り菓子と深蒸し茶の優雅な時間
4049 一般 ユーモアいっぱい、子どもの笑い声が響く我が家。家に帰るとほっとします。
4050 一般 4人家族で4つの家に住んでいるけど、みんなが揃うとやっぱり楽しいね。

4051 一般
家族団らんの一歩はみんなで食卓囲んで「いただきます」
声かけ合って　みんなで進める　エコ活動

4052 一般 夕食後、お茶でいっぷく家族の時間
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4053 一般 ありがとう、言葉に出して夫婦円満
4054 一般 ほっとする、お茶の間時間が癒しの場
4055 一般 何気ない　日々の会話が　家族の幸せ
4056 一般 太ったね言えば娘にたたかれて。太ったね言えばじいじもたたかれて。太ったね妻に返されあなたもよと。太ったね独りぽつりと鏡の前。
4057 一般 食卓で　笑顔の会話　心の栄養
4058 一般 お茶の間で　週に一度は　家族の日
4059 一般 団らんの家族そろって掛川茶
4060 一般 「ありがとう」、「ごめんなさい」で温かい家庭づくり
4061 一般 早寝、早起き、家族みんなで朝ご飯
4062 一般 お茶の間から出発家族そろって出かけよう
4063 一般 「ママ　あのね」目と目を合わせて、今日の出来事語り合う
4064 一般 「おいしかったよ　ありがとう」置かれたメモに疲れとび
4065 一般 テレビや時間を決めて！後は家族そろって話をしよう。
4066 一般 家庭の３つの食卓「和食」「輪食」「話食」
4067 一般 楽しいな、家族の笑顔が集まる茶の間
4068 一般 日本茶とお菓子でほっと一息、お茶の時間　私と子ども達の幸せの時間
4069 一般 感謝の気持ちを忘れずに　　『おいしいご飯ありがとう』
4070 一般 みんなが自然と集まる場所　一緒にいるだけでほっとするね
4071 一般 楽しい会話のキャッチボール　家族の笑顔に癒やされる
4072 一般 安心､笑顔の家族の団らん
4073 一般 食卓を囲む幸せ　掛川茶
4074 一般 一家揃って夕食の、何気ない会話に幸福を感じる幸福鍋
4075 一般 テレビ消し、みんなでおしゃべり楽しい茶の間
4076 一般 みんなが集まれば　会話もはずみ　笑顔になれる　楽しい時間
4077 一般 夕食後、いいお茶飲んで今日を語ろう
4078 一般 お茶の間で　楽しい会話　深まる絆
4079 一般 今日あった　あんな事やらこんな事　ささいな会話が家族をつなぐ
4080 一般 テレビ消し　向かい合い　話し合い　育む愛
4081 一般 忙しくても必ず集まるお茶の間でその日一番の笑い声がこだまする
4082 一般 今日の出来事集まれば　笑顔が増える　家族の絆
4083 一般 家族揃って、一日のあんなこと、こんなこと語り合いながらの楽しい夕餉
4084 一般 つらいこと　家族に話すそれだけで　笑い話に変わる夕食
4085 一般 楽しいことも辛いことも　お茶一杯でちょっと休憩　その後生まれる家族の笑顔
4086 一般 一日一回家族団らん笑顔の場
4087 一般 「おいしいね」の言葉も一つの調味料
4088 一般 朝食は　おいしいお茶と　楽しい会話
4089 一般 側にいて一緒にお茶を飲みそれだけで溢れる笑顔
4090 一般 「おいしかったよ！」の声聞けば母の　疲れとび
4091 一般 食卓を　囲むひととき　癒やしの時間
4092 一般 ケータイやメールで交わす言葉より、顔見て話す家族の会話が楽しいね
4093 一般 お母さんおいしいよ。その一言が私の幸せ。
4094 一般 家族そろって　にぎやかな食事　何でも話せる憩いの場
4095 一般 美味しいごはんの隠し味、みんなの笑顔と楽しい会話。
4096 一般 笑顔と会話は心のビタミン！家族の絆は、幸せの味。
4097 一般 家族の朝の笑顔と明るいあいさつ、一日の元気の源
4098 一般 一つの灯り一つの話題、家族が囲む楽しい食卓
4099 一般 家族で囲むお茶タイム　甘い香りに心が和み　会話もはずむ
4100 一般 優しい笑顔に楽しい会話　　顔見て話す大切さ
4101 一般 家族みんなが揃うだけで　笑顔になれる　明るい食卓
4102 一般 家族揃って、笑顔と会話が弾む楽しい食卓
4103 一般 「ねぇ、あのね！」自然と会話の溢れる食卓
4104 一般 知らなかったあの話、お茶の間で地域の情報交換
4105 一般 家族で机を囲んだら、ほんわか、ほっこりいい空気
4106 一般 暑くても　冷たいお茶を飲めば　心も気持ちも涼しくなる
4107 一般 誕生日　みんなでケーキだ　幸せタイム
4108 一般 家族でテーブル囲み、今日の出来事報告会！茶の間に笑顔の花が咲く。
4109 一般 日本一　深蒸し茶を入れ　ティータイム
4110 一般 楽しい会話もおかずの一品　今日もお腹いっぱいだね
4111 一般 我が家の「茶の間」はダイニングキッチン  母の手料理  会話も弾む
4112 一般 思い込め作った食事　家族で囲めば会話も弾む
4113 一般 お茶飲んで　家族の時間　語り合い
4114 一般 「おはよう」「いってきます」「ただいま」「おつかれさま」毎日の何気ない言葉のやりとり　思いやり
4115 一般 今日あった出来事、TVや本を読んでいて思ったことなど、自分の心にあるものをつい出したくなる場所・人があってのお茶の間なのかな、と思います。
4116 一般 楽しいことも辛いことも皆で共有！考える時間を作ろう！家の中でも『ほうれんそう』。何でも伝え合おう！
4117 一般 何でも話せる家族の時間
4118 一般 １日１回は家族揃って食事をしよう！
4119 一般 テレビよりみんなでおしゃべり楽しいね
4120 一般 食卓をみんなで囲めば心がつながる

4121 一般
食事の時は家族みんなで集まってお互いの話に耳を傾けよう。食事の前はみんなで準備やお手伝い、できることをやって助け合おう。感謝の言葉「あり
がとう」を伝え合おう。話題は、良かったこと・嬉しかったことを思い出して言ってみよう。

4122 一般 初物はみんなでいただき長生きしよう。扇風機　クーラーよりも涼しいね。
4123 一般 おいしいお茶とおしゃべりが食後の団らん楽しいね
4124 一般 家族そろって「いただきます」みんなの笑顔がよく見える
4125 一般 冬はこたつでみかんを食べる。みんなで食べるとよりおいしい。
4126 一般 今日あった出来事、楽しかったことを家族みんなで共有する。
4127 一般 “おかえり、早くおいでよ”みんなそろって団らん、楽しいね。
4128 一般 みんなで話せば、話題も笑顔も増える場所。
4129 一般 夕食の食べ始め「いただきます」のかわりに茶で「カンパイ」。
4130 一般 家族の笑顔の朝食　今日も一日頑張ろう。
4131 一般 家族そろって夕ご飯　今日あったことを話そう。
4132 一般 「いただきます！」家族そろって楽しい食事
4133 一般 笑い声はいつも茶の間から
4134 一般 茶の間の手本は、サザエさん一家
4135 一般 お茶の間は家族の基本
4136 一般 日に一度　家族顔合わせて　お茶を飲む
4137 一般 お茶の間の　笑顔が　悩みを吹っ飛ばす！
4138 一般 食前、食中、食後にちょっと一服、ほっと一福
4139 一般 お茶の間で　笑いの絶えない　毎日を
4140 一般 お茶の間は家族の笑顔が集う場所
4141 一般 何よりのおかずは会話、良い家族
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区分 私の描くお茶の間像
4142 一般 お茶の間が子どものサイン気づく場所
4143 一般 茶の間は笑顔が集まる場
4144 一般 お～い、じゃない、ね～え、お茶！お茶煎れ当番、今日父さん

4145 一般
「テレビ番組よりも見て感じて楽しい娘の仕草に言葉、その成長」。娘が１才３ヶ月で一人目なのでこういう風に感じられるのかもしれません。さらに動き
回りイヤイヤ期を迎え、家族も増えた時にもこの気持ちを忘れないようにしたいと思います。

4146 一般 「ありがとう」「ごめんさない」まずは家庭で習慣だ！
4147 一般 夕ご飯じいじとばあばは教育係。親子は一緒に生徒さん。

4148 一般
「わいわいあったかマイホーム」朝起きて身支度をしながら朝食を食べながら家族がここに「私今日ね！○○あるの！」「僕は学校で○○！」「お父さん
の会社は今○○なんだよ！」と目を輝かせはずむ笑い声で今日一日の抱負を話し帰宅したらそれぞれが聞いて！聞いて！「今日○○があってね…」と
１日の出来事を報告し合う。笑顔と会話が絶えないあったかいお茶の間。

4149 一般 片付けは明日に延ばさず"今でしょ！"。掛川茶　飲んで話題の花が咲く。
4150 一般 一日のおはようの挨拶から
4151 一般 晩ご飯、今日と明日の家族をつくる

4152 一般
心のリフレッシュ、お茶の間から家族の絆、お茶の間から何でも言える（癒える）我が家のお茶の間よーいドン。家族一緒に夕ご飯。正月になると賑やか
な我が家のお茶の間

4153 一般 大きな声で、朝起きたら「おはよう」、寝る前に「おやすみ」を！
4154 一般 喜怒哀楽すべてお茶の間から
4155 一般 みんな忙しいけど、我が家は毎朝食時に顔をそろえて会話してます！
4156 一般 今日の出来事を家族みんなに報告しよう！
4157 一般 朝顔を合わせたら「おはよう」のあいさつ。家族そろって、テレビつけずに早ご飯。
4158 一般 ゲームやパソコンは時間を決める
4159 一般 お茶しながら、食事をしながら、子供たちは将来の夢を話そう。大人は、昔話を語ろう

4160 一般
おとうさんお母さんが仲良しで、よく笑顔で会話している。それを見ている3人の子どもたちも、自分のことを話したくて「順番」と長女が言うが、弟と妹は
がまんができずに話し出す。そして最後に笑顔だったお母さんが…毎朝のだんらん。

4161 一般 一つの食卓に家族全員がそろうとき、皆の笑顔がそろうとき、さぁ今日も1日元気に活動してこよう。
4162 一般 笑顔あふれるいやしの空間
4163 一般 食事の後お茶を飲みながらの家族のだんらん
4164 一般 テレビを見ながらでもいい。会話のできる幸せ。
4165 一般 意識をして目を見て話をする、聞く。
4166 一般 今で家族の今を大切に
4167 一般 朝起きて居間で家族で大笑い
4168 一般 夕食の片付け、ふろそうじ等家族で役割分担。素早く終わらせ家族の会話の時間。
4169 一般 笑顔でありがとう。いつもにこにこありがとう。
4170 一般 「おはよう」で始まり「おやすみ」で終わる、この日常が何よりの幸せ
4171 一般 我も我もと話だしどんどんのびる食事の時間
4172 一般 みんな揃えば笑顔広がる我が家の食卓
4173 一般 電子レンジを使わない、みんなで食べようほかほかごはん
4174 一般 食事とき、ペットの話が共通語、だれもを笑顔にさせる会話
4175 一般 みんなで話せば、話題も笑顔も増える場所。食卓を囲みハッピーな出来事を話してみんなで笑顔
4176 一般 朝「おはよう」のあいさつでみんなが集まるお茶の間
4177 一般 ごはん前みんなで早起きラジオ体操
4178 一般 お茶の間から発信！家族みんなの笑顔と健康
4179 一般 お茶の間で家族団らんを増やしたい
4180 一般 「あのね」「あのね」今日も夕食時は二人のおしゃべり音楽祭
4181 一般 今日一日あった事をみんなで楽しく話ができる
4182 一般 「大きくなったね」いつも感じられる様にたくさん飾るよ家族写真。もっともっと増やしていこうね。

4183 一般
私が、描くお茶の間像のキーワードは「ひとつ」です。誰かが話し始めれば、その話を聞き、他のひとが話をつなげ、誰かがＴＶを見れば、その番組をそ
れとなく見ながら、誰かが話をできる。そんな「ひとつ」から広がるお茶の間がいいと思います。

4184 一般
野イチゴ、ドングリ、アケビ……。食卓には、いつも家族の誰かが見つけた「季節の宝物」が飾ってある。家族みんながそろうことは難しいけれど、「季節
の宝物」をきっかけに話が広がる、そんなお茶の間を大切にしたい。

4185 一般 目標は、サザエさん一家。家族一人一人が自分らしく、いきいきとしている。そして、互いに思いやり、支え合っている。

4186 一般
私の家は「りんごの家」。お茶の間はりんごの家の中心部。いつもみんなが集まる場所。本を読んだり、勉強したり、テレビを見たり、寝ころんだり・・・。思
い思いに過ごしながらも、みんなのことを感じる場所。

4187 一般 家族の場所。その日あったできごとをみんなに話してみんなで共有する。どんなに些細なことでも、くだらないことでもいい。一人でいるより家族がいい。
4188 一般 「これおいしいね。」この一言が笑顔の団らんの始まりの合図
4189 一般 うれしいことも悲しいこともほっかりやさしく包まれる
4190 一般 家族みんながそろって食事のできる大きなテーブルがあるお茶の間
4191 一般 おじいちゃんおばあちゃんの家に遊びに行くと、必ずおいしいお茶とお茶菓子が出てきてみんなでいろんな話をする
4192 一般 温かい食事がみんながそろって「いただきます。」をしていっしょに食べる
4193 一般 おいしいお茶とおいしいお菓子でゆっくりと時間が流れる
4194 一般 1日1回は家族そろって食事
4195 一般 全員そろって「いただきます」「ごちそうさま」
4196 一般 「ハンカチ持った？」「はながみ持った？」朝の一声、一生もの
4197 一般 ピーチクパーチク何でも話せる我が家のお茶の間、今日のできごと、テレビの話題、うれしいことも困ったことも我が家のお茶の間ならなんでも言える。

4198 一般
我が家では子どもたちは子ども部屋で勉強しません。お茶の間でスマホもネットも勉強もしています。いつでも子どもたちに声をかけられる状況になって
います。ある意味いいのかなと思っています。

4199 一般 食事中携帯さわらず顔見て会話。土地のもの季節のものを取り入れて食卓で育む五感と味覚。そうじ洗たくお風呂のしたく家族みんなで仕事分担。
4200 一般 夕ごはんを家族そろって食べ、今日一日のできごとで会話がはずむ。週に何度かはアフター５に家族で出かける。
4201 一般 「ありがとう」が自然に言える家族

4202 一般

お年寄りから子どもまで
茶でも一杯飲みながら
のんびりしましょうたまにはね
間もなく始まる楽しいひととき

4203 一般 「おはよう」「おやすみなさい」「ありがとう」の一言が家族の心をつなぐ。家庭菜園で作った野菜が食卓を飾る。無駄使いおさえてゴミ減量。
4204 一般 毎日のニュースの話題について、会話が広がるお茶の間。
4205 一般 お茶の間が家族の基本。人と人の間を学ぶ場所です。
4206 一般 一家の家族みんなが集まって笑顔でお茶やコーヒー、紅茶などを飲み、和菓子などをつっつき会話する場所
4207 一般 朝起きたら「おはよう」と声をかけよう。朝ご飯は家族全員で食べよう。夕飯を食べながら１日のことを家族で話そう。
4208 一般 ナイターが始まるとみんなお茶の間に集まってくる。一球一球に家には５人の解説者。我が家が一番にぎやかになる時間。

4209 一般
どんなときでも挨拶しよう、今日あったことを話そう！
やってくれて「あたりまえ」でなく「ありがとう」

4210 一般
子が笑い、親が笑い、そしてまた子が笑い、親が笑い…、たくさんのおしゃべり・行動から、笑いがあふれる家庭。その家庭から地域・近所にもれる笑い
声、それを聞いて地域の人がほほえましいと笑みが漏れる地域。

4211 一般 食事は家族そろって。たくさんのあいさつ（「おはよう」「いただきます」「ただいま」「ありがとう」）を。家の仕事を一緒にやる。
4212 一般 一人一人が今日の出来事・好きなことをぺらぺら話し、いつまでもお茶の間で過ごす。ふと顔を見るとみんな笑顔でいる。そんなお茶の間が大好き。
4213 一般 今日あった出来事、楽しかったこと、悲しかったこと、悩み相談…どんなことでも会話が弾む団らんの場。

4214 一般
庭先の畑から朝とってきた野菜や果物が並ぶ朝食の食卓。そしてそれを囲む家族の笑顔。夕食後、将棋を楽しむ祖父と孫。週末に行く「掛川歴史探訪」
を楽しみにして語り合っている父と息子。自然と文化が身近にある歴史ある掛川の暮らし。そこにいつもあるのは…お茶！

4215 一般 1日1回は家族全員が顔をそろえて、ざっくばらんに話をする場面がある。
4216 一般 家族がテレビを見たりお茶を飲んだりしてのんびりすごすくつろいだ場所。仕事や勉強を持ち込まない。
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区分 私の描くお茶の間像
4217 一般 家族1人1人が1日にあった出来事を話ながら認め合える時間が持てる。楽しいこと・夢を語り合える場所。
4218 一般 たくさんの「一緒」がある茶の間。「一緒に遊ぼう」「一緒にご飯を食べよう」「一緒にそうじしよう」「一緒に○○しよう」
4219 一般 好きなことが一緒、食事が一緒、でも一人一人自分の考えをもっている、でも互いに尊重し合える。
4220 一般 食事の時間を合わせ、食事中はテレビを付けずおしゃべりを交えながら時間をかけながら過ごす。個人の時間を大切にして、合うときにはたくさん話す。

4221 一般
なんだかほっとする空間。特に用はないけれどお茶の間にいてしまう。お茶の間に行くとほっとできる。お茶の間が心地よい。自分の居場所になればい
いとお思います。

4222 一般 テレビの部屋と食事の部屋は別々で、食事のときはたくさん話をしながら食べ、話す時間を十分とる。テレビもみんなで見て話ができたらいいな。
4223 一般 お茶の間は世代を超えた交流の場。祖父母←→父母←→孫、それぞれの世代がいろいろな話題で盛り上がる場（情報交換の場）。
4224 一般 家族みんなが同じ場にいて会話をしている。
4225 一般 「おはよう」のあいさつで家族が食卓に集まる。
4226 一般 家族の笑顔があふれ、みんなが安心してくつろげる場所。
4227 一般 たまには昔の写真を引っ張り出して、「あ～こんなこともあったねー」と、つい笑顔になってしまう時間があってもいいな～。
4228 一般 家族全員がそろって食事をとるお茶の間。
4229 一般 冬ならこたつを囲んで、じいじ、ばあば、父、母、子どもたちと三世代が集まり、あーだこーだと話し、大笑いしている。
4230 一般 夕飯をみんなで食べた後、そのままそこで談笑しリビングへ移動。ビールを飲みながら野球観戦！
4231 一般 家族そろって食卓を囲むこと。家族そろって同じ番組を見ながらワイワイすること。

4232 一般
自分がきた法被が子どもに受け継がれていき、昔自分が体験したお祭りに自分の子どもが同じように出ること。今も昔も同じことを家族で取り組むことに
お茶の間を感じます。

4233 一般 「ごめんなお父さん、大好き」「ありがとうお母さん、大好き」「ごめんね、大好き」「ありがとう、大好き」は、我が家を円満にする大事な作戦です。

4234 一般
姉「お父さん、ウインナーは1人2個までだからね」父「何で私だけに言うんだよ！」みんな「そんなことお父さんしかしないじゃん！」こんなくだらなくて幸せ
な会話が生まれるところ。
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