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【体験場所 家の近くの公園】
あきらめず とうとうできた さかあがり

郡山市立行健小学校 ３年 後藤 帆香
あかね空 額に汗し さか上がり

父 後藤 朗
〈評〉

発達段階のハードルとして鉄棒の逆上がりがある。親と子が一緒になってクリア
しようとする様子とその達成感があますところなく伝わってくる。

〈塚本 繁〉

【体験場所 家の庭】
図かん持ち 母とさがした 夏星座

須賀川市立柏城小学校 ５年 小林 真由
時忘れ 流星を待つ 母娘

母 小林 晃子
〈評〉

「流星群を一緒に見てね」とお子さんの誘いに快く応じ、一緒に夜空を見上げる。
真剣に夜空を見上げる母子に会話は、少なくても心がしっかりと結ばれている。そん
な思いが作品から十分読み取ることができます。素晴らしい作品です。

〈坂本忠雄〉

【体験場所 沖縄の恩納村】
ふしぎだね 木かげのかげも 三日月だ

白河市立白河第二小学校 ２年 島田 樹
日食で 子どもも静まる 暗さなり

母 島田 薫
〈評〉

沖縄への家族旅行。しかも世紀の天体ショーといわれた日食観察と、とても貴重
な体験を行ったことは、とても素晴らしいことです。この時の不思議な体験が作品か
ら十分に感じ取ることができます。お子さんの体験は、保護者の心がけ次第です。今
後とも体験を共有されるよう期待したいと思います。

〈坂本忠雄〉

【体験場所 盆おどり】
伝統の 甚句にあわせ 初太鼓

会津美里町立高田小学校 ５年 渋川 琳
孫のうつ やぐら太鼓で 盆おどり

祖母 石井千恵子
〈評〉

晴れの舞台である櫓の上で甚句太鼓を打つ様に合わせて踊る輪は脈々と伝わる地
域の灯を守る心意気が感じ取れる。

〈塚本 繁〉

【体験場所 相馬野馬追】
今だけは 侍気取って 陣羽織

相馬市立大野小学校 ５年 杉本 美月
お上がりに 娘へ託す 帰り馬

父 杉本 智美
〈評〉

わが県の代表的な祭りである野馬追を実体験したことをまざまざと表していてす
ばらしいと思いました。女侍の心意気とそれを見送る父の甘酸い心情がぴたりと一致
しました。この親子に永遠に幸あれと祈ります。

〈津村 栄〉
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【体験場所 なつまつり】

ゆかたきて 大人っぽいでしょ なつまつり
桑折町立醸芳小学校 ２年 黒津 麻衣

腰あげを ほどき感じる 子の背丈
母 黒津 祐子

【体験場所 移動中の車の中】

任せられ 真剣に見る 地図の道
西郷村立熊倉小学校 ６年 平松 夏樹

二人旅 息子は頼れる ナビゲーター
母 平松佐登美

【体験場所 自宅】

母が切り ぼくが煮つめる 親子カレー
矢吹町立矢吹小学校 ５年 十文字 颯

子とはずむ 会話がスパイス 絶品カレー
母 十文字美枝

【体験場所 寝室】

ねる前に 楽しい絵本 ママと見る
南会津町立田島小学校 ３年 須佐 楓愛

子とふたり 絵本の中へ 旅をする
母 須佐 千春

【体験場所 尾瀬国立公園】

木道で 父母に合わせる 僕のくつ
南相馬市立小高中学校 ３年 渡辺 慎也

木道に 足並みそろう 五このくつ
母 渡辺 順子

【体験場所 家の庭】

父さんと 母を迎える 盆の月
いわき市立勿来第二中学校 ３年 松川 智哉

迎え火で 我が子と思い出 語り合う
父 松川 洋



【活動場所 自宅】

かけました じぶんのなまえ かんじでね

福島市立笹谷小学校 １年 渋谷健太郎

書き順を 辞書で調べる あせる母

母 渋谷美保子

【活動場所 福島県ムシテックワールド】

草木ぞめ きれいにそまった エコバック

郡山市立明健小学校 ４年 渋谷菜々美

小さな手 一緒に染まった 草木染め

母 渋谷 恵子

【活動場所 買いもの時の店】

段差にも 負けずに越えるよ 車イス

西郷村立西郷第二中学校 ３年 岩谷 舞

孫の手で 押されて買物 車イス

祖母 岩谷 民子

【活動場所 夕方のキッチン】

夕方の 我が家のキッチン 情報網

白河市立東中学校 ２年 本宮 真由

一日の 情報交わす 台所

母 本宮しのぶ

【活動場所 自宅】

七ならべ まけてえがおの おじいちゃん

矢吹町立三神小学校 ２年 圓谷 舞雪

負けて良し 孫の笑顔が うれしくて

祖父 圓谷 利治



【活動場所 家の座敷】

本当に やぶいていいの しょうじ紙

会津若松市立湊小学校 ３年 鈴木ほのか

張る前の ビリビリ破きが 楽しいね

母 鈴木けい子

【活動場所 駒止湿原】

夏の空 駒止に生える 青じゅうたん

昭和村立昭和中学校 ３年 五十嵐幸博

君の背を 追いつつ歩く 駒止道

母 五十嵐純子

【活動場所 自宅】

フケーキって どんな味する ケーキなの

南相馬市立上真野幼稚園 年長 髙野さくら

ケーキをね 食べられないのが 不景気よ

母 髙野由起子

【活動場所 自宅】

ガラスふき しながら母と にらめっこ

いわき市立泉北小学校 ４年 齋藤 海斗

子供の手 ガラスをはさみ 重なるよ

母 齋藤由美子

【活動場所 静岡の祖母の家】

大地震 改めて知る 家族愛

福島県立磐城桜が丘高等学校 ２年 栗田 麻帆

揺れの中 我が娘の腕を 握りしめ

母 栗田 智子
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≪最終選考まで残った作品≫
初ちょう戦 今日の昼食 ぼく担当 十五分 こんなに長い 座禅会

福島市立清明小学校 ６年 片田 優斗 福島市立岡山小学校 ３年 渋谷 和秀
夢中の子 横で片付け 母担当 瞑想も 次の活動 気にかかり

母 片田 美紀 母 渋谷 桂子

初めての ボートこぐ夏 五色沼 なみがくる こんどはたつぞ いたのうえ
福島市立大笹生小学校 ５年 佐々木 誠 福島市立大笹生小学校 １年 宮﨑 勘太

孫の漕ぐ 櫓の音涼し 五色沼 ひざ立ちで 初めて乗れて ハイタッチ
祖父 菊地 一利 父 宮﨑 淳司

お母さん いっしょに作ろう ばんごはん 早おきし カブトさがしに いざ出ぱつ
福島市立大波小学校 ３年 八巻 紗耶 福島市立立子山小学校 ２年 ほづみ優真

出来よりも ふれ合い楽しむ 夕げかな 孫にだけ こっそり教える カブトの木
母 八巻 律子 祖父 大河内隆夫

味はどう 今日は私が お母さん ずるしても ぜったい勝ちたい ばばぬきに
川俣町立山木屋小学校 ５年 菅野 愛 伊達市立富野小学校 ５年 日下 稚都

まだ大きい エプロンかけて 得意顔 顔見れば すぐにわかる ババの位置
母 菅野 泉 姉 日下 愛望

すごいでしょ すででセミを つかまえた はつちょうせん サンドイッチ つくったよ
伊達市立大田小学校 １年 大槻 駿斗 伊達市立柱沢小学校 ２年 松浦ゆうすけ

負けまいと 虫アミ持参で 挑む父 「ぼく切るよ。」 成長感じる その言葉
父 大槻 征之 母 松浦 福子

ねるまえの 親子で読書 楽しいな お母さんと きょうそうした フラフープ
伊達市立富成小学校 ３年 伊藤 葉月 伊達市立富成小学校 ５年 佐藤 佑香

昔見た 大好きな本 子どもにも フラフープ 親子で競う 心の和
母 伊藤 優子 母 佐藤喜久代

しょうぎでの 父との勝負 初勝利 山の上 岩に登って ぼく一番
伊達市立富成小学校 ６年 佐藤 秀人 国見町立藤田小学校 ５年 石倉 響

将棋負け 息子の成長 伺える 追いかける うしろ姿が たくましい
父 佐藤 義秀 母 石倉 紀子

がんばって 父とのぼった なつの山 自転車で ぼくが後から ついてくよ
二本松市立岳下小学校 ２年 石川 綾花 二本松市立油井小学校 ５年 齋藤 敏貴

夏山で 親子のきずな 深めあう 孫のこと 見てるつもりで 見守られ
父 石川 勝幸 祖母 齋藤 力子

初めての 野球観戦 だいこうふん ぼくの手は 機械のように 早わざだ
二本松市立上川崎小学校 ６年 佐藤 雅洋 二本松市立木幡第一小学校 ５年 安齋 利樹

野球より 息子の笑顔 観戦中 孫の手が ねぎもびっくり 二刀流
母 佐藤 希 祖母 高橋カツ子

ままみてて じょうずにやけるよ めだまやき たねとばし 庭からスイカの 芽が出てた
二本松市立北戸沢小学校 １年 鴫原ゆめか 大玉村立大山小学校 １年 遠藤 佑弥

目に浮かぶ 未来のかわいい お嫁さん せめて実が 成るまで待って 秋の風
母 鴫原 幸江 母 遠藤 圭子

すいかわり かぼちゃわりに すりかわり パパの年 三年生に もどったよ
本宮市立糠沢小学校 ５年 国分 悠斗 本宮市立本宮小学校 ３年 佐藤 充成

クスクスと おどろく顔に 期待する お台場で ガンダムを見て 大はしゃぎ
父 国分 秋博 父 佐藤 直文

いす運び じゅんびにつかれる 夏祭り 盆棚に ばあちゃんの好きな 花飾る
本宮市立本宮小学校 ４年 大内 直哉 福島成蹊中学校 １年 松阪 表

ふれあいは 準備とともに 夏祭り 盆じたく 亡母（はは）の好みを 子と話す
父 大内 貴志 母 松阪 真子

頂上で 富士山見えた 燧ヶ岳 おふろばは 母と競争 首都覚え
福島成蹊中学校 １年 本田 裕之 福島市立飯野中学校 １年 川瀬 涼音

尾瀬の山 生徒の汗と かすむ富士 世界地図 時を忘れて むきになり
教師 三河 直樹 母 川瀬 誓子

夏休み 母とけんかし 部屋ごもり 鍋の前 私の役目は 味見だけ
福島市立飯野中学校 １年 大河内康弘 福島市立信陵中学校 ２年 武田 奈菜

子とけんか スイカ手に持ち 部屋の前 みじん切り 手際の良さは 母の意地
母 大河内浩美 母 武田 隆子

ままみてよ あやとりできたよ じょうずでしょ てについた あさがおのしる じっけんだ
鏡石町立第一小学校 １年 根本 杏優 鏡石町立第一小学校 １年 小森よしゆき

知らぬ間に 子に伝わっている 昔遊び 実験と おだててせかす 夏記録
母 根本祐三子 母 小森こずえ
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はじめての カレーライス じょうずでしょ あそぼうよ うまになってよ さあとぶぞ
須賀川市立西袋第一小学校 １年 森藤 翼 玉川村立玉川第一小学校 １年 倉鎌みなみ

楽しいね 二人で作る 夏の味 馬跳びで 子の成長 背に感じ
母 森藤 芳子 母 倉鎌 孝美

やさいらに あさはねむいが みずをやる たまねぎの かわむきぼくの おてつだい
古殿町立田口小学校 １年 前田 早葵 田村市立船引南小学校 １年 宗像 聖陽

野菜らと 一緒に育つ 子供たち 子がむいた たまねぎ切って 涙する
父 前田 安通 母 宗像真由美

ばあちゃんと あやとりたのしい えんがわで おてつだい はたらくままへ ありがとう
郡山市立桑野小学校 １年 関 さくら 石川町立野木沢小学校 １年 近内望友羽

ひなたぼこ あやのとけない 孫の指 疲れてる ママを気遣う 小さな手
祖母 関 節子 母 近内 愛子

おてつだい わたしのきまり たまごわり ねるまえに どっちがじょうずに よめるかな
平田村立西山小学校 １年 上遠野みらい 郡山市立柴宮小学校 １年 志岐 有彩

母よりも きれいにわれる たまごわり 親となり 絵本に学ぶ 子の心
母 上遠野美樹 母 志岐由美子

テントはり ぼくもてつだい ママえがお さらあらい ままとおはなし うれしいな
須賀川市立西袋第一小学校 ２年 髙梨 晴き 郡山市立朝日が丘小学校 ２年 大木野乃花

親子との きずな深まる アウトドア 皿洗う 音より響く 笑い声
母 髙梨 香織 母 大木真理子

ぼくの声 おなかの中で 聞いててね くるくると きれいにまけた たまごやき
石川町立南山形小学校 ２年 遠藤 優樹 須賀川市立長沼小学校 ２年 渡邉 梨奈

お兄さん お腹へそっと 読みきかせ 卵焼き 受け継いでいく わが家味
母 遠藤 美穂 母 渡邉真樹子

あつい日に はまべあるいて かいひろい じいちゃんと うしのおしごと たのしいな
平田村立永田小学校 ２年 佐藤 華那 鏡石町立第二小学校 ２年 円谷 結菜

海に行き 潮風浴びて 貝拾い 孫がきて 力が入る 牛の世話
母 佐藤美保子 祖父 円谷 一郎

こっちだよ パパと楽しい おにごっこ 草あつめ コロコロコロリ 楽しいな
浅川町立里白石小学校 ３年 鏑木結花梨 古殿町立田口小学校 ３年 鈴木 和真

息切らせ 会話はずまぬ 鬼ごっこ 草運び したたる汗に 孫笑顔
父 鏑木 良秋 祖母 鈴木クニ子

逆上がり きっとできるぞ 練習だ 気球のり け色さい高 空のたび
郡山市立日和田小学校 ３年 金澤 勝太 郡山市立鬼生田小学校 ３年 山田ひより

ほらできた 子供にお手本 逆上がり 足ふるえ 大声出すのは 母ひとり
母 金澤 純子 母 山田由紀子

うれしいな 家ぞくみんなで ウォーキング オリンピック ゆめみて走る 夕やけ道
天栄村立広戸小学校 ３年 山崎 竜平 郡山市立緑ヶ丘第一小学校 ３年 関 みなみ

子のあとを 必死で歩いた ウォーキング 苦しさを 耐える横顔 夕陽に染みる
母 山崎千恵子 父 関 忠昭

お父さん いくつあるかな 星の数 人ごみに 父の手さがす 夏祭り
郡山市立薫小学校 ３年 酒井 優作 小野町立小野新町小学校 ３年 櫛田 崇裕

テント出て 満天の星 子と数え 花火より 息子の手見る 夏祭り
父 酒井 淳 父 櫛田 正人

じいちゃんと キャッチボールで うでをあげ 「ヤッホー」と ペダルも軽い サイクリング
郡山市立金透小学校 ４年 佐藤政太朗 須賀川市立第二小学校 ４年 須田 菜摘

返える球 二ヶ月前より 速さ倍 お先にと 追い抜く子の背に 海の風
祖父 佐藤 政吉 父 須田 元大

父の球 なかなかとれず なみだ出る 丸ぼうず とこ屋はいつも お父さん
郡山市立朝日が丘小学校 ４年 有我 凱斗 郡山市立小山田小学校 ５年 鹿井 駿

父が打つ 取れない球を わざと打つ 父も子も バリカン一つで うり二つ
父 有我 将範 父 鹿井 武

お母さんと ぬった浴衣 宝もの 楽勝だ 母の姿は まだ後（うしろ）
郡山市立薫小学校 ５年 松本 柚 石川町立石川小学校 ６年 迎 那奈

浴衣縫い 親の幸せ かみしめる 自由形 娘と勝負 ５秒負け
母 松本 純 母 迎 しのぶ

ぼく釣った だけど最後は 母まかせ つりざおを まだかまだかと 見つめてる
三春町立中郷小学校 ６年 渡辺 晃司 郡山市立日和田小学校 ６年 猪狩 百香

よく釣った けれど怖くて 針抜けず 釣れたかな 横目でチラリ 我が子見る
母 渡辺 美砂 母 猪狩 愛

ぱぱはやく かにさんむこうに にげちゃうよ
学校法人西郷幼稚園 年中 高久 秀斗

この背中 まるでカニだよ まっかっか
父 高久 弘充
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ざぶんざぶん 海に行ったよ 楽しいな ミニトマト いつ食べられるか わからない
西郷村立熊倉小学校 ３年 大竹 史哉 西郷村立熊倉小学校 ２年 奥山 悠希

波来ると 一度振り向き 走り出す うれしくて 水上げすぎて 芽が出ない
母 大竹真奈美 母 奥山ひとみ

きれいだな 花火がつくった あまのがわ ときょうそう 次はわたしだ ドキドキだ
西郷村立熊倉小学校 ４年 上石 涼 西郷村立熊倉小学校 ４年 齋藤 亜優

夏の夜 見あげる顔にも 咲く花火 子が走る 母も一緒に 足動く
母 上石美歌子 母 齋藤 洋子

自転車に はじめてのれた 夏休み 竹を切り ぶんぶんごまを 作ったよ
西郷村立小田倉小学校 ３年 村山 永玖 西郷村立小田倉小学校 ２年 佐藤 岬

ペダルこぐ 大きくなった 背中押す のこぎりに 手をそえたいけど 見守って
母 村山久美子 母 佐藤 洋子

夕食の 味見でおなか いっぱいに うちのじじ いつもはたふり ありがとう
西郷村立小田倉小学校 ６年 前田 志帆 西郷村立小田倉小学校 ３年 風岡 孝汰

母と子で 作る楽しさ 味わって 大切な 孫のためなら がんばるぞ
母 前田三千代 祖父 風岡 長久

母の肩 もめばもむほど 指運動 楽しいな 一緒に登り 源流へ
西郷村立小田倉小学校 ６年 矢吹 紀貴 西郷村立小田倉小学校 ６年 須藤 鮎美

ほぐれてく 心も肩も 息子の手 汗のあと 雌滝にうける 水しぶき
母 矢吹 容子 母 須藤 智子

すいかわり わろうとすると もどされる かんとくの 打てのサインで ホームラン
西郷村立米小学校 ２年 荒井 優衣 小田倉スポーツ少年団 ６年 円谷 大希

すいか割り 割る気満々 すいかなし 手を合わせ 勝利を願う ホームラン
母 荒井 順子 母 円谷 悦子

お母さんの 声といっしょに オールこぐ 私のね とくぎはあごで 肩たたき
西郷村立米小学校 ５年 菅原 萌美 西郷村立米小学校 ５年 小貫 花峰

息合わせ こげばカヌーが すべり出す いたわりと 甘えで柔ぐ こった肩
母 菅原 早苗 母 小貫美江子

ハンバーグ はじめてつくり なみだでる お母さん いつもおしごと ありがとう
西郷村立羽太小学校 ４年 近藤向日葵 西郷村立米小学校 ５年 鈴木 翔矢

なみだだす 子供のよこで なみだでる 「てつだうよ」 そのひとことが プレゼント
母 近藤 陽子 母 鈴木 美穂

お手つだい むずかしいのが やりたいの もうすこし ボールよとどけ 父の手へ
西郷村立川谷小学校 ３年 酒井 真代 西郷村立羽太小学校 ２年 石井 大夢

好奇心 目の離せない お手伝い 子と会話 続けて行こう ボールなげ
祖母 酒井 京子 父 石井 秀明

中体連 結果を残さず 悔い残す 切る野菜 教わるカレー 祖母の味
西郷村立西郷第一中学校 ３年 鈴木 友梨 西郷村立西郷第一中学校 ２年 早川くるみ

三年間 続けた事に 胸を張れ カレー味 並んで作る 三世代
父 鈴木 俊晴 母 早川明日香

力持ち 重い荷物も 任せてよ
福島県立西郷養護学校 高等部３年 兼子 俊之

荷物持ち いつの間にやら あべこべだ
母 兼子 孝子

がんばれば なんでもできる ほめられる トンボたち スイミーみたいに 山の海
白河市立白河第一小学校 １年 駒橋あゆむ 白河市立白河第一小学校 ２年 大竹翔太朗

「よくやった」 親の一言 子の自信 雲海で 息子の音読 よみがえる
母 駒橋 孝子 父 大竹 晃司

口げんか せみとりしよ！で なかなおり 雨あがり 日食見たよ 水たまり
白河市立白河第一小学校 ２年 齋藤 将樹 白河市立白河第二小学校 ３年 天野ひろあき

なきさけぶ おこられたのかな あぶらぜみ 日食見 はしゃぐ我が子を 見るも嬉し
母 齋藤久美子 母 天野 敦子

母の背を ぬかしてみれば 頼られる 夏の風 気合い応えん スタートだ
白河市立白河第二小学校 ６年 相馬 百花 白河市立白河第三小学校 ６年 髙木あゆ子

さりげなく 母の荷物を そっと持つ レンズから 時間が止まる 緊張感
母 相馬 結果 母 髙木 笑子

はつ体けん 長い正ざに にがまっちゃ 母まねて 妹たちに 読みきかせ
白河市立白河第四小学校 ２年 西岡 綾音 白河市立白河第五小学校 ６年 瀨川 歩佳

作法より まず体験と 足運ぶ 絵本読む 口調も姿も うりふたつ
母 西岡あゆみ 母 瀨川由美子

じいちゃんと かおもどろどろ さかなとり 月あかり 子ぎつねのかげ はしりだす
白河市立五箇小学校 ２年 鈴木 太一 白河市立関辺小学校 ４年 矢内 美裕

祖父と孫 緑になごむ 魚とり コンコンと 子らを追いかけ 影あそび
父 鈴木 忠正 母 矢内 裕子
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たのしいな みんなでドライブ しりとりだ やまのぼり いちばんたかい あおいそら
白河市立関辺小学校 １年 矢内 彩裕 白河市立みさか小学校 １年 坂本しりゅう

なるほどね うつる景色に 語句はずむ 雲流れ 頂き望む 夏の山
母 矢内 裕子 父 坂本 剛

ふしぎだな きょうはたいよう まるくない 足はなれ 前に進んだ 風切って
白河市立みさか小学校 １年 佐藤 千華 白河市立表郷小学校 ３年 鈴木 真凛

太陽の 欠けた姿に 宇宙みる 親の手を 離れて進む さびしさよ
母 佐藤 礼子 父 鈴木 晴夫

夏休み いつもさがすよ 十七字 パパだけど グランド行ったら おにかんとく
白河市立表郷小学校 ４年 渡邉 羽蘭 白河市立釜子小学校 ３年 藤田 凌

子と二人 指折り数え つなぐ文字 この背中 早く追い越せ 我が息子
母 渡邉 美咲 父 藤田 宏文

雲海で 泳いでみたい 富士登山 健康を 願って祖父の 肩をもむ
白河市立信夫第一小学校 ６年 毛利 結衣 白河市立白河中央中学校 ２年 西崎 七海

雲の上 花火見おろす 富士登山 揉みほぐす 肩よりしみいる 孫の愛
母 毛利 洋子 祖父 荒井利七郎

バドミントン 出れるといいな 新人戦 はるかなる 入道雲に 弓を射る
白河市立白河第二中学校 １年 柏原 友寛 白河市立白河第二中学校 １年 加藤 輝大

ネットない 道路で二人 シャトル追う 知らぬ間に 育った腕（かいな） たくましく
父 柏原 永和 母 加藤真由美

神様に 豊作願い 苗植える 中学校 最後の大会 涙のむ
白河市立東北中学校 ３年 宮田 直貴 白河市立白河南中学校 ３年 松本和喜子

猫の手に 勝る息子の 苗運び カメラもつ 画像がぶれて 情けない
母 宮田 幹子 母 松本亜矢子

十七字 親子のスキマ 埋めるかな やぶけたよ むしとりあみで どじょうとり
白河市立白河南中学校 ３年 伊藤 義徳 中島村立中島幼稚園 年長 東海林美咲

ゆく夏を 十七文字で 感じられ どじょうとり そっちににげたと 子に言われ
母 伊藤ゆかり 母 東海林紀子

そうめんが すべっていくよ たのしそう 飛行機に 初めて乗って きんちょうだ
中島村立滑津小学校 １年 水野谷 愛 中島村立滑津小学校 ４年 国井 夏輝

子のえがお 見てはそうめん 流す母 子の手前 平静装い 手には汗
母 水野谷裕子 父 国井 淳一

うれしいな 今日もいっしょに 野菜切り とうみぎの 箱作りは まかせてね
矢吹町立中畑小学校 ５年 深谷 彩香 矢吹町立中畑小学校 ４年 柏村 美帆

ひやひやと しながら成長 感じとる 「こうだよ。」と 子供におそわる 箱作り
母 深谷真里子 母 柏村美加子

日曜日 母と収穫 ミニトマト こんどこそ 力をこめて うでずもう
矢吹町立矢吹小学校 ３年 山本 彩生 矢吹町立善郷小学校 ６年 会田 勇亮

子と共に 野菜と育つ 心の和 やるたびに 成長みえる 手のひらで
母 山本 陽子 父 会田美智男

夏の夜 見あげた空には 流星群 映画観て 涙ふきふき 照れ笑い
矢吹町立善郷小学校 ４年 木村 栞子 矢吹町立矢吹中学校 ３年 安田 和磨

子の未来 流れ星に 祈り乗せ 子どもらに 気づかれぬよう 涙ふく
母 木村志都子 父 安田 和典

スマッシュを 打った先には 父の腹 たのしいな もぐってもぐって じゃんけんぽん
矢吹町立矢吹中学校 ２年 芳賀 卓朗 泉崎村立泉崎第一小学校 １年 本柳 理那

ラケットで 受けたつもりが メタボ腹 子供らと 仲よく楽しく だるま浮き
父 芳賀 淳 母 本柳 幸子

はじめての おだいばひとで おめめてん 魚より となりの人の 糸を釣る
泉崎村立泉崎第一小学校 １年 塩田かいり 泉崎村立泉崎中学校 ３年 先﨑 理恵

思い出を 作りに行くが 疲れだけ 釣りよりも 気になる横の 娘かな
母 塩田ひとみ 父 先﨑 貞雄

ばあちゃんが おしえてくれた なつのうた なんだこりゃ きけんせいぶつ うみうしだ
棚倉町立棚倉小学校 １年 河合 彩花 棚倉町立棚倉小学校 １年 鈴木 陽大

口ずさむ 唄は童謡 三世代 磯遊び 質問ぜめで 困る母
母 河合 恵美 母 鈴木 明子

こんどこそ のぼってやるぞ ふじと山 お父さん プールの中で お船さん
棚倉町立棚倉小学校 ２年 藤田 峻也 棚倉町立棚倉小学校 ３年 藤田凜々子

七合目 家族で夢見る 御来光 つかまって 潜水艦にも なっちゃうぞ
父 藤田 篤 父 藤田 和彦

笑うけど 帰りに泣いちゃう おばあちゃん いきている いねがかぜで ゆれている
棚倉町立棚倉小学校 ５年 齋藤 美奈 棚倉町立近津小学校 １年 小池 廉大

祖母の目に うかぶうれしさ 夏休み 力強い 子どもと同じだ 稲の穂も
父 齋藤 雅彦 母 小池 奈々
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最高の 笑顔で歌えた コンクール きらめいて ホタルのひかり なつのよる
棚倉町立山岡小学校 ６年 鈴木智芙美 棚倉町立棚倉中学校 １年 相楽 梨乃

澄んだ声 涙腺緩む わが娘（こ）歌 子等の掌（て）に 蛍の光 包まれて
母 鈴木 美佐 祖母 相楽 智富

ケンカして ごめんね言えず 絵文字うつ 友だちと 楽しく歩く 夏祭り
棚倉町立棚倉中学校 ２年 須藤 葵 棚倉町立棚倉中学校 １年 岡 修行

ケイタイは 親子の会話 なくすもの 親ばなれ ちよっぴり淋しい 夏祭り
母 須藤 明美 父 岡 修

ゆかたきて 早くいこうよ ぼんおどり おんどくで あんきしたこと まだいえる
塙町立塙小学校 ２年 角田 歩奈 塙町立塙小学校 ２年 二瓶隆一郎

孫の手に 引かれて踊る やぐらした きそいあい あんきをしたが いまいえず
祖母 藤田 幸子 母 二瓶 智加

あぜ道を 全速力の 犬とぼく パパよぶが 礼華目指して 走る犬
矢祭町立東舘小学校 ６年 片野 達貴 矢祭町立関岡小学校 ４年 古張 礼華

あとを追う 笑顔いっぱい 散歩道 ミント来い ジャーキーちらちら えさで釣る
母 片野真理子 父 古張 幸一

かあさんの おり紙おるて まほうのて うたた寝の 父に毛布を そっとかけ
鮫川村立鮫川小学校 ２年 関根 愛美 鮫川村立鮫川中学校 ３年 圓井龍一郎

色々の 折り紙手にし 懐かしむ 背中越し ふいのぬくもり 目が霞む
母 関根 社子 父 圓井 和広

ねるまえに ままとほんよみ たのしいな リハビリの 母をはげまし 筋トレし
会津若松市立東山小学校 １年 齋藤るりか 北塩原村立裏磐梯小学校 ４年 酒井 隆太

読むほどに 絆深まる 読み聞かせ 共に汗 リハビリ横で 子が応援
母 齋藤 綾子 母 酒井 聖美

とうちゃんの ふえにあわせて ぼんおどり あせだくで 草刈る父に 水運ぶ
西会津町立尾野本小学校 １年 齋藤 陽奈 磐梯町立第一小学校 ５年 古川 征仁

笛太鼓 心もそろった 盆踊り 身にしみる この一服で 生き返る
母 齋藤 美穂 父 古川 嘉仁

いつ見ても 夏の花火は さいこうだ ねこのてで キャベツの千ぎり たのしいな
湯川村立笈川小学校 ３年 小林 栞 三島町立三島小学校 ２年 渡辺 梨花

笑顔よぶ 夏の夜にさく 一瞬の花 ハラハラと 包丁持つ手 見守る私
母 小林 亮子 母 渡辺 美津

盆おどり 私が笛で 母うたう 野菜切る スピードアップ ねこの手で
会津若松市立第四中学校 １年 佐藤 佳奈 会津若松市立城南小学校 ６年 有田 真捺

笛ひびけ 親子自慢の 盆踊り 横に立ち 見ている我が手も ねこの手に
母 佐藤美奈子 母 有田 美幸

なみがくる わたしのうきわ おとうさん かぶとむし まいにちみるの たのしいな
会津若松市立城南小学校 １年 小野 妙音 猪苗代町立緑小学校 １年 齋藤 璃空

嬉（よろ）こんで 浮き輪になるよ いつまでも かぶとむし 世話をするのは お父さん
父 小野 忠浩 父 齋藤 清人

ばあちゃんの 昔話を 今日も聞く 父さんに 肩車して カブト虫
喜多方市立堂島小学校 ５年 山田 清楓 会津坂下町立坂下小学校 ３年 佐藤聡一郎

ひ孫にも 語りつたえる 猿むかし 虫とりに 肩にズシリと 子の成長
曾祖母 山田登志美 父 佐藤 修一

絵本読み いねむりしている お母さん 父さんと 川で水きり 楽しいな
喜多方市立松山小学校 ５年 三瓶 透子 柳津町立柳津小学校 ３年 小林 史人

起こされて 同じページを 読み返す 親と子で 歳の差忘れ 競い合う
母 三瓶富美子 母 小林ミサ子

つかまえた ぼくがみつけた かぶとむし 新ジャガの 重さで感じる 祖父の汗
西会津町立野沢小学校 １年 二瓶 たくま 金山町立金山中学校 １年 中丸 凌太

夏の夜 かぶとと息子の かくれんぼ 新ジャガと 孫の筋肉 いい勝負
母 二瓶 友美 祖父 中丸 裕信

母の目に 浴衣のわたし はずんでる 手をつなぎ 走るのうれしい マラソン大会
喜多方市立慶徳小学校 ４年 加藤 伶 会津若松市立神指小学校 ３年 橋本 大成

思い出の 浴衣子に着せ 胸踊る 親子ペア リードする気が ひっばられ
母 加藤由美子 母 橋本 強子

たのしいな やさいしゅうかく すすむはし 夏まつり はじめてすくった 金魚たち
南会津町立田島小学校 １年 生亀るきの 南会津町立田島第二小学校 ４年 佐藤 利沙

初めての 畑しごとで 玉の汗 いとしげに 水そう見つめる 子の瞳
母 生亀 敦美 母 佐藤ひろみ

すりきずに まけてたまるか もう一本
南会津町立檜沢小学校 ３年 大内 鈴音

子と向かい 熱い瞳に 鼓動鳴る
父 大内 進矢
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ふしぎだな こうじが甘く 変化した 父ちゃんの むねをめがけて ストライク
南会津町立南郷第二小学校 ４年 大桃 元 南会津町立伊南小学校 ４年 馬場 遥己

甘酒を 煮つつうかがう 孫の顔 子の夢を 胸で受けとめ ストライク
祖母 五十嵐志喜子 父 馬場 誠

夏祭り 真夏の夜に ひびく声 父歌う 私は踊る 盆踊り
南会津町立檜沢中学校 ２年 室井 亮哉 檜枝岐村立檜枝岐中学校 １年 星 桃子

時想う 親子で歩く 七行器 やぐらから 見おろす娘の 艶姿
母 室井 恵美 父 星 公美

しばやすと まないたぐらが にらみあう いもほりを していて出たのは いもと歌
檜枝岐村立檜枝岐小学校 ４年 橘 滉大 只見町立朝日小学校 ６年 菅家いつみ

突き進め 息子の背中と やけた腕 子の歌で 気持ちが元気に 芋軽く
母 橘 陽子 母 菅家 成美

つりあげた ヤマメのもよう きれいだな 待ちきれず 肉と野菜の 大合唱
下郷町立江川学校 ２年 五十嵐しんじ 下郷町立楢原小学校 ６年 渡部 萌生

父と子の 秘密の体験 知るヤマメ ああうまい 鉄板一枚 家族の和
母 五十嵐紀子 父 渡部 岩吉

指ずもう 本気出してよ お母さん 母のよこ たまごかきまぜ お手つだい
新地町立新地小学校 ５年 泉井 太我 新地町立新地小学校 ３年 黒沢竜之介

たくましく 指で感じる 子の成長 ナンバーワン 二人でつくった オムライス
母 泉井 常子 母 黒沢 知子

じゅうたいで 会話がはずむ 家族旅行 じいちゃんと 大物ねらうぞ 釣り大会
新地町立駒ヶ嶺小学校 ３年 後藤 麗美 新地町立新地小学校 ５年 黒沢虎太郎

旅路での 会話が深める 家族愛 孫握る 釣竿しなり さあきたぞ
父 後藤 直之 祖父 反畑 正博

おとうさん ねらってやるぞ みずでっぽう ゴーカート うんてんせきは ぼくのもの
相馬市立大野小学校 １年 川崎 大地 新地町立駒ヶ嶺小学校 ４年 菅野 司

かささして かわしてやるぜ みずでっぽう 助手席 顔がひきつる ゴーカート
父 川崎 陽一 母 菅野 理佳

まがたまを おやこでつくり なつやすみ 十七字（時） ふれあうために パパを待つ
相馬市立山上小学校 １年 伊東 彩花 相馬市立大野小学校 １年 小関 芹旺

まがたまの かたちそっくり おやこだね 十七字 頭の中では 十七時
母 伊東 順子 父 小関 善之

目かくしで 目の前真っ暗 スイカ割り きもだめし おばけがこわく はしりだす
相馬市立八幡小学校 ６年 氏家 夏月 相馬市立玉野小学校 ３年 阿久津太一

そこだ打て 山まで響く 元気声 肝試し かゆみを我慢 お化け役
父 氏家 昌章 父 阿久津弘之

うれしいな ならんでとった きりんさん おかあさん これよんでよと ひざのうえ
相馬市立飯豊小学校 ２年 太田 葉月 相馬市立中村第一小学校 １年 管野うらら

しびれてる チャンスを待った 父の指 テレビ消し 絵本の世界へ 出発だ
母 太田香奈子 母 管野あゆみ

ばあちゃんの やわらか耳を ひとりじめ 真っ暗で かべにげきとつ おばけやしき
南相馬市立原町第一小学校 ２年 只野 綺南 相馬市立飯豊小学校 ６年 門馬 明富

もみじの手 右へ左へ いとおかし おどろいた おばけ屋敷の 孫の声
祖母 只野美奈子 祖母 門馬 翠

夏まつり やきそば売りで お手つだい おばあちゃん 外の風は きもちいい？
南相馬市立原町第三小学校 ３年 渡部 美優 南相馬市立原町第二小学校 ４年 尾鼻 花音

わが娘 焼きそば売りで 初売り子 車イス 押されて感じる 夏の風
母 渡部美樹代 曾祖母 杉本タケ子

こげたあじ パパとつくった パンケーキ 涼しくて 父のおなかで 夢枕
南相馬市立大甕小学校 １年 三浦葉水妃 南相馬市立高平小学校 ２年 青田 七海

世界一 娘と作った パンケーキ 苦しくて 「はっ」と目覚める 夕涼み
父 三浦友由希 父 青田 賢一

バタ足で シーツのなみに 足とられ パパからの フライがとれて うれしいな
南相馬市立大甕小学校 ３年 松岡 花音 南相馬市立大甕小学校 ３年 佐藤 太亮

貸し切りの 布団プールで 特訓だ ナイスキャッチ はじける笑顔で ハイタッチ
父 松岡 均 父 佐藤 敬

かんでんち きめたところに すてるんだ おとうさん あそぼうよったら あそぼうよ
南相馬市立石神第一小学校 １年 伊東 快翔 南相馬市立石神第一小学校 １年 星 萌々子

息子にも 芽ばえてきたね エコごころ 夕食後 うたた寝しながら カルタとり
母 伊東 友美 父 星 勝弘

近くなら 自転車歩き いっしょにね
南相馬市立石神第一小学校 ３年 舘沼 成美

エコ活動 子供のほうが 進んでる
父 舘沼 次男
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ポコポコと ママのおなかが 動いたよ まどの外 おたまじゃくしの 行しんだ
南相馬市立石神第二小学校 ３年 山田飛憂芽 南相馬市立鹿島小学校 ２年 伹野 智哉

「大丈夫？」 気遣う子供に 日々感謝 窓の外 かわいい音符の 音楽隊
母 山田 咲衣 母 伹野 徳子

伸びたでしょ 母さん横に 背比べ アラかわいい 写メに弟 撮りまくり
南相馬市立鹿島小学校 ６年 鹿又 美優 南相馬市立八沢小学校 ５年 増田 瑠奈

まだまだね つま先立ちで 背比べ スライドショー 家族の歴史 切り取って
母 鹿又 清美 母 増田かおる

パパのたま げんきにうって ホームラン かずかぞえ プールのれんしゅう せんめんき
南相馬市立小高小学校 １年 井坂 亮介 南相馬市立小高小学校 ２年 板倉 舞子

我が子には 打たれてうれしい どまんなか もぐれるよう いっしょにいきとめ かずかぞえ
父 井坂 智典 母 板倉芳小里

つえがわり かしてあげるよ ぼくのかた おとうとを ドレミのうたで ねかしつけ
南相馬市立福浦小学校 ６年 阿部 啓太 南相馬市立金房小学校 １年 富澤 雄輝

孫の肩 ささえに歩み 百まじか 子守りうた うたうつもりが 大合唱
曾祖母 阿部 キイ 母 富澤まゆみ

うれしいな だれよりさきに つりあげる お父さん ふたりで走る 最後だよ
南相馬市立金房小学校 ６年 志賀 理人 飯舘村立草野小学校 ６年 佐藤ちさき

しなる竿 横目にチラリ 気にかける 最後だね いっしょに走る 親子の部
母 志賀 俊恵 父 佐藤 賢二

飛んできた すいかのたねに 大笑い わぁへびだ 早くにげてよ つばめの子
浪江町立苅野小学校 ４年 松本 杏奈 葛尾村立葛尾小学校 ２年 川島 優人

西瓜食べ 弾けた種は 孫のへそ 巣を見上げ 両手で飛ぶまね する我が子
祖父 阿部 昌雄 母 川島 京子

つれました ちちよりはやく げっとだぜ あのくもに おいつきたくて ペダルふむ
双葉町立双葉南小学校 １年 林 こりん 双葉町立双葉北小学校 ２年 廣田 知希

さきこされ いげんたもって さかなまつ 夏山に 待ってよの声 こだまする
父 林 文和 祖母 小林 早苗

ばあちゃんも なかなかやるね バトミントン 釣堀りの 魚はどれも 腹いっぱい
大熊町立熊町小学校 ３年 工藤亜美伽 大熊町立熊町小学校 ５年 平島 直佳

バドミントン 孫に負けじと 筋肉痛 釣れぬなら 釣ってみせよう 父の意地
祖母 工藤 智子 父 平島 茂行

朝顔は ぼうにくっつき あまえんぼ 父さんの 本読む声が 子もりうた
富岡町立富岡第一小学校 ３年 櫛田つぐみ 富岡町立富岡第二小学校 ３年 半谷 昂大

笑顔の子 ママにくっつき あまえんぼ 寄りそって 読み聞かせする 夏の夜
母 櫛田亜佐子 父 半谷 成満

見つけたよ 幸せの葉っぱ うれしいな 器用だね 祖母にほめられ うれしいな
富岡町立富岡第二小学校 ４年 林 安未夏 富岡町立富岡第二小学校 ５年 保田 春香

子と探す 四ッ葉のクローバー 幸せ見つけ 孫と折る 小さな折鶴 ボケ防止
母 林 かおる 祖母 保田 邦江

筆づかい そ母に習って 書く「大地」 今日からは 大人料金 電車代
楢葉町立楢葉北小学校 ４年 山田茉莉瑠 新地町立尚英中学校 １年 目黒智恵美

勤勉家 書にも表る 孫娘 キップ買い 「子供一枚」 間違えた
祖母 岡田 道子 母 目黒智恵子

家の中 ギョウザのにおいで いっぱいに 窓をふき 校長先生 ほほえんだ
南相馬市立原町第二中学校 ２年 佐藤 裕美 南相馬市立原町第三中学校 ３年 菅野由美子

大・中・小 娘と私の ほのぼの作 汗流し 窓ふく姿に 明日思う
母 佐藤 早苗 養護教諭 大沼 綾子

露天風呂 悩みも流し さっぱりと 夏の夜 たまには父と 散歩する
浪江町立浪江東中学校 ３年 中道 稀 川内村立川内中学校 ２年 久保田 賀

女同士 会話がはずみ 長風呂に 二人きり 昔しのことでも 話そうか
母 中道 智子 父 久保田裕樹

毎日の 元気の源 母の文 ウクレレを ばあばとひいて たのしいな
広野町立広野中学校 ２年 前田 拓海 南相馬市立鹿島幼稚園 年少 高野 礼愛

離れた子 元気を知らせる 朝メール 幼子（おさなご）と ウクレレ奏で 涼をよぶ
母 前田佳代子 祖母 長澤 淳子

コケコッコー たまごうんだか みてくるね ピザのきじ こねるとだんだん くっつくなぁ
いわき市立三阪保育所 年長 草野美寿々 いわき市立好間第二小学校 ２年 大峰 愛子

コケコッコー 我が家の朝食 目玉焼き ピザの生地 こねてる子の手は 団子のよう
母 草野 玲子 母 大峰 冴子

しょうぎでは パパにぜったい かちますよ 波がきて カニににげられ 潮かぶる
いわき市立平第五小学校 ２年 矢内 俊平 いわき市立鹿島小学校 ４年 大髙 浩尭

凜とした 息子と指した 大一番 磯遊び 岩にはりつく 孫とカニ
父 矢内 剛 祖父 原 一夫
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父にだけ そっと教えた ひみつきち せんたく物 においは母の いいかおり
いわき市立小玉小学校 ４年 根本 新太 いわき市立小玉小学校 ５年 鈴木 彩

子と歩く この先昔の ひみつきち 夏の空 洗濯を干す ちいさな手
父 根本 尚 母 鈴木ゆき枝

おおきくて せなかゴシゴシ たいへんだ うでずもう さすがにつよい ママのかち
いわき市立宮幼稚園 年長 伊藤 さえ いわき市立赤井小学校 ２年 佐藤 瀬斗

もみじの手 けっこう力 ついてきた 負けられぬ 腕はプルプル 顔笑顔
父 伊藤 篤 母 佐藤 幸子

かけっこで 勝たせてくれた おじいちゃん こまあそび ぱぱにかったよ うれしいな
いわき市立赤井小学校 ４年 久野 優人 いわき市立菊田小学校 １年 森 丈瑠

かけっこに 孫連れ出して 息が切れ むかしなら まわせたコマも からまわり
祖父 宮野 裕 父 森 久長

ほじょりんなし つかんでないのに のれてたよ 二ツ箭山 登って分かる 美しさ
いわき市立汐見が丘小学校 １年 小松 和 いわき市立草野小学校 ４年 鈴木 雄大

やっととけた 「おさえてるよ」の 声の呪文 子と登り 共に味わう 達成感
母 小松 麻未 父 鈴木 康雄

とうさんと かいわがはずむ ぼーるなげ 型ぬきを ペロッとなめる 母強し
いわき市立大野第二小学校 １年 大和田 陸 いわき市立湯本第三小学校 ６年 山田 リコ

ほらいくよ 親子の絆 つなぐ球 子の為に 人目気にせず ベロを出す
父 大和田哲嗣 母 山田 悦子

おにぎりを ホイショホイショと にぎったよ わからない 祖母の方言 まねてみる
いわき市立中央台東小学校 １年 鈴木 真裕 いわき市立中央台東小学校 ５年 定久 大晟

たからもの 包むみたいに にぎる飯 子がまねて 会話ふくらむ 田舎町
母 鈴木 朋子 母 定久あけみ

おさいほう あぶない手つき つばを飲む いまはやり むきにおぼえた あやとりだ
いわき市立田人第二小学校 ５年 藤田はるか いわき市立中央台北小学校 １年 遠藤 彩華

針を持つ 娘（こ）の手元見て 肩がこり あやとりを 記憶を辿り 思い出す
母 藤田 美香 母 遠藤 仁子

しゃしんでね はなをとったよ きれいだな じいちゃんは つりがじょうずだ てんさいだ
いわき市立内町小学校 １年 小林明日美 いわき市立郷ヶ丘小学校 １年 伹野 綾香

散歩道 次々作る 花図鑑 魚より 手強いひきだ 孫の口
父 小林 清志 祖父 伹野 領

本将棋 ぼくは家族の 羽生名人 初登山 父の一言 汗キラリ
いわき市立郷ヶ丘小学校 ６年 石井 志苑 いわき市立郷ヶ丘小学校 ６年 松本 美織

本を見て 固い頭を フル回転 一歩ずつ 娘の背押す 声かける
母 石井 エミ 父 松本 光司

山登り まだかまだかと 上を見る おるすばん ほんとはちょっと さびしいの
常磐公民館ｼﾞｭﾆｱﾁｬﾚﾝｼﾞ教室 ５年 山野千亜紀 いわき市立錦東小学校 １年 阿部 静花

励ましが 子に励まされ 登山道 帰宅して 車降りると のぞき顔
指導者 坂本 節子 母 阿部由利江

トントトン 手足をつかって ぬのをおる 母チーム タックルしても たおせない
いわき市立泉北小学校 ３年 佐々木美萌 いわき市立泉北小学校 ５年 菱川 雄太

トンパタリ 機織りの音（ね）で 三重奏 息はずむ 親子ラグビー つい本気
母 佐々木百合 母 菱川 恭子

雨の日は 新しいかさで 父むかえ 「おかあさん」「なあに」じゃなくて「はい」でしょう
いわき市立三阪小学校 ３年 東谷 利沙 いわき市立小名浜第二小学校 １年 小野 七望

ありがとう 娘と二人で 相合がさ 「おかあさん」 呼ぶ声元気の バロメータ
父 東谷 健二 母 小野 賀代

ボートこぎ 力を合わせ がんばった とるたびに ゆびがしびれる 父のたま
いわき市立湯本第一小学校 ５年 大内 克洋 いわき市立湯本第一小学校 ６年 比佐 悠人

こぐ力 息子が強く 回りだす 投げる球 痛がる息子 いつまでか
母 大内小百合 父 比佐 滋

母と僕 二人でつくった パンの味 じゃんがらの 受け継ぐ音と 父の跡
いわき市立藤間中学校 １年 鈴木 瑠也 いわき市立好間中学校 １年 鈴木 聖崇

人生も 中味で勝負と 語るパン じゃんがらの 引退決めた 言葉かな
母 鈴木加奈江 父 鈴木 明彦

仲間だよ ダブルス組んで 声かけて 汗をふき 登って見えた ご来光
いわき市立好間中学校 １年 吉田 光凜 いわき市立植田東中学校 １年 下山田佑真

初めての 母娘（おやこ）ダブルス ミスも○（マル） 一歩ずつ 歩んでほしく 富士登山
母 吉田 優子 父 下山田 武

父相手 コートに決めた サービスエース
いわき市立植田東中学校 ２年 清水比加里

レシーブを 返せず出るは 声ばかり
父 清水 雅昭
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老いた祖母 身体拭くたび 涙する リサイクル 着古し回して 新調だ
福島県立磐城桜が丘高等学校 １年 鈴木 沙季 福島県立磐城桜が丘高等学校 １年 志賀 洸一

動かぬ身 世話する孫に 手を合わす リサイクル 息子の古着で 若返り
祖母 鷺 綾子 父 志賀 達

信号が 点滅している 帰り道 色違い サンダル買って 母笑顔
福島県立磐城桜が丘高等学校 ３年 小宅 優美 福島県立磐城桜が丘高等学校 ３年 馬目 梨奈

缶コーヒー 片手に娘と 夜のドライブ サンダルを 貸し借り出来る 嬉しさよ
母 小宅 房江 母 馬目祐美子

入水（いりみず）で ろうそくもって 探険だ いもを掘る 隣の母を 真似ながら
いわき市立玉川中学校 １年 花木 綾太 いわき市立桶売中学校 ３年 根本ゆかり

ともしびが 親子をつなぐ 道しるべ いもを掘り 成長感じた 二つの実
父 花木 貴 母 根本 久美

ありがとう 素直に言えない 子の心 最終日 宿題あとは 父頼り
いわき市立内郷第一中学校 ３年 菅野 文香 いわき市立玉川中学校 ３年 金本麻友子

ありがとう 目を見て分かる 親心 頼られて 叱りながらも ちょっと嬉し
母 菅野 彩子 父 金本 達弥

うでずもう 父に負けて くやしがり 大物を 目指して祖父と 川釣りへ
いわき市立錦中学校 ２年 赤坂 元気 いわき市立錦中学校 １年 古田 大祐

くやしがる 息子にかくれ 腕を振り 釣れるたび ガッツポーズに 苦笑い
父 赤坂 剛 祖父 古田 正之

このボール 父のとこまで 届くかな 草を刈る 父の背中に 歳をみる
いわき市立錦中学校 ２年 秋元 直人 いわき市立錦中学校 ２年 神永 志苑

きょねんより キャッチボールの きょりがのび 息子見て やがては頼む 墓掃除
父 秋元 拓也 父 神永 厚二


