
「かけがわお茶の間宣言」
～子育て・人づくりはお茶の間から～

「かけがわ教育の日」実行委員会

平成20年度～平成30年度優秀作品集

お茶の間宣言普及推進事業



氏名 園・学校・地区 学年

作品Ｎｏ． 1 三木つばき 乳幼児センターすこやか 年中 P. 8

作品Ｎｏ． 2 戸塚陽日樹 三笠幼稚園 年中 P. 8

作品Ｎｏ． 3 谷口夏菜 大坂小学校 2 P. 8

作品Ｎｏ． 4 本村はる菜 桜木小学校 6 P. 8

作品Ｎｏ． 5 岡部孝耶 第二小学校 2 P. 9

作品Ｎｏ． 6 平野志峰 東中学校 3 P. 9

作品Ｎｏ． 7 松本昂将 大浜中学校 3 P. 9

作品Ｎｏ． 8 水嶋梨帆 城東中学校 3 P. 9

作品Ｎｏ． 9 石山哲也 掛川市弥生町 P. 10

作品Ｎｏ． 10 平出美子 掛川市上西郷 1 P. 10

氏名 園・学校・地区 学年

作品Ｎｏ． 1 角皆海斗 佐束幼稚園 年少 P. 12

作品Ｎｏ． 2 長井智哉 掛川こども園 年長 P. 12

作品Ｎｏ． 3 早川航世 西山口小学校 2 P. 12

作品Ｎｏ． 4 児玉　愛 城北小学校 2 P. 12

作品Ｎｏ． 5 安村侑祐 佐束小学校 3 P. 13

作品Ｎｏ． 6 山下愛加 中央小学校 6 P. 13

作品Ｎｏ． 7 高塚陽賀 東中学校 3 P. 13

作品Ｎｏ． 8 浅岡千緒里 東中学校 3 P. 13

作品Ｎｏ． 9 鈴木さや 西中学校 3 P. 14

作品Ｎｏ． 10 石井杏奈 城東中学校 3 P. 14

作品Ｎｏ． 11 横山敦子 掛川市大渕 P. 14

作品Ｎｏ． 12 徳田玲子 掛川市高御所 P. 14

作品Ｎｏ． 13 山内衛美 掛川市大池 P. 14

平成20年度～平成30年度優秀作品集

「世界一短いメッセージ」優秀作品

目　次

　　【平成２０年度　優秀作品（10作品）】

　　【平成２１年度　優秀作品（1３作品）】
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氏名 園・学校・地区 学年

作品Ｎｏ． 1 増田姫菜 掛川こども園 年少 P. 16

作品Ｎｏ． 2 窪野悠紗 掛川中央幼保園 年中 P. 16

作品Ｎｏ． 3 伊藤竜成 大坂幼稚園 年長 P. 16

作品Ｎｏ． 4 鈴木奏海 城北小学校 2 P. 16

作品Ｎｏ． 5 陳　仁也 中央小学校 2 P. 17

作品Ｎｏ． 6 村上寧音 上内田小学校 3 P. 17

作品Ｎｏ． 7 小林桃菜 第二小学校 4 P. 17

作品Ｎｏ． 8 石川未菜 桜木小学校 5 P. 17

作品Ｎｏ． 9 藤田奈津輝 佐束小学校 6 P. 18

作品Ｎｏ． 10 渡辺粋乃 大須賀中学校 1 P. 18

作品Ｎｏ． 11 植野拓海 西中学校 2 P. 18

作品Ｎｏ． 12 松浦もも 西中学校 3 P. 18

作品Ｎｏ． 13 野口若奈 東中学校 3 P. 19

作品Ｎｏ． 14 松下愛里 東中学校 3 P. 19

作品Ｎｏ． 15 合葉千奈美 掛川市家代 P. 19

作品Ｎｏ． 16 山本美奈子 掛川市家代の里 P. 19

氏名 園・学校・地区 学年

作品Ｎｏ． 1 角皆　海斗 佐束幼稚園 年長 P. 21

作品Ｎｏ． 2 酒井　陸志 大渕小学校 1 P. 21

作品Ｎｏ． 3 弓桁　翔 第一小学校 2 P. 22

作品Ｎｏ． 4 三浦　風郁 城北小学校 4 P. 22

作品Ｎｏ． 5 三橋　梨乃 大坂小学校 5 P. 23

作品Ｎｏ． 6 三浦　万武 原田小学校 6 P. 23

作品Ｎｏ． 7 渡邊　菜月 横須賀小学校 6 P. 24

作品Ｎｏ． 8 小嶋　暁 東中学校 1 P. 24

作品Ｎｏ． 9 水野　叶夢 北中学校 2 P. 25

作品Ｎｏ． 10 富田　美翔 大浜中学校 2 P. 25

作品Ｎｏ． 11 水野　由妃 西中学校 3 P. 26

作品Ｎｏ． 12 村田　大輔 掛川工業高等学校 2 P. 26

作品Ｎｏ． 13 松浦　一恵 掛川市篠場 P. 27

　　【平成２3年度　優秀作品（13作品）】

　　【平成２2年度　優秀作品（16作品）】
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氏名 園・学校・地区 学年

作品Ｎｏ． 1 福田　ちあり 睦浜幼稚園 年中 P. 29

作品Ｎｏ． 2 岡山　結音 桜木小学校 2 P. 29

作品Ｎｏ． 3 二村　健太 桜木小学校 2 P. 29

作品Ｎｏ． 4 兼子　真那美 桜木小学校 2 P. 29

作品Ｎｏ． 5 水野　朝陽 西山口小学校 4 P. 30

作品Ｎｏ． 6 坪田　萌可 大坂小学校 6 P. 30

作品Ｎｏ． 7 谷口　夏菜 横須賀小学校 6 P. 30

作品Ｎｏ． 8 鈴木　陽愛 東中学校 1 P. 30

作品Ｎｏ． 9 藤田　麻瑚 西中学校 2 P. 31

作品Ｎｏ． 10 内山　由葵 東中学校 2 P. 31

作品Ｎｏ． 11 松永　光平 栄川中学校 2 P. 31

作品Ｎｏ． 12 戸塚　涼雅 大浜中学校 3 P. 31

作品Ｎｏ． 13 杉山　航平 掛川西高等学校 1 P. 32

作品Ｎｏ． 14 吉野　湧也 掛川東高等学校 1 P. 32

作品Ｎｏ． 15 内海　正子 掛川市 P. 32

氏名 園・学校・地区 学年

作品Ｎｏ． 1 福田　ちあり 睦浜幼稚園 年長 P. 34

作品Ｎｏ． 2 榛村　莉花 桜木小学校 1 P. 34

作品Ｎｏ． 3 藤田　乃々花 佐束小学校 1 P. 34

作品Ｎｏ． 4 佐藤　竜善 桜木小学校 5 P. 34

作品Ｎｏ． 5 小原　弘聖 東山口小学校 6 P. 35

作品Ｎｏ． 6 松尾　美咲 城北小学校 6 P. 35

作品Ｎｏ． 7 横山　葵映 大須賀中学校 1 P. 35

作品Ｎｏ． 8 大場　はる菜 桜が丘中学校 2 P. 35

作品Ｎｏ． 9 雑賀　朱音 城東中学校 2 P. 36

作品Ｎｏ． 10 原田　貴子 西中学校 2 P. 36

作品Ｎｏ． 11 橋爪　萌佳 掛川西高等学校 1 P. 36

作品Ｎｏ． 12 神谷　久子 掛川市小鷹町 P. 36

　　【平成２4年度　優秀作品（15作品）】

　　【平成２5年度　優秀作品（12作品）】
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氏名 園・学校・地区 学年

作品Ｎｏ． 1 杉山　依吹 こども広場あんり 年長 P. 38

作品Ｎｏ． 2 藤田　星音 佐束小学校 1 P. 38

作品Ｎｏ． 3 松下　皇清 中小学校 1 P. 38

作品Ｎｏ． 4 中村　光 桜木小学校 2 P. 38

作品Ｎｏ． 5 村松　冬二 第一小学校 4 P. 39

作品Ｎｏ． 6 櫻井　弘夢 上内田小学校 5 P. 39

作品Ｎｏ． 7 大場　莉里香 中央小学校 6 P. 39

作品Ｎｏ． 8 若松　大夢 大浜中学校 1 P. 39

作品Ｎｏ． 9 佐藤　優芽 大浜中学校 3 P. 40

作品Ｎｏ． 10 平井　佳帆 原野谷中学校 3 P. 40

作品Ｎｏ． 11 下島　由賀里 掛川東高等学校 2 P. 40

作品Ｎｏ． 12 酒井　祐貴 掛川市浜野 P. 40

氏名 園・学校・地区 学年

作品Ｎｏ． 1 二村　莉羅 睦浜幼稚園 年長 P. 42

作品Ｎｏ． 2 佐藤　千央 原谷小学校 1 P. 42

作品Ｎｏ． 3 宮里　葉琉 大坂小学校 2 P. 42

作品Ｎｏ． 4 松浦　勇良 城北小学校 3 P. 42

作品Ｎｏ． 5 宮﨑　真衣 第一小学校 4 P. 43

作品Ｎｏ． 6 髙橋　和真 中央小学校 5 P. 43

作品Ｎｏ． 7 守屋　脩 大坂小学校 6 P. 43

作品Ｎｏ． 8 伊藤　翠里 城東中学校 3 P. 43

作品Ｎｏ． 9 横地　雛 東中学校 3 P. 44

作品Ｎｏ． 10 加藤　優乃 掛川東高等学校 3 P. 44

作品Ｎｏ． 11 佐藤　仁美 掛川市本郷 P. 44

　　【平成２6年度　優秀作品（12作品）】

　　【平成２7年度　優秀作品（11作品）】

　　【平成２8年度　「世界一短いメッセージ」の募集なし】
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氏名 園・学校・地区 学年

作品Ｎｏ． 1 尾上　奏斗 千浜幼稚園 年長 P. 47

作品Ｎｏ． 2 大鷹　煌典 中央小学校 1 P. 47

作品Ｎｏ． 3 堀内　寿人 桜木小学校 1 P. 47

作品Ｎｏ． 4 松下　隼己 東山口小学校 1 P. 47

作品Ｎｏ． 5 山田　龍之介 中央小学校 4 P. 48

作品Ｎｏ． 6 大久保　海璃 中央小学校 6 P. 48

作品Ｎｏ． 7 中野　惺太 西山口小学校 6 P. 48

作品Ｎｏ． 8 中根　帆貴 東中学校 1 P. 48

作品Ｎｏ． 9 山崎　美穂 西中学校 1 P. 49

作品Ｎｏ． 10 田代　祐規 東中学校 3 P. 49

作品Ｎｏ． 11 鶴田　涼一 横須賀高校 2 P. 49

作品Ｎｏ． 12 安田　玲子 掛川第三地区 P. 49

氏名 園・学校・地区 学年

作品Ｎｏ． 1 小松崎　凜 すずらん幼稚園（埼玉県） P. 51

作品Ｎｏ． 2 竹田　誠啓 中央小学校 1 P. 51

作品Ｎｏ． 3 船谷　晴 第二小学校 1 P. 51

作品Ｎｏ． 4 森田　夏月 第二小学校 3 P. 51

作品Ｎｏ． 5 山﨑　斗葵 第一小学校 5 P. 52

作品Ｎｏ． 6 佐藤　橙亜 桜木小学校 6 P. 52

作品Ｎｏ． 7 サリバン　瑠香 城北小学校 6 P. 52

作品Ｎｏ． 8 荒木　泰成 大浜中学校 3 P. 52

作品Ｎｏ． 9 林　若那 城東中学校 3 P. 53

作品Ｎｏ． 10 吉田　莉子 東中学校 3 P. 53

作品Ｎｏ． 11 野村　麻衣 掛川東高等学校 2 P. 53

作品Ｎｏ． 12 岩清水　澄一 掛川第四地区 P. 53

　　【平成２9年度　優秀作品（12作品）】

　　【平成30年度　優秀作品（12作品）】
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第２回かけがわ教育の日

「大人から子どもへ」＆「子どもから大人へ」

世界一短いメッセージ

優秀作品
（10作品）

応募作品数　2,908作品

【平成20年度】
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へ

氏　名

年　齢 5 歳 性　別 女

学校・園名

へ

氏　名

年　齢 5 歳 性　別 男

学校・園名

へ

氏　名

年　齢 8 歳 性　別 女

学校・園名

へ

氏　名

年　齢 12 歳 性　別 女
学校・園名

ママ

ママはママだからさ、ママのままでいいんだよ。

（解説）
仕事も育児もスランプでうまくいかずにおちこんでいたある日。当時3才だった娘が私（母）にかけて
くれた一言です。おかげで仕事を続けることができ、今は２児の母。
私を必要としてくれる純粋な気持ちに涙がとまりませんでした。

三木つばき（みきつばき）

乳幼児センターすこやか　年中

おかあさん

おかあさんのごはんやさんが
ひーくんには　いちばん　おいしいよ。

（解説）
外食や食事の後によく息子が母に言う言葉。
これで毎日の食事作りの労がねぎらわれます。ありがとう。

戸塚陽日樹（とつかひびき）

三笠幼稚園　年中

仕事でいそがしいお父さん

いつもおかえりしか言えないけど、
心の中ではありがとうって言ってるよ。

本村はる菜（ほんむらはるな）

桜木小学校　６年

やさしいばあば

いっぱいのおんぶありがとう。
大きくなったら、今度は私がお手伝いをたくさんするよ。

（解説）
小さい頃から両親が仕事で遅いため、祖母と過ごす娘。
愛情いっぱいに育ててもらい感謝の気持ちを込めて・・・。

谷口夏菜（たにぐちなな）

大坂小学校　２年
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へ

氏　名

年　齢 7 歳 性　別 男
学校・園名

へ

氏　名

年　齢 14 歳 性　別 女
学校・園名

へ

氏　名

年　齢 15 歳 性　別 男
学校・園名

へ

氏　名

年　齢 14 歳 性　別 女

学校・園名

毎朝おはようと言ってくれるおばさん

おばさんは大きな声であいさつしてくれる。
でも私は頭を下げるだけ。明日は絶対言うよ

平野志峰（ひらのしほ）

東中学校　３年

いつもにこにこのお母さん

ぼくは、お母さんの目のまわりにできる
しわがだいすきだよ。

（解説）
お母さんは、しわがいやというけど、ぼくはすきだよ。
わらったしわは、ぼくは、それをみると、元気がでるよ。

岡部孝耶（おかべたかや）

第二小学校　２年

メタボ父さん

ブヨブヨの腹とゴツゴツした手。
おれは知ってるよ。父さんの手は仕事人の手だ。

（解説）

暴飲暴食で、ポンと出た腹。しかし、この前家族で手相を見合っているとき気づきま
した。
父さんの手は、すごくゴツゴツしていて固かったです。
最近は朝も早いからなー。仕事がんばって!!

松本昂将（まつもとこうすけ）

大浜中学校　３年

お母さん

毎日叱られる言葉の裏には「がんばれ」が隠れてたんだね。
素直に聞けなくてごめんね。

（解説）

叱られて「うるさい」と思っても、
言ってくれるのはお母さんだけ。
それは誰よりも私を見てくれている証拠なんだと気づきました。

水嶋梨帆（みずしまりほ）

城東中学校　３年

9



へ

氏　名

年　齢 44 歳 性　別 男

地　区

へ

氏　名

年　齢 39 歳 性　別 女

地　区

大切な教え子たち

どうせって言い訳しない。まぁいっかって諦めない。
いつかきっと素敵な自分になるよ。

石山哲也（いしやまてつや）

掛川市弥生町

大切な子供達

何にでも、一生懸命努力する、
あなたの姿を見ていると
今日も私は頑張れる。ありがとう

（解説）

少し大きく成長した子供達を日々見ながら、頑張る姿も見られる機会があります。私
自身が困ったり、苦しい時、子供達の頑張る姿を思い出して乗り越えます。子供にも
支えてもらっている感じです。

平出美子（ひらでよしこ）

掛川市上西郷
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第３回かけがわ教育の日

世界一短いメッセージ

最優秀作品
（13作品）

【平成21年度】

応募作品数　3,722作品
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へ

氏　名

年　齢 3 歳 性　別 男

学校・園名

へ

氏　名

年　齢 5 歳 性　別 男

学校・園名

へ

氏　名

年　齢 8 歳 性　別 男

学校・園名

へ

氏　名

年　齢 7 歳 性　別 女

学校・園名

おかあさん

おかあさんが元気ならわたしも元気いっぱい。だからお
かあさんてすごいパワーだね。

（解説）
おかあさんが元気だとなぜかわたしも元気がでちゃう。ふしぎだな
と思ったから。

児玉　愛（こだまあい）

城北小学校　２年

おとうさん

いつもよっぱらうと、ほっぺたスリスリするね。ぼくもだい
すきだよ。でも、やめてね。

早川航世（はやかわこうせい）

西山口小学校　２年

おとうさん

おとうさんといっしょだとなんでもできる。

（解説）
キャッチボールや、虫とり、つりなど・・・色々教えてくれるお父
さんが大好きな息子です。

長井智哉（ながいともや）

掛川こども園　年長

だいすきなママ

たまにはいいでしょ、ママのせなかでねむっても。

（解説）
赤ちゃんの頃、ママにおんぶしてもらい、その居心地の良さで眠った事を思い
出し、たまには甘えたいという気持ち。

角皆海斗（つのがいかいと）

佐束幼稚園　年少
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へ

氏　名

年　齢 8 歳 性　別 男

学校・園名

へ

氏　名

年　齢 12 歳 性　別 女

学校・園名

へ

氏　名

年　齢 15 歳 性　別 女
学校・園名

へ

氏　名

年　齢 14 歳 性　別 女

学校・園名

お母さん

目が覚めて最初に見るものはお母さんの笑顔。私の幸
せの始まりはお母さんのおかげだよ。

浅岡千緒里（あさおかちおり）

東中学校　３年

お母さん

ありがとうって、今この瞬間も言おうと思ってる。ただ、言
えないだけなんだよ。

高塚陽賀（たかつかはるか）

東中学校　３年

一年生のペア

私が初めて君と手をつないだ時、君の手がふるえていた
ね。これから１年生がんばってね。

山下愛加（やましたあいか）

中央小学校　６年

お父さん

お父さんとの交かん日記、毎日大変だけど朝見るのが
楽しみだよ。これからもよろしくね

（解説）
夜勤があった時に話をするきっかけで始めたお父さんとの交換日
記。今では４冊目突入しました。

安村侑祐（やすむらゆうすけ）

佐束小学校　３年
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へ

氏　名

年　齢 14 歳 性　別 女
学校・園名

へ

氏　名

年　齢 14 歳 性　別 女
学校・園名

へ

氏　名

年　齢 30 歳 性　別 女
地　区

へ

氏　名

年　齢 30 歳 性　別 女
地　区

へ

氏　名

年　齢 35 歳 性　別 女
地　区

ねんちゃん

かぁか！と駆け寄る笑顔のあなたを、ぎゅうっと抱きし
め、今日もかぁかは充電完了だよ

（解説）
帰宅の遅い私が実家へ迎えに行くと、車の音でわかるらしく、玄関へ走ってき
て、何度もかぁかと叫びます。

山内衛美（やまうちえみ）

掛川市大池

お父さんとお母さん

子供がうまれて親になり、やっとわかったよ。今も昔もた
くさんの愛情をありがとう。

（解説）
結婚し、２人目の出産で、実家である掛川へ10年ぶりに子育ての協力を求める
ため戻ってきました。子育てを通して、日々両親に感謝しています。

徳田玲子（とくだれいこ）

掛川市高御所

我が子

仕事や家事に疲れた時どんな薬よりも、あなたの寝顔に
癒されます。いつもありがとう。

横山敦子（よこやまあつこ）

掛川市大渕

お父さん

いつも表に出さないお父さんの優しさが、私にとっては、
一番の宝物です。ありがとう。

石井杏奈（いしいあんな）

城東中学校　３年

お父さん
お父さんの作る弁当。いつもいやだって言ってるけど、本
当はすごくうれしいよ。

鈴木さや（すずきさや）

西中学校　３年
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第４回かけがわ教育の日

世界一短いメッセージ

最優秀作品
（16作品）

【平成22年度】

応募作品数　4,018作品
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へ

氏　名

年　齢 4 歳 性　別 女

学校・園名

へ

氏　名

年　齢 4 歳 性　別 女

学校・園名

へ

氏　名

年　齢 5 歳 性　別 男

学校・園名

へ

氏　名

年　齢 7 歳 性　別 女

学校・園名

あわてんぼうのじいじ

わたしがおよめに行くまでまてなかったね。おほしさ
まになって見ていてね。
（解説）じいじの声が聞きたいな。

鈴木奏海（すずき　かなみ）

城北小学校　２年

ゆっくん

お兄ちゃんのことすき？お兄ちゃんはもっともっと
ゆっくんのことがだいすきだよ。

（解説）まだ一語二語しか話せない１才の弟に話しかけていた言葉です。

伊藤竜成（いとう　りゅうせい）

大坂幼稚園　年長

かやちゃん

きょうも３かいけんかしたよ。でもあしたもあそぶ。
だってかやちゃんだいすきだもん。
（解説）仲が良すぎてけんかがたえない２人。でも一緒がいいようです。

窪野悠紗（くぼの　ゆさ）

掛川中央幼保園　年中

ママ

ひなちゃん、ちょっとだけ、ようちえんいってくるか
ら、ママなかないでまっててね。
（解説）夏休みに一緒にいて、次の日から幼稚園に行く時、言ってくれた。

増田姫菜（ますだ　ひな）

掛川こども園　年少

16



へ

氏　名

年　齢 8 歳 性　別 男

学校・園名

へ

氏　名

年　齢 9 歳 性　別 女

学校・園名

へ

氏　名

年　齢 10 歳 性　別 女

学校・園名

へ

氏　名

年　齢 11 歳 性　別 女

学校・園名

大切な友達

「友達だから。」その言葉はどれだけうれしかった
か。本当は泣きそうだったんだよ。

石川未菜（いしかわ　みな）

桜木小学校　５年

お父さん

お父さんの「いってらっしゃい。」でわたしの心は
ぽっかぽか。

（解説）
いつも仕事で遅く帰ってくるのに、わたしが学校に行く時は必ず「いってらっ
しゃい。」と声をかけてくれます。

小林桃菜（こばやし　ももな）

第二小学校　４年

お母さん

赤ちゃんができたって聞いた時、何だかうれしくてさ
みしいふしぎな気持ちになったよ。

村上寧音（むらかみ　ねね）

上内田小学校　３年

お父さんお母さん

お父さんとお母さんのまん中にいると、うれしくなっ
て心ぞうがムズムズするんだよ。

陳　仁也（ちぇん　じんや）

中央小学校　２年

17



へ

氏　名

年　齢 11 歳 性　別 女

学校・園名

へ

氏　名

年　齢 13 歳 性　別 女

学校・園名

から

氏　名

年　齢 13 歳 性　別 男

学校・園名

へ

氏　名

年　齢 14 歳 性　別 女

学校・園名

お父さん

「しょうがないなぁ～。」この言葉を聞く時が大好きで
す。

松浦もも（まつうら　もも）

西中学校　３年

お母さん

比べなくてもいいんだよ。あなたはあなた。自分らし
さを持てばいいんだよ。

（解説）
友達に兄弟のことを話して、比べられて悲しくなった時、かけてもらった言葉
です。

植野拓海（うえの　たくみ）

西中学校　２年

おばあちゃん

おばあちゃんは太陽。どんなに暗い心も明るくしてく
れる。たくさんの笑顔をありがとう。

渡辺粋乃（わたなべ　きよの）

大須賀中学校　１年

おばあちゃん

「あんたならできる。」それが私のいつものささえ
だった。

藤田奈津輝（ふじた　なつき）

佐束小学校　６年

18



へ

氏　名

年　齢 14 歳 性　別 女

学校・園名

へ

氏　名

年　齢 14 歳 性　別 女

学校・園名

へ

氏　名

年　齢 38 歳 性　別 女

地　区

から

氏　名

年　齢 49 歳 性　別 女

地　区

娘

ただいま！ママァ～幸せを持ってきたよ。

（解説）
学校から帰ってきた娘が、玄関を開けて言った一言。手には、摘んできた四つ
葉のクローバーを持っていた娘。本当に幸せを感じたママです。ありがとう！

山本美奈子（やまもと　みなこ）

掛川市家代の里

あなた

私を奥さんにしてくれてありがとう。そして私を
お母さんにしてくれて本当にありがとう。

（解説）
大好きな人の奥さんになれたこと、そしてやっと「母」になれた喜びの気持ち
を込めています。

合葉千奈美（あいば　ちなみ）

掛川市家代

おばあちゃん

そばにいてくれるだけでほっとする。私もおばあちゃ
んみたいな人になりたいです。

松下愛里（まつした　あいり）

東中学校　３年

お父さん

いつも避けていてごめんね。本当は嫌いなんて思っ
てないよ。

野口若奈（のぐち　わかな）

東中学校　３年

19



応募作品数　4,427作品

第５回かけがわ教育の日

世界一短いメッセージ

優秀作品
（13作品）

【平成23年度】
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1

2

題名「ぼくのきぼう」

　きょねん、じぃじがてんごくへいってしまって、
かなしいおもいをしました。でも、うれしいことも
あったよ。いもうとがうまれました。ぼくのたから
ものです。
　ずっとずっと、かぞくみんながなかよく、いつも
にぎやかにごはんをたべれるといいなとおもい
ます。

ふりがな つのがい　かいと 年　齢 性　別

氏　名 角皆　海斗 ５歳 男

園　名 佐束幼稚園 学　年 年長

題名「ぼくのゆめ」

　ぼくのゆめは、きしょうのけんきゅうかになること
です。つなみがこないか、たしかめたいからです。
そして、みんなにしらせたいです。みんながながさ
れたくないです。みんなぶじでいてくれたらいいで
す。
　このまえ、ニュースでほとんどのいえがながされ
ていました。こわかったし、かわいそうだったです。
こんなことは、二どとおきたくないです。そのために
ぼくは、いっぱいべんきょうをします。

ふりがな さかい　むつし 年　齢 性　別

氏　名 酒井　陸志 ７歳 男

学校名 大渕小学校 学　年 １年
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3

4

題名「ぼくのゆめ」

　ぼくのゆめは、おいしゃさんになることです。
なぜかというと、ぼくは三つ子でうまれて、とて
も小さくうまれて、びょうきをたくさんしておい
しゃさんにたすけてもらいました。
　びょういんにいくとやさしくしてくれるので、ぼ
くはうれしいです。たくさんべんきょうして、ぼく
もやさしいおいしゃさんになってたくさんの人を
たすけたいです。

ふりがな ゆみげた　しょう 年　齢 性　別

氏　名 弓桁　翔 ８歳 男

学校名 第一小学校 学　年 ２年

題名「ぼくのゆめ」

　３月11日、ぼくの住んでいた大槌は津波で流され
ました。車も家もものすごい音とともにいっきに流
れていったことをまだ覚えています。学校も火事で
かよえなくなりました。一番仲のよかった友達は
ひっこしてしまい、いとこやおばさん、ひいじいちゃ
んばあちゃんは津波でいなくなりました。
　７月、ぼくはお父さんの仕事で掛川市にひっこす
事になり、２学期から城北小にかよいます。今のぼ
くの夢は、新しい友達をいっぱい作る事です。

ふりがな みうら　ふうが 年　齢 性　別

氏　名 三浦　風郁 １０歳 男

学校名 城北小学校 学　年 ４年
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5

6

題名「私の夢」

　私の夢は、かんごしになる事です。私が病気の時
に、やさしく声をかけてもらったりしてくれたからで
す。その時、私はとてもうれしい気持ちになったか
らです。
　もし、私がかんごしになったら、やさしく声をかけ
たりしたいです。そのために、毎日、友達にやさしく
したりしたいです。自分がいやだと思う言葉を使わ
ないようにしたいです。学校だけでなく、家でもその
約束を守ってかんごしになれるようにがんばりたい
です。

ふりがな みつはし　りの 年　齢 性　別

氏　名 三橋　梨乃 １１歳 女

学校名 大坂小学校 学　年 ５年

題名「夢」

　「夢」それは自分が立てた大きな目標。夢を実現
するためには、自分が小さな「目あて」を作るんだ。
この小さな目あてを達成すれば、人間は少し成長
する。成長したら、また新しい目あてを作るんだ。こ
の小さな成長を積み重ねていけば、夢へと一歩ず
つ近づいていく。
　そして、初めて「夢」となるんだ。だから絶対にあ
きらめちゃだめだよ。今からでも大丈夫。大切なこ
とは、自分が大きな「夢」をもつことなんだよ。

ふりがな みうら　かずむ 年　齢 性　別

氏　名 三浦　万武 １１歳 男

学校名 原田小学校 学　年 ６年
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7

8

題名「こんな人になりたい」

　希望って、とてつもなく大きな言葉だと私は
思った。希望を失うと、人は悲しむ。でも、希望
があると、人は幸せになるから。誰だって希望
はなくしたくない。みんな幸せになりたいから。
　人に希望をあげる人もいる。だから、もらう人
もいる。気づかないうちに。
　私はそんな希望を探して、人にあげれる人に
なりたい。失った人に希望を幸せをあげれる人
になりたい。

ふりがな わたなべ　なつき 年　齢 性　別

氏　名 渡邊　菜月 １２歳 女

学校名 横須賀小学校 学　年 ６年

題名「うんこかきの仕事」

　僕は、この夏一ヶ月間、家の手伝いをしました。
僕がやった仕事は、うんこかきです。僕の家では、
牛を飼っています。今までは一度も牛の世話をした
ことがありませんでした。朝は６時すぎに作業服に
着がえて牛舎に行きます。うんこかきの仕事はとっ
ても力がいり大変な仕事でした。
　僕はまだ将来まだ何の仕事につくのかわからな
いけど、大人になったらしっかり働く人になりたいと
思います。一ヶ月の仕事はよい経験になりました。

ふりがな こじま　あきら 年　齢 性　別

氏　名 小嶋　暁 １３歳 男

学校名 東中学校 学　年 １年
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9

10

題名「将来へ」

　希望って何だろう？希望は、明日への第一歩
だと私は思います。
　私の夢は、人の役に立ち、たくさんの人を笑
顔にできる人になることです。そのために私は
一日の出来事を振り返り、反省することにして
います。今日、良かった所は明日へ、悪かった
所は改善して明日につなげることが将来にもつ
ながると思います。そして、積み重ねることで希
望になると思います。

ふりがな みずの　かなむ 年　齢 性　別

氏　名 水野　叶夢 １４歳 女

学校名 北中学校 学　年 ２年

題名「あの日、宮城にいた父へ」

　震災の日、大津波のあの町にいたお父さん、連
絡もとれなくて、心配で眠れなかったけど、生きて
いてくれてありがとう。あの日の家族のたった一つ
の希望は、お父さんが無事でいることでした。今も
復興の町で働くお父さん、まだまだ大変だけど、笑
顔を絶やさず頑張ってね。
　今、私の新たな希望は、日本が震災前よりも元
気になること。そのために私もこの町でできること
を探します！見ていてね、お父さん！

ふりがな とみた　はるか 年　齢 性　別

氏　名 富田　美翔 １４歳 女

学校名 大浜中学校 学　年 ２年
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11

12

題名「ＳＭＩＬＥ」

　私の妹はいつも笑顔。一人ではミルクをのむ
ことも、歩くこともできないのに、笑顔はだれよ
りも上手。いつもみんなに光輝く笑顔をふりま
いている。
　だけど、時々、悲しそうな顔をする。それは私
が泣いているとき。私の涙が妹の笑顔まで流し
てしまうのだ。
　だから、私の夢は妹のように希望にみちた最
高の笑顔を世界中に届けることだ。

ふりがな みずの　ゆき 年　齢 性　別

氏　名 水野　由妃 １４歳 女

学校名 西中学校 学　年 ３年

題名「希望の権利」

　希望、それは途絶えることのない道だ。希望、そ
れは道を照らすための光だ。
　捨てる必要？そんなものはない。諦める必要？
そんなものはない。
　希望には、願いを込める意味を持つ漢字が二つ
使われている。だから、捨てたり諦めたりする必要
はない。どんなに人に怒られても、どんなにミスを
してしまっても、希望を持つことは、誰にも注意され
ないのだ。
　だったら、みんなで希望を持とう。それが大きな
一歩になる。

ふりがな むらた　だいすけ 年　齢 性　別

氏　名 村田　大輔 １６歳 男

学校名 掛川工業高等学校 学　年 ２年
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13 題名「食生活ばばあ！」
　２年後に古希を迎える私。いつの間にか、もうこんな
に年を…
　自問自答してみても、過ぎ去った人生の引き出しがあ
まりに多すぎて、どれを引き出そうか悩んでしまう。
　近年は、核家族化で生活様式が変わったが、人間の
生き方は昔も今も変わらないはずだ。
　日頃、食事をうるさく言う私を息子達は「食生活ばば
あ」という。
　そうだ、私は食の大切さを若い世代につなぐおしゃべ
りでお節介な「食生活ばばあ」で、これからの人生生き
ていこう！

ふりがな まつうら　かずえ 年　齢 性　別

氏　名 松浦　一恵 ６８歳 女

地　区 掛川市篠場
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応募作品数　5,511作品

【平成24年度】

第６回かけがわ教育の日

世界一短いメッセージ

優秀作品
（15作品）
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作品№1
かぞくみんなでてーぶるかこむ。
みんなそろっていただきます。

ふりがな ふくだ　ちあり 年　齢 性　別

氏　名 福田　ちあり ５歳 女
園　名 睦浜幼稚園 学　年 年中

作品№2
行ってきますのギュ。
これが、私とおかあさんのルール。
ずっとつづけていきたいな。

ふりがな おかやま　けいと 年　齢 性　別

氏　名 岡山　結音 ７歳 女
校　名 桜木小学校 学　年 ２年

作品№3
朝早くいえを出るおとうさんに
いってらっしゃいが言いたくて
毎日早おきをしているよ。

ふりがな にむら　けんた 年　齢 性　別

氏　名 二村　健太 ７歳 男

校　名 桜木小学校 学　年 ２年

作品№4
赤ちゃんが生まれておでかけがへった。
でもおうちの中がわらいごえでいっぱいになった。

ふりがな かねこ　まなみ 年　齢 性　別

氏　名 兼子　真那美 ７歳 女

校　名 桜木小学校 学　年 ２年
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作品№5
がんばった時は、ほめてくれる。
つらい時は、はげましてくれる。
家族はぼくの応援団。

ふりがな みずの　あさひ 年　齢 性　別

氏　名 水野　朝陽 ９歳 男

校　名 西山口小学校 学　年 ４年

作品№6
単身赴任のお父さん、
金曜日はウキウキ
月曜日はじっと涙をこらえて
いってらっしゃい。

ふりがな つぼた　もえか 年　齢 性　別

氏　名 坪田　萌可 １１歳 女

校　名 大坂小学校 学　年 ５年

作品№7
おじいちゃんは「がんばれよ」と必ずいってくれる。
その言葉が私の勇気のでる言葉。

ふりがな たにぐち　なな 年　齢 性　別

氏　名 谷口　夏菜 １２歳 女

校　名 大坂小学校 学　年 ６年

作品№8
悩んでいても、困っていても、話すと希望が見えて
くる。
背中をおすのは母の言葉。

ふりがな すずき　ひより 年　齢 性　別

氏　名 鈴木　陽愛 １３歳 女

校　名 東中学校 学　年 １年
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作品№9

つかれて寝ると、いつの間にか、私の上にふとん
が一枚。ありがとう、お母さん。

ふりがな ふじた　まこ 年　齢 性　別

氏　名 藤田　麻瑚 １４歳 女

校　名 西中学校 学　年 ２年

作品№10

父は結果だけを求めたりはしない。その過程を絶
対にみていてくれる。だから嬉しい。

ふりがな うちやま　ゆき 年　齢 性　別

氏　名 内山　由葵 １４歳 女

校　名 東中学校 学　年 ２年

作品№11

妹のピアノ、母の料理する音、
父のいびき、家族の笑い声。
家中に溢れる楽しい音。

ふりがな まつなが　こうへい 年　齢 性　別

氏　名 松永　光平 １４歳 男

校　名 栄川中学校 学　年 ２年

作品№12
なかなか持たせてくれない携帯電話。
だけどたくさん持てる家族の会話。

ふりがな とづか　りょうま 年　齢 性　別

氏　名 戸塚　涼雅 １５歳 男

校　名 大浜中学校 学　年 ３年
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作品№13
母はいつも僕を応援する。
やめてくれと言うけれどほんとは気持ちに応えた
い。

ふりがな すぎやま　こうへい 年　齢 性　別

氏　名 杉山　航平 １５歳 男

校　名 県立掛川西高等学校 学　年 １年

作品№14
あまりしない親との会話は、
時々してもらう送迎の車の中。
学校が遠いのもいいもんだ。

ふりがな よしの　ゆうや 年　齢 性　別

氏　名 吉野　湧也 １５歳 男

校　名 県立掛川東高等学校 学　年 １年

作品№15
「かあちゃん」
１日に何回呼ばれるだろう。
あなた達のかあちゃんで本当に幸せです。

ふりがな うつみ　しょうこ 年　齢 性　別

氏　名 内海　正子 ３４歳 女

地　区 掛川市
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応募作品数　5,725作品

【平成25年度】

第７回かけがわ教育の日

世界一短いメッセージ

優秀作品
（12作品）

※作品掲載にあたり、読みやすさに配慮し、送りがなや句読点を追加した作品があります。
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作品№1

ふりがな ふくだ　ちあり 年　齢 性　別

氏　名 福田　ちあり 6歳 女

校　名 睦浜幼稚園 学　年 年長

作品№2

ふりがな しんむら　まりか 年　齢 性　別

氏　名 榛村　莉花 6歳 女

校　名 桜木小学校 学　年 １年

作品№3

ふりがな ふじた　ののか 年　齢 性　別

氏　名 藤田　乃々花 7歳 女

校　名 佐束小学校 学　年 １年

作品№4

ふりがな さとう　たつよし 年　齢 性　別

氏　名 佐藤　竜善 10歳 男

校　名 桜木小学校 学　年 ５年

おいしいね。はたけでとれたやさいがてーぶる
いっぱい。じいじ、ばあばありがとう。

いもうとがうまれたよ。わたしがずっといもうとだっ
たけどすてきなおねえちゃんになるよ。

みんなでたべるとおいしいね。みんなでわらうとた
のしいね。みんないっしょがいいな。

すぐにケンカして、いつも泣かせてしまうけど、妹
と弟達は、ぼくの一番の宝物。
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作品№5

ふりがな おはら　こうせい 年　齢 性　別

氏　名 小原　弘聖 11歳 男

校　名 東山口小学校 学　年 ６年

作品№6

ふりがな まつお　みさき 年　齢 性　別

氏　名 松尾　美咲 12歳 女

校　名 城北小学校 学　年 ６年

作品№7

ふりがな よこやま　きえ 年　齢 性　別

氏　名 横山　葵映 12歳 女

校　名 大須賀中学校 学　年 １年

作品№8

ふりがな おおば　はるな 年　齢 性　別

氏　名 大場　はる菜 13歳 女

校　名 桜が丘中学校 学　年 ２年

「ありがとう」１日に家族へ何回言うだろう。その数
だけ私は家族に助けられているんだね。

そっけない態度とっちゃうけど、嫌いなわけないか
らね。いつもありがとう。

しかったりほめたりしてくれる家族。ありがとう。い
い家族に生まれてぼくは幸せです。

リビングで父と母で語り合い、本音をぶつけて仲
なおり。やっぱり大好き、父と母。
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作品№9

ふりがな さいが　あかね 年　齢 性　別

氏　名 雑賀　朱音 13歳 女

校　名 城東中学校 学　年 ２年

作品№10

ふりがな はらだ　たかこ 年　齢 性　別

氏　名 原田　貴子 13歳 女

校　名 西中学校 学　年 ２年

作品№11

ふりがな はしづめ　もえか 年　齢 性　別

氏　名 橋爪　萌佳 15歳 女

校　名 掛川西高等学校 学　年 １年

作品№12

ふりがな かみや　ひさこ 年　齢 性　別

氏　名 神谷　久子 64歳 女

地　区 掛川市小鷹町 0

「ありがとう」なかなか言えないその一言。恥ずか
しがらずにいつか言いたいなぁ。

大喧嘩した後でも、私の服をきれいにたたむお母
さんの後ろ姿。わがままでごめんね。

いつもは無口なお父さん。本当は一番心配してく
れていること知ってるよ。ありがとう。

慣れぬ手付きで家事をする夫の背中にありがと
う。きっと元気になるからね。
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応募作品数　7,113作品

※イラストは、岩尾千佳子さん（掛川市社会教育委員）に御協力いただきました。
※作品掲載にあたり、読みやすさに配慮し、送りがなや句読点を追加した作品があります。

【平成26年度】

第８回かけがわ教育の日

世界一短いメッセージ

優秀作品
（12作品）
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作品№1

ふりがな すぎやま　いぶき 年　齢 性　別

氏　名 杉山　依吹 5歳 男

園　名 こども広場あんり 学　年 年長

作品№2

ふりがな ふじた　せな 年　齢 性　別

氏　名 藤田　星音 7歳 女

校　名 佐束小学校 学　年 １年

作品№3

ふりがな まつした　こうせい 年　齢 性　別

氏　名 松下　皇清 6歳 男

校　名 中小学校 学　年 １年

作品№4

ふりがな なかむら　ひかる 年　齢 性　別

氏　名 中村　光 7歳 男

校　名 桜木小学校 学　年 ２年

ゆづがなくからぼく２ばんでいいよ。ゆづ
がねたら１ばんにしてね。
ママ、おやすみ。

かぞくみんなでわらってわいわいたべる
ままのりょうりはさいこうのみつぼしレス
トラン。

ぼくのかわいい妹が、初めて「にいに」っ
て言ったよ。
うれしくて、何ども言ってもらったよ。

いつもいえにかえると、おとうとがすごい
早さではいはいしてくる。うれしいな。
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作品№5

ふりがな むらまつ　とうじ 年　齢 性　別

氏　名 村松　冬二 9歳 男

校　名 第一小学校 学　年 ４年

作品№6

ふりがな さくらい　ひろむ 年　齢 性　別

氏　名 櫻井　弘夢 10歳 男

校　名 上内田小学校 学　年 ５年

作品№7

ふりがな おおば　りりか 年　齢 性　別

氏　名 大場　莉里香 11歳 女

校　名 中央小学校 学　年 ６年

作品№8

ふりがな わかまつ　ひろむ 年　齢 性　別

氏　名 若松　大夢 12歳 男

校　名 大浜中学校 学　年 １年

みんなで食べるとおいしいね。それは、
ぼくが見つけた一番のちょう味料だよ。

おこられて、ほめられて、けんかして、み
んなで笑って、家族っていいな。

ひいおばあちゃんのやさしさは、きっと
私の子どもまで伝わっていくよ。ありがと
う。

いつもお母さんのせいにしてしまう。でも
本当はぼくがわるいんだよ。「ごめんね」
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作品№9

ふりがな さとう　ゆめ 年　齢 性　別

氏　名 佐藤　優芽 15歳 女

校　名 大浜中学校 学　年 ３年

作品№10

ふりがな ひらい　かほ 年　齢 性　別

氏　名 平井　佳帆 15歳 女

校　名 原野谷中学校 学　年 ３年

作品№11

ふりがな しもじま　ゆかり 年　齢 性　別

氏　名 下島　由賀里 17歳 女

校　名 掛川東高等学校 学　年 ２年

作品№12

ふりがな さかい　ゆうき 年　齢 性　別

氏　名 酒井　祐貴 28歳 女

地　区 掛川市浜野

毎日話しかけてくれるお父さん。無視し
てごめんね。でも、心の中では聞いてい
るよ。

ケンカして、いつも素直になれない自
分。「ご飯だよ。」母の一言がくすぐった
い。

いつもは何もほめないのに、かげでほめ
てくれるお父さん。いつも応援ありがと
う。

「今日はどうだった？」何年経っても聞い
てくれる父。自然と話が弾むね。ありが
とう。
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【平成27年度】

第９回かけがわ教育の日

世界一短いメッセージ

優秀作品
（11作品）

応募作品数　8,475作品

※イラストは、岩尾千佳子さん（掛川市社会教育委員）に御協力いただきました。
※作品掲載にあたり、読みやすさに配慮し、送りがなや句読点を追加した作品があります。
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作品№1

ふりがな にむら　りら 年　齢 性　別

氏　名 二村　莉羅 6歳 女

園　名 睦浜幼稚園 学　年 年長

作品№2

ふりがな さとう　ちひろ 年　齢 性　別

氏　名 佐藤　千央 6歳 女

校　名 原谷小学校 学　年 1

作品№3

ふりがな みやざと　はる 年　齢 性　別

氏　名 宮里　葉琉 7歳 男

校　名 大坂小学校 学　年 2

作品№4

ふりがな まつうら　ゆら 年　齢 性　別

氏　名 松浦　勇良 9歳 男

校　名 城北小学校 学　年 3

ばあばのつくったおやさいで、ママがお
いしいごはんをつくってくれるよ。ありが
とう。

おかあさんがぎゅっとしてくると、うれしく
てすごくげんきになるよ。

ぼくがわらえばわらってくれて、なくと
いっしょにないてくれる。いもうとはかわ
いいな。

お父さん、やさしくてこわくて、おもしろ
い。何でも教えてくれるぼくのはかせ。
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作品№5

ふりがな みやざき　まい 年　齢 性　別

氏　名 宮﨑　真衣 9歳 女

校　名 第一小学校 学　年 4

作品№6

ふりがな たかはし　かずま 年　齢 性　別

氏　名 髙橋　和真 11歳 男

校　名 中央小学校 学　年 5

作品№7

ふりがな もりや　しゅう 年　齢 性　別

氏　名 守屋　脩 11歳 男

校　名 大坂小学校 学　年 6

作品№8

ふりがな いとう　みさと 年　齢 性　別

氏　名 伊藤　翠里 14歳 女

校　名 城東中学校 学　年 3

大げんか。大笑い。毎日色々あって面
白い。お兄ちゃんが大学行ったらさみし
くなるな。

大会の日、私の机に「頑張れよ」とだけ
書かれた兄からの手紙。その優しさにあ
りがとう。

私が歌うとだれかが歌う。私が笑うとだ
れかが笑う。そんな家族が大好き。

「気にするな。」失敗の後の家族からの
一言。身体全体にしみて、涙がこぼれ
た。
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作品№9

ふりがな よこち　ひな 年　齢 性　別

氏　名 横地　雛 15歳 女

校　名 東中学校 学　年 3

作品№10

ふりがな かとう　ゆの 年　齢 性　別

氏　名 加藤　優乃 17歳 女

校　名 掛川東高等学校 学　年 3

作品№11

ふりがな さとう　ひとみ 年　齢 性　別

氏　名 佐藤　仁美 37歳 女

校　名 掛川市本郷 0

今は天国にいるおじいちゃん。昔一緒に
つんだお茶、今でも家族で飲んでいる
よ。

車で学校に送ってくれて、一言だけ「今
日も頑張れよ」って口べたな父の温かさ
が好き。

暑い日もけんかした日も、顔を寄せ合っ
て眠る子どもたち。母にはそれがとても
愛おしい。
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【平成28年度】

第10回かけがわ教育の日

世界一短いメッセージ

募集なし
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【平成29年度】

第11回かけがわ教育の日

世界一短いメッセージ

優秀作品
（12作品）

応募作品数　9,361作品

※イラストは、岩尾千佳子さん（掛川市社会教育委員）に御協力いただきました。
※作品掲載にあたり、読みやすさに配慮し、送りがなや句読点を追加した作品があります。
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作品No．1

ふりがな 年齢 性別

氏　名 5 男

園　名 学年 年長

作品No．2

ふりがな 年齢 性別

氏　名 6 男

園　名 学年 1

作品No．3

ふりがな 年齢 性別

氏　名 6 男

園　名 学年 1

作品No．4

ふりがな 年齢 性別

氏　名 6 男

園　名 学年 1

おにいちゃん、おねえちゃん、いつもたす
けてくれるぼくのひーろー。だいすき。

まつした　しゅんき

松下　隼己

東山口小学校

大鷹　煌典

中央小学校

ばあばいつもたいへんだから、早く大きく
なってぼくが草かりてつだうからまってて
ね。

ほりうち　ひさと

堀内　寿人

桜木小学校

よるねるまえのままのえほんがぼくのだ
いすきなじかんだよ。

おのえ　かなと

尾上　奏斗

千浜幼稚園

ぼくがきったにんじんが、とんじるにへん
しん。みんながえがおでたべてくれたよ。

おおたか　おうすけ
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作品No．5

ふりがな 年齢 性別

氏　名 9 男

園　名 学年 4

作品No．6

ふりがな 年齢 性別

氏　名 11 男

園　名 学年 6

作品No．7

ふりがな 年齢 性別

氏　名 11 男

園　名 学年 6

作品No．8

ふりがな 年齢 性別

氏　名 12 男

園　名 学年 1

中根　帆貴

東中学校

「すごいね。」その短い言葉。ぼくのやる
気になったよ。ありがとう。

なかの しょうた

中野　惺太

西山口小学校

僕がきらいな物がないと言えるのは、料
理がおいしいからだよ。お母さん。

なかね　ほたか

山田　龍之介

中央小学校

いつもきびしいお兄ちゃん、ぼくがおこら
れた日、いつもよりすこしやさしかった。

おおくぼ　かいり

大久保　海璃

中央小学校

おなかのあかちゃんへ、おにいちゃんの
じゅんびは、できてます。

やまだ　りゅうのすけ
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作品No．9

ふりがな 年齢 性別

氏　名 12 女

園　名 学年 1

作品No．10

ふりがな 年齢 性別

氏　名 14 男

園　名 学年 3

作品No．11

ふりがな 年齢 性別

氏　名 17 男

園　名 学年 2

作品No．12

ふりがな 年齢 性別

氏　名 43 女

園　名 学年 0

鶴田　涼一

横須賀高校

ママなんかだいっきらいとキレる君。そん
な憎たらしい君なんてママはだいっすき
だ！！

やすだ　れいこ

安田　玲子

掛川第三地区

泥だらけのユニフォームを毎日真っ白に
してくれるお母さん。明日も一本うってや
ろう。

たしろ　ゆうき

田代　祐規

東中学校

背の低かった子どもの頃は分からなかっ
た。同じ目線の今なら分かる。両親のす
ごさ。

つるた　りょういち

失敗して泣きそうになるとはげましてくれ
る妹。今度はうれしくて泣きそうになる。

やまざき　みほ

山崎　美穂

西中学校
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【平成30年度】

第12回かけがわ教育の日

世界一短いメッセージ

優秀作品
（12作品）

応募作品数　9,811作品

※イラストは、岩尾千佳子さん（掛川市社会教育委員）に御協力いただきました。
※作品掲載にあたり、読みやすさに配慮し、送りがなや句読点を追加した作品があります。
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作品No．1

ふりがな 年齢 性別

氏　名 4 男

園　名 学年 0

作品No．2

ふりがな 年齢 性別

氏　名 6 男

園　名 学年 1

作品No．3

ふりがな 年齢 性別

氏　名 6 男

園　名 学年 1

作品No．4

ふりがな 年齢 性別

氏　名 8 女

園　名 学年 3

第二小学校

お父さんとお母さん、いつもなかよし。そ
の楽しさが、わたしにまわってくる。

もりた なつき

森田　夏月

第二小学校

たけだ ともひろ

竹田　誠啓

中央小学校

おとうとはやくねて。こっちをむいてほし
いよ、せなかのママじゃさみしいから。

ふなや はる

船谷　晴

ぼくがごめんねって言えないとママは
ギューするの。だからその中で言うの。

こまつざき りん

小松崎　凜

すずらん幼稚園（埼玉県）

おとうとが、ぼくのひざにすわった。おも
たいなぁ。でもうれしいのはなんでだろ
う。
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作品No．5

ふりがな 年齢 性別

氏　名 11 女

園　名 学年 5

作品No．6

ふりがな 年齢 性別

氏　名 12 男

園　名 学年 6

作品No．7

ふりがな 年齢 性別

氏　名 12 女

園　名 学年 6

作品No．8

ふりがな 年齢 性別

氏　名 14 男

園　名 学年 3

荒木　泰成

大浜中学校

まかせてね。つかれたときは、わたしが
小さなお母さんに変しんするよ。

さりばん るか

サリバン　瑠香

城北小学校

けんかして、話すもんかと無視するけ
ど、気付けば普通に話してる。そんな毎
日が好き。

あらき たいせい

山﨑　斗葵

第一小学校

心配性のお母さん。ぼくも、もう６年生だ
から大丈夫だよ。でもその気持ちうれし
いよ。

さとう だいあ

佐藤　橙亜

桜木小学校

お母さんとくつのサイズが同じになりまし
た。次は何を追いこそうかな。私の目標
です。

やまざき とあ
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作品No．9

ふりがな 年齢 性別

氏　名 15 女

園　名 学年 3

作品No．10

ふりがな 年齢 性別

氏　名 15 女

園　名 学年 3

作品No．11

ふりがな 年齢 性別

氏　名 17 女

園　名 学年 2

作品No．12

ふりがな 年齢 性別

氏　名 75 男

園　名 学年 0

野村　麻衣

掛川東高校

妻へ。時化の日、凪の日の人生航路。そ
の都度、妻の助け船。心の中でありがと
う。

いわしみず きよかず

岩清水　澄一

掛川第四地区

玄関を開けると、私の家のにおいがす
る。一番温かくて安心する、大好きなに
おい。

よしだ りこ

吉田　莉子

東中学校

私のスマホでゲームするのが好きな祖
母。毎回一喜一憂しちゃう可愛いばあば
が大好き。

のむら まい

家族が育てた野菜。嫌いなトマトを食べ
たら、家族の愛とトマトの本当の甘さを
感じた。

はやし わかな

林　若那

城東中学校
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