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こんなにも 大変だった お弁当
白河市立表郷中学校 １年 鈴木 望可

肩並べ 我子に伝える 母の味
鈴木 利江

八十の 祖父母と話す 終戦日
白河市立白河南中学校 ３年 木村 拓夢

終戦の 記憶をまごへ 初語り
國分 恵三郎

どれにする たくさんあって まよっちゃう
大信幼稚園 年長 金子 駿

寝る前の 子供と触れ合う 絵本読み
金子 由加利

ぼくの店 オープン八時 母げんてい
白河第一小学校 ３年 鈴木 蒼万

ありがとう 夏バテ飛んでく マッサージ

鈴木 良子

さか上がり やっと回れて ハイタッチ
矢祭町立東舘小学校 ４年 坂井 奈央

手のマメは 鉄棒からの 合格証
坂井 貴道

ぼくとパパ ドキドキしたよ 初ぶ台
白河第一小学校 ４年 大竹 羚太朗

夢に見た となりで奏でる 我息子
大竹 晃司

とうさんと まいたひまわり きれいだな
白河第三小学校 １年 いまい ゆうと

ひまわりに 子供の笑顔 重ねみる
今井 貴仁

夏の夜 空見上げれば あまの川
表郷小学校 ４年 緑川 叶夢

山の空 星の近さに 胸ふるえ
緑川 はるな

川遊び つめたい水でも 楽しいよ
小野田小学校 ３年 鈴木 凜音

沢遊び 冷たさ忘れ 子とはしゃぐ
鈴木 泉

朝日あび 毎日パスする 父とぼく
熊倉小学校 ５年 白井 健聖

ひとけりの パスに感じる 子の成長
白井 健一

そばうちを パパとやったよ またやるよ
熊倉小学校 ２年 溝井 美月

そばこねる 生地にならない 小さい手
溝井 研二

ねむれない ほたるさがしと ほしさがし
滑津小学校 ４年 中澤 爽

あぜ道を 娘とうたう ほたるこい
中澤 はるみ

父とぼく おふろでうたうよ はっぴょうかい

中畑小学校 ２年 小林 空斗

湯をかけて 我が子と奏でる のどじまん
小林 圭一

こめとぎを したらぎしぎし おとがなる
善郷小学校 １年 ながき こはる

なつやすみ おしえおそわる ひびのちえ

長岐 祥子

おてつだい なんでもやるよ まかせてね
善郷小学校 １年 富永 翔

ありがとう 気持ちだけで 疲れ飛ぶ
富永 由美子

体験で 習ったにぎりを おもてなし
社川小学校 ６年 松本 莉奈

こ

娘がにぎる 寿司を食して ほほ落ちる
松本 勝徳

夏休み 初めて一人で 水郡線
塙小学校 ６年 笹嶋 大也

大丈夫と 大きなにもつと 手にメモ帳
笹嶋 真理

妹に おんぶおんぶと せがまれる
鮫川小学校 ５年 関根 輝

疲れたと 言ってる顔が 得意顔
関根 社子

おはようと 優しい声に 二度寝する
白河南中学校 ２年 田代 美羽

起きなさい 二度寝の寝顔に 声変わる
田代 幸江

名人と コロッケ作り 初挑戦
白河南中学校 １年 森本 茉穂

「教えて」の 声にはりきり 味伝受
三浦 とみ子

卓球で 立場が変わり ぼく指導
矢吹中学校 １年 富永 大貴

もう一回 甘くみていた 子の卓球
富永 祝子

ニコニコで 並んで作る お弁当
矢吹中学校 １年 山口 未夢

つくるのは 会話の時間と お弁当
山口 新子

祖父と行く 山の風景 重ねてく
泉崎中学校 ２年 鈴木 修斗

飯豊登山 絆も心も 強くなる
髙野 正行

一輪車 上手におして いも運ぶ
矢祭中学校 ２年 深谷 龍河

いも堀りを 手伝う曾孫の 汗ひかる
深谷 絹子

剣交え 父から学ぶ 正しい道
棚倉中学校 ２年 金澤 陽菜

稽古して 言葉なくとも 意思疎通
金澤 邦和


