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令和３年度
「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

お茶の間宣言普及推進事業

お茶の間トーク
～やっぱり、家族っていいな～

心がほっこり



氏名 園・学校・地区 学年

作品Ｎｏ． 1 山田　菜乃 三笠幼稚園 年少 P. 5

作品Ｎｏ． 2 亀田　望未 第一小学校 1 P. 6

作品Ｎｏ． 3 佐藤　湊 第一小学校 1 P. 7

作品Ｎｏ． 4 原田　大夢 城北小学校 1 P. 8

作品Ｎｏ． 5 木野　凜花 中央小学校 2 P. 9

作品Ｎｏ． 6 髙林　未空 西山口小学校 6 P. 10

作品Ｎｏ． 7 藤原　拓海 千浜小学校 6 P. 11

作品Ｎｏ． 8 山本　蒼空 日坂小学校 6 P. 12

作品Ｎｏ． 9 赤堀　結萌 大浜中学校 1 P. 13

作品Ｎｏ． 10 陳　有作 西中学校 1 P. 14

作品Ｎｏ． 11 安間　佑来 桜が丘中学校 3 P. 15

作品Ｎｏ． 12 鈴木　結耶 大浜中学校 3 P. 16

氏名 園・学校・地区 学年

教育長賞 山崎　愛美 西中学校 2 P. 18

実行委員長賞 服部　徳眞 中央小学校 6 P. 19

作品Ｎｏ． 3 松本　都代 土方幼稚園 年少 P. 21

作品Ｎｏ． 4 近藤　朱隼 中小学校 3 P. 22

作品Ｎｏ． 5 前島　康太 第一小学校 4 P. 23

作品Ｎｏ． 6 深田　康太郎 西郷小学校 6 P. 24

作品Ｎｏ． 7 酒井　風凜 第一小学校 4 P. 25

作品Ｎｏ． 8 石川　夢々 上内田小学校 2 P. 26

作品Ｎｏ． 9 佐野　隼麻 第一小学校 4 P. 27

作品Ｎｏ． 10 松下　徹心 大坂小学校 4 P. 28

作品Ｎｏ． 11 佐藤　拓 原野谷中学校 3 P. 29

作品Ｎｏ． 12 大村　凌生 東中学校 1 P. 30

作品Ｎｏ． 13 福田　ちあり 大浜中学校 1 P. 31

作品Ｎｏ． 14 榛村　慶太 掛川工業高校 2 P. 32

令和元年度～令和3年度優秀作品集

「心がほっこり　お茶の間トーク　～やっぱり家族っていいな～」
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氏名 園・学校・地区 学年

教育長賞 名倉　晴陽 西中学校 1 P. 34

実行委員長賞 坂　咲心 西郷小学校 4 P. 35

作品Ｎｏ． 3 吉良　心々美 西山口小学校 4 P. 37

作品Ｎｏ． 4 佐々木　陸人 城北小学校 4 P. 38

作品Ｎｏ． 5 長谷川　穂花 第一小学校 5 P. 39

作品Ｎｏ． 6 杉山　葵胡 第一小学校 6 P. 40

作品Ｎｏ． 7 榛村　花音 桜木小学校 1 P. 41

作品Ｎｏ． 8 小田　芹奈 原田小学校 6 P. 42

作品Ｎｏ． 9 牧　紫音 横須賀小学校 5 P. 43

作品Ｎｏ． 10 西川　ありさ 東中学校 2 P. 44

作品Ｎｏ． 11 國府　惟歩 桜が丘中学校 2 P. 45

作品Ｎｏ． 12 綿野　倖太 桜が丘中学校 3 P. 46

作品Ｎｏ． 13 山本　光紗 北中学校 2 P. 47

作品Ｎｏ． 14 河上　さくら 横須賀高校 1 P. 48

　　【令和3年度　教育長賞・実行委員長賞】

　　【令和3年度　優秀作品（１２作品）】
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【令和元年度】

「かけがわお茶の間宣言」普及推進事業

心がほっこり お茶の間トーク

優秀作品
（１２作品）

※イラストは、岩尾千佳子さん（掛川市教育委員）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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ふりがな やまだ　なの 年齢 性別 部門

氏名 山田　菜乃 4 女

園名 三笠幼稚園 学年 年少

お父さんの腕時計止まっちゃったから、
なっちゃん作ったよ。お仕事に持って
行ってね。

作品№1

わぁ、かっこいい時計だね。ありがとう。
これでお仕事もっと頑張れそうだよ。

親子
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ふりがな かめだ　のぞみ 年齢 性別 部門

氏名 亀田　望未 7 女

校名 第一小学校 学年 1

作品№2

ねえねはいちばんてんさいだよ。ぱぱは
いちばんかわいいよ。ままはいちばんこ
わいよ。

のぞは一番おもしろいよ。うちは、一番
がいっぱいだね。最強だね！！

兄弟・姉妹
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ふりがな さとう　みなと 年齢 性別 部門

氏名 佐藤　湊 6 男

校名 第一小学校 学年 1

作品№3

おとうさん、いつもあそんでくれてありが
とう。おしごとがんばってくれてありがと
う。

みなと、ありがとう！１つお願いがあるん
だけど、お母さんの前で、もう１回言っ
て！

親子
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ふりがな はらだ　ひろむ 年齢 性別 部門

氏名 原田　大夢 7 男

校名 城北小学校 学年 1

ぼくね、おおきくなっても、ぱぱとままの
あいだでずっとねるよ。

作品№4

嬉しいな♡でももうすぐ一緒に寝ないって
言い出すんだよ。録音しておけばよかっ
たなぁ。

親子
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ふりがな きの　りんか 年齢 性別 部門

氏名 木野　凜花 7 女

校名 中央小学校 学年 2

作品№5

おじいちゃんがつくるトマトはおいしいか
ら、カラスとわたしのとりあいだね。

りん花のためのトマトだったけど、カラス
もなかまになりたかったのかな？

孫と祖父母
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ふりがな たかばやし　みく 年齢 性別 部門

氏名 髙林　未空 11 女

校名 西山口小学校 学年 6

作品№6

おばあちゃん、体はだいじょうぶ？少し
心配だよ。私になにかできることは、な
いですか。

人を気遣う良い子になったね。ばあばも
体に気をつけ、未空の成人した姿を絶
対見る！

孫と祖父母
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ふりがな ふじわら　たくみ 年齢 性別 部門

氏名 藤原　拓海 11 男

校名 千浜小学校 学年 6

10年ぶりの出産おつかれさま。僕の手を
にぎる力強さは、産む時のつらさが伝わ
りました。

作品№7

家族全員で立ち合ってくれてありがとう。
出産後から急にたくましい兄になった
ね。

親子
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ふりがな やまもと　そら 年齢 性別 部門

氏名 山本　蒼空 11 女

校名 日坂小学校 学年 6

作品№8

温かい物をさめてから食べるお母さん。
今度は、私の入れたお茶を温かいうち
に飲んでね。

その気持ちだけで、とても温かい気持ち
になれたよ。今度２人でゆっくりお茶会し
ようね。

親子
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ふりがな あかほり　ゆめ 年齢 性別 部門

氏名 赤堀　結萌 12 女

校名 大浜中学校 学年 1

作品№9

もも、りょうたくさん遊んでられなくてごめ
んね。夜ご飯の時にたくさん話そうね。

おねえちゃん、ぶかつがんばってね。
いっしょにごはんたべるのたのしいよ。

兄弟・姉妹
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ふりがな ちぇん　ゆうさく 年齢 性別 部門

氏名 陳　有作 12 男

校名 西中学校 学年 1

何かいつもモヤモヤしててごめんね。ホ
ルモンのせいです。

作品№10

大丈夫！思春期VS更年期、お互い元気
にやっていこうね♪

親子
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ふりがな あんま　ゆら 年齢 性別 部門

氏名 安間　佑来 14 女

校名 桜が丘中学校 学年 3

作品№11

おばあちゃん。めいわくや苦労かけてご
めんなさい。でもおばあちゃんは大好き
です。

迷惑かけられる孫がいて幸せだよ。まだ
まだ長生きしたいからほどほどにね。

孫と祖父母
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ふりがな すずき　ゆや 年齢 性別 部門

氏名 鈴木　結耶 14 女

校名 大浜中学校 学年 3

作品№12

女手一つで育ててきてくれて、ありがと
う。辛い事もうれしい事も一緒に乗りこえ
ようね。

さみしい思いをさせてしまっているけれ
ど、我が子の笑顔が一番の支え。

親子
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【令和２年度】

「かけがわお茶の間宣言」普及推進事業

心がほっこり お茶の間トーク

教育長賞
実行委員長賞

※イラストは、岩尾千佳子さん（掛川市教育委員）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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ふりがな やまざき　めぐみ 年齢 性別 部門

氏名 山崎　愛美 13 女

校名 西中学校 学年 2

教育長賞

テレワークのおかげでお父さんの仕事
内容が分かったよ。お父さんの偉大さに
気付けた！！

お父さんは、お母さんが日々とっても忙
しいことに気付いたよ。お母さん、ありが
とう。

親子
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ふりがな はっとり　とうま 年齢 性別 部門

氏名 服部　徳眞 12 男

校名 中央小学校 学年 6

実行委員長賞

コロナウイルスで休校になったのは暇
だったけど、暇だからできることもあった
ね。

そうだね。ヤギの出産や烏骨鶏の卵１０
羽も孵化させて休校中に貴重な体験が
できたね。

親子
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「かけがわお茶の間宣言」普及推進事業

心がほっこり お茶の間トーク

優秀作品
（１２作品）

※イラストは、岩尾千佳子さん（掛川市教育委員）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。

【令和２年度】
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ふりがな まつもと　とよ 年齢 性別 部門

氏名 松本　都代 3 女

園名 土方幼稚園 学年 年少

お父さん、遠くでお仕事ありがとう。コロ
ナで会えないから、お手紙おくるね。

作品№3

お手紙書くために、ひらがな頑張って覚
えたね。いつも楽しみに待っているよ。

親子
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ふりがな こんどう　あきと 年齢 性別 部門

氏名 近藤　朱隼 9 男

校名 中小学校 学年 3

作品№4

将来、見ただけで草が抜けるビームとか
目から出せたらいいよね。

それなら、見ただけで雑草が絶対生えて
こないビームが出せたら嬉しいなぁ。

親子
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ふりがな まえじま　こうた 年齢 性別 部門

氏名 前島　康太 9 男

校名 第一小学校 学年 4

作品№5

ぼくがさがしている物を、目が見えない
のに見つけてくれてありがとう。

道を歩く時、「段差あるよ。」「人にぶつ
かるよ。」と一緒に歩いてくれるね。助け
合いだね。

親子
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ふりがな ふかだ　こうたろう 年齢 性別 部門

氏名 深田　康太郎 11 男

校名 西郷小学校 学年 6

作品№6

なんで宿題やんないの。しょんない子だ
ね。早くやりなさい。

僕は、髪の毛から爪の先まで似ている
からね。お母さんと！！

親子
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ふりがな さかい　かりん 年齢 性別 部門

氏名 酒井　風凜 9 女

校名 第一小学校 学年 4

自しゅく中、けんかしない日、ほとんどな
い。仲直りしない日、１日もない。

作品№7

自しゅく中、姉妹ゲンカでストレス発散。
姉妹だからこそできるこのやり方。

兄弟・姉妹
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ふりがな いしかわ　むむ 年齢 性別 部門

氏名 石川　夢々 8 女

校名 上内田小学校 学年 2

作品№8

おじいちゃん、いつもパトロールをしてく
れてありがとう。

毎日学童がんばっている姿を見ると、私
もパトロールがんばります。

孫と祖父母
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ふりがな さの　はゆま 年齢 性別 部門

氏名 佐野　隼麻 9 男

校名 第一小学校 学年 4

作品№9

おばあちゃんの手作りマスクは売ってい
るのより大きさも形もぼくの顔にぴったり
だよ。

ありがとう。これから夏になるから息苦し
くならない生地で作ったよ。いっぱい使っ
てね。

孫と祖父母
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ふりがな まつした　てっしん 年齢 性別 部門

氏名 松下　徹心 9 男

校名 大坂小学校 学年 4

作品№10

食欲がない大きいばあば。でも僕が誘う
とごはんを食べてくれるんだ。元気に
なってね。

ありがとう。うれしいやぁ。てっちゃんがく
れるものはな～んでも食べるよ。元気に
なるよ。

孫と祖父母
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ふりがな さとう　たく 年齢 性別 部門

氏名 佐藤　拓 14 男

校名 原野谷中学校 学年 3

作品№11

コロナで試合ができない。悔しいけど今
はとにかく素振りをしよう。

その手のまめが努力の証。きっと試合
ができる。その日まで続けよう。応援し
ているよ。

親子
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ふりがな おおむら　りょうせい 年齢 性別 部門

氏名 大村　凌生 12 男

校名 東中学校 学年 1

作品№12

いつも時間的にあまり会うことのないお
兄ちゃんと、１年分くらい会えた気が。貴
重な時間。

久しぶりに弟と運動。２人の間に笑顔が
生まれる。コロナなんか忘れていた。

兄弟・姉妹
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ふりがな ふくだ　ちあり 年齢 性別 部門

氏名 福田　ちあり 12 女

校名 大浜中学校 学年 1

作品№13

ばあば、肩叩きするけど痛いところあ
る？最近できてなかったから10分はやる
ね。

ありがとう。本当に嬉しい。ちありが叩い
てくれると病院に行くより効果がありそう
だよ。

孫と祖父母
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ふりがな しんむら　けいた 年齢 性別 部門

氏名 榛村　慶太 17 男

校名 掛川工業高校 学年 2

作品№14

お父さん、釣れたアオリイカ、今回さばき
方も教えてね。早く食べたいな。

じゃ、やってみるからね。何オマエ、横に
並んだら、いつの間にこんなに大きく
なったの？

親子
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【令和３年度】

「かけがわお茶の間宣言」普及推進事業

心がほっこり お茶の間トーク

教育長賞
実行委員長賞

※イラストは、岩尾千佳子さん（掛川市教育委員）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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ふりがな 部門

氏名

校名 西中学校 学年 1

教育長賞

うちは４人家族なのに、お父さんはいつも３個
しかケーキを買ってこないのはなんで？

俺はみんなから少しずつケーキを分けてもら
えるのが１番おいしく感じるからだよ。

親子

なぐら　はるひ

名倉　晴陽
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ふりがな 部門

氏名

校名 西郷小学校 学年 4

実行委員長賞

ただいま！今日も作業着汚れてるから、抱っ
こは着替えてからね！今日も油臭いだろ？

いいの。臭くないんだよ。この油のにおいは
パパが帰って来たにおいだから私は大好きな
んだよ。

親子

さか　えみ

坂　咲心
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「かけがわお茶の間宣言」普及推進事業

心がほっこり お茶の間トーク

優秀作品
（１２作品）

※イラストは、岩尾千佳子さん（掛川市教育委員）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。

【令和３年度】
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ふりがな 部門

氏名

校名 西山口小学校 学年 4

ママ、いつも学校のお話、聞いてくれてありが
とう。嬉しいよ。また、絵本読もうね！！

作品№3

昼間は時間がない日もあるけど、お風呂の時
はゆっくり聞けるからママの大好きな時間だ
よ♡

親子

きら　ここみ

吉良　心々美
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ふりがな 部門

氏名

校名 城北小学校 学年 4

ささき　りくと

佐々木　陸人

作品№4

お兄ちゃん、僕の幸せってなんだと思う？

そんなの決まっているだろ。オレの弟になった
ことだよ。（笑）

兄弟・姉妹
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ふりがな 部門

氏名

校名 第一小学校 学年 5

はせがわ　ほのか

長谷川　穂花

作品№5

スーパーで40％引きのお買得のお肉を買っ
たけど、レジの時なんか恥ずかしかったな。

それはいいことだよ。廃棄しないことは動物に
とっても地球環境にとっても大切なんだよ。

親子
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ふりがな 部門

氏名

校名 第一小学校 学年 6

すぎやま　あこ

杉山　葵胡

うん。言う言う！たまにはお父さんにもしてあ
げて。羨ましそうな視線を感じるから。

親子

作品№6

お母さん、仕事いつもおつかれ！肩もみをし
てほしい時は、いつでも言ってね！
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ふりがな 部門

氏名

校名 桜木小学校 学年 1

しんむら　かのん

榛村　花音

慣れないから難しいね。近くで顔を見たいの
に。離れると今度は、顔小さくなって見えない
よ。

孫と祖父母

作品№7

じいじ、早く会いたいね。画面に近すぎて
じいじの鼻の穴しか見えてないよー。
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ふりがな 部門

氏名

校名 原田小学校 学年 6

おだ　せりな

小田　芹奈

作品№8

いつも野球がんばってるね。ユニホームが
真っ黒だから、今日は私が洗ってあげるね。

えっ！洗ってくれるの？じゃあ、またダイビン
グキャッチで好プレー見せちゃうよ。

兄弟・姉妹
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ふりがな 部門

氏名

校名 横須賀小学校 学年 5

まき　しおん

牧　紫音

作品№9

看護師さんとしてもお母さんとしても、とても
がんばっていてすごいです。私もいつかなり
たいよ。

仕事が忙しくてなかなか話もゆっくりできてな
いから、今度ゆっくり女子会やろうね。

親子
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ふりがな 部門

氏名

校名 東中学校 学年 2

にしかわ　ありさ

作品№10

筆入れ変えたいけど、新しい物を買うよりお
姉ちゃんが使っていた物がほしいな。

これは私が人生で１番勉強した時にそばにい
た筆入れ。試験も乗り越えたからお守りだ
ね。

兄弟・姉妹
西川　ありさ
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ふりがな 部門

氏名

校名 桜が丘中学校 学年 2

作品№11

どうしよう。我が家の心がほっこりする話題が
思いつかないんだけど・・・。ねぇ、お母さん。

いただきます。ごちそう様でした。毎日言って
くれるあなたに、母はほっこりしてますよ。

親子

こくふ　ゆいほ

國府　惟歩
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ふりがな 部門

氏名

校名 桜が丘中学校 学年 3
親子

わたの　こうた

綿野　倖太

作品№12

最近、お母さんによく似てるって言われるよ。
背中を見てるからかな？結構嬉しくてさ。

似てるのは容姿かな、中身かな？あなたが誇
れる親で居続ける為にも、今以上に頑張る
ね。
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ふりがな 部門

氏名

校名 北中学校 学年 2

作品№13

ばあば、ピーマンの肉詰めの作り方を教えて
くれない？ピーマンが好きだから。

いいわよ。１から教えてあげる。畑にピーマン
の苗を植えつける事からね。楽しみね。

やまもと　みさ

山本　光紗
孫と祖父母
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ふりがな 部門

氏名

校名 横須賀高校 学年 1

かわかみ　さくら

作品№14

いつも、私のやりたいことを応援してくれてあ
りがとう。「頑張ってね。」が力になるよ！！

やりたいことは全力で応援するし、協力する
よ。

親子
河上　さくら
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