
千代田区立麹町小学校　　　四年　穂織さん

ふきのとうはじめて食べた春の味

中央区立中央小学校　　　三年　晴さん

セミの顔ゆめに出てきて朝ねぼう

文京区立礫川小学校　　　四年　怜さん

もみじの葉川へゆうがにおりてゆく

文京区立礫川小学校　　　五年　樹さん

旅の帰路列車の中で花火見る

文京区立窪町小学校　　　三年　連さん

鬼怒川の森でさえずるホトトギス

文京区立窪町小学校　　　三年　咲希さん

はすの葉が上野公園あおあおと

文京区立窪町小学校　　　三年　麟太郎さん

蟬の声東京五りんのおうえん歌

文京区立窪町小学校　　　三年　嘉駿さん

カマキリはだっぴするのがいのちがけ

文京区立窪町小学校　　　三年　倫さん

ハグできるワクチンうったそふそぼと



文京区立窪町小学校　　　三年　優莉乃さん

友だちの手紙読んだら夏終わる

文京区立窪町小学校　　　三年　彩さん

オリンピックテレビを見ながらスイカ切る

文京区立窪町小学校　　　四年　幸之介さん

セミの声たえずきこえるはりまざか

墨田区立横川小学校　　　一年　みゆさん

あめあがりままとおさんぽにじみれた

墨田区立横川小学校　　　四年　しょうじさん

夏の夜そばかうどんかソーメンか

墨田区立横川小学校　　　五年　朱里さん

とけてきた滴るアイスと僕の汗

墨田区立横川小学校　　　五年　京修さん

安達太郎変わった名前の入道雲

墨田区立言問小学校　　　二年　倫太朗さん

台風のしあいむかい風のシュート

東京朝鮮第五初中級学校初級部　　　三年　妍児さん

こすもすに星のねがいをとどけよう



江東区立豊洲北小学校　　　五年　理奈さん

駆け上がる空の海原うろこ雲

江東区立越中島小学校　　　二年　利賢さん

月曜日にじがきれいとさけぶ声

江東区立越中島小学校　　　二年　一とさん

とうさんとにおいをかいだ金もくせい

江東区立越中島小学校　　　三年　結唯さん

夏終わるもうすぐわたしのたんじょう日

江東区立越中島小学校　　　三年　丈さん

夏の城鉄のてすりが照らされる

江東区立越中島小学校　　　五年　麻央さん

ホウセンカ空にはじけた一人旅

江東区立越中島小学校　　　六年　凜さん

カリカリのトースト食べた梅雨の朝

江東区立第六砂町小学校　　　一年　みほさん

おおぞらがまぶしいのかなねこじゃらし

江東区立第六砂町小学校　　　二年　みなとさん

コンビニの中に入っても虫の声



江東区立第六砂町小学校　　　五年　蒼乃さん

つぶれそう薬味重いぞ冷やっこ

江東区立第六砂町小学校　　　五年　美月さん

通学路毛虫の道になっている

江東区立第六砂町小学校　　　五年　美果さん

短冊に残る消しかす星まつり

江東区立第六砂町小学校　　　五年　颯人さん

校庭のジャングルジムに梅雨の闇

江東区立第二亀戸小学校　　　五年　歩花さん

水の音静かにひびく夏木立

江東区立第二亀戸小学校　　　五年　奈々さん

とうがらし小さい種は鈴みたい

江東区立第二亀戸小学校　　　五年　敬次郎さん

夏の川かめのこうらが見えている

東京朝鮮第二初級学校　　　三年　進さん

あかとんぼさなぎにならぬこん虫だ

品川区立御殿山小学校　　　四年　陽らりさん

もくもくと天にわき立つ雲のみね



トキワ松学園小学校　　　一年　こうへいさん

すいかわりままがしっぱいおおわらい

トキワ松学園小学校　　　一年　けいたろうさん

ねむれないおそとをみたらたぬきいた

トキワ松学園小学校　　　二年　さきさん

ラフレシアくさいにおいでハエさそう

目黒区立上目黒小学校　　　二年　杏莉さん

どんぐりがころころころがるどこいくの

都立久我山青光学園　　　四年　健太さん

夏休み俳句の宿題苦戦中

光塩女子学院初等科　　　六年　真優佳さん

清流の瀬音と歌う蝉時雨

光塩女子学院初等科　　　六年　アンジェリーナ麗愛さん

水たまりかすかに映る月の影

高岡能力開発研究所　　　一年　総一郎さん

こうえんですいぶんほきゅうなつのあさ

豊島区立池袋小学校　　　五年　葵生さん

しおひがり海でわかめがおどってる



豊島区立池袋本町小学校　　　六年　心咲さん

雨上がり商店街に虹の橋

豊島区立池袋本町小学校　　　六年　勇太さん

ひまわりで太陽小さく見えるかな

豊島区立千早小学校　　　三年　雄幸さん

木のうえでもみじの会話聞こえそう

北区立西浮間小学校　　　三年　莉輝さん

赤とんぼランニングする土手の道

荒川区立第四峡田小学校　　　五年　漣さん

こいのぼり月までおよげ竜になり

荒川区立第四峡田小学校　　　五年　天翔さん

秋の蝶横目で見ながら詰将棋

東京朝鮮第三初級学校　　　三年　誠優さん

わらいごえスキーであそぶ子どもたち

練馬区立大泉北小学校　　　一年　すずかさん

こいのぼりしっぽがひらりかぜがきた

葛飾区立こすげ小学校　　　二年　さわさん

花火なるかこの思い出よみがえる



葛飾区立こすげ小学校　　　三年　日菜さん

オリンピックリモコンとりあい夏休み

葛飾区立住吉小学校　　　三年　正義さん

かき氷マンゴー味がうれしくて

葛飾区立住吉小学校　　　三年　翔大さん

友だちとがくどう帰りせみの声

葛飾区立道上小学校　　　四年　ゆきさん

大の字にプールのまんなか兄うかぶ

葛飾区立道上小学校　　　六年　莉月さん

広い空緑の稲と風の歌

葛飾区立白鳥小学校　　　六年　咲楠さん

夏の海お城を作り流された

葛飾区立白鳥小学校　　　六年　颯汰さん

おととしにつった金魚がおよいでる

葛飾区立白鳥小学校　　　六年　ちよりさん

きもだめしあそこに見えた白い影

葛飾区立本田小学校　　　四年　萌果さん

車からにげ水見えてはしゃぐ声



葛飾区立清和小学校　　　四年　健祐さん

ねっころがり本を読みたい夏休み

葛飾区立清和小学校　　　四年　彩乃さん

夏休みサステナブルを考えた

葛飾区立清和小学校　　　五年　凛子さん

アキアカネぼくらのばんと飛び回る

葛飾区立水元小学校　　　六年　れぶんさん

笠背負い精霊馬が駆けてゆく

葛飾区立水元小学校　　　六年　りるさん

夏休みたなにしまったゆかた見る

葛飾区立幸田小学校　　　一年　かほさん

きもだめしおどかすほうもこわいんだ

葛飾区立幸田小学校　　　五年　翔麻さん

かまきりが登山のように腕のぼる

葛飾区立幸田小学校　　　六年　紗菜さん

シャボン玉夕日がうつる望遠鏡

東京都立葛飾盲学校小学部　　　六年　新さん

夏の海パシャパシャおよぐ端がない



江戸川区立西小松川小学校　　　二年　文太さん

やりがたけくもとたたかい夏の空

江戸川区立西小松川小学校　　　三年　龍ノ介さん

セミさわる防犯ブザーがビッと鳴る

江戸川区立西小松川小学校　　　六年　陸斗さん

金魚すくい穴から見える絶望感

江戸川区立北小岩小学校　　　四年　煌典さん

ウォークラリーかえる発見とう走中

江戸川区立北小岩小学校　　　四年　琴心さん

四月馬鹿だれもだまさず過ぎてゆく

江戸川区立北小岩小学校　　　五年　埜之介さん

蝘蜒の尾逃げる時には四捨五入

江戸川区立北小岩小学校　　　五年　虹心さん

グランドととかげのいろが同化する

江戸川区立北小岩小学校　　　五年　龍さん

つくしもね人間みたくせをのばす

江戸川区立北小岩小学校　　　五年　汰樹さん

蜩の湖包む合唱団



江戸川区立北小岩小学校　　　六年　陸央さん

浮輪だけプールに浮いて休憩中

江戸川区立北小岩小学校　　　六年　翔輝さん

いつまでもボール追いかけ夏至の暮れ

江戸川区立上小岩小学校　　　四年　せいさん

夏休みたまごわったらきみ二つ

江戸川区立上小岩小学校　　　五年　茶美さん

夏休みカメがたまごをうみました

江戸川区立南篠崎小学校　　　三年　楓人さん

父の日にきめたゴールがプレゼント

江戸川区立南篠崎小学校　　　五年　陽貴さん

ふる里の満月入れた月見そば

江戸川区立南篠崎小学校　　　五年　海太さん

人生と俺が向き合う夏休み

江戸川区立篠崎小学校　　　二年　彩乃さん

バレンタインどきどきするなありがとう

江戸川区立篠崎小学校　　　三年　桜彩さん

見つけたぞ土をかきわけさつまいも



江戸川区立篠崎小学校　　　六年　瑠菜さん

転がって大人になってく雪だるま

江戸川区立篠崎小学校　　　六年　里緒さん

帰り道猫が見上げるいわし雲

江戸川区立西一之江小学校　　　一年　まさきさん

かわいそうはねとれかけたせみみたよ

江戸川区立西一之江小学校　　　五年　茜さん

夏至の日に空いっぱいの金の星

江戸川区立篠崎第二小学校　　　三年　莉世さん

０才のいとこがはいはい秋日和

江戸川区立篠崎第二小学校　　　三年　莉心さん

ハ長調の音階ひけた秋の風

江戸川区立篠崎第二小学校　　　三年　奈央さん

秋晴れやパパのびょうきがなおったよ

八王子市立長沼小学校　　　三年　光輝さん

流れ星見えたよ見えたねがいごと

八王子市立長沼小学校　　　六年　佑斗さん

夏の月やせても強く光ってる



立川市立第四小学校　　　三年　亜花里さん

あじさいを見ると食べたいこんぺいとう

立川市立第四小学校　　　三年　沙月さん

おかあさんむぎわらぼうしくれました

立川市立第四小学校　　　三年　一馬さん

水遊びトンボが二ひきとんでいた

立川市立第四小学校　　　三年　ななみさん

なつのよるパパのいびきでママおきる

立川市立第四小学校　　　四年　廣人さん

夏の日にじゅくしたプルーンかごいっぱい

立川市立第四小学校　　　四年　頌さん

じいちゃんちマスク目かくしスイカわり

にしみたか学園三鷹市立井口小学校　　　六年　沙希菜さん

だんごむし落ち葉のうらでかくれんぼ

昭島市立共成小学校　　　二年　ゆうまさん

クワガタはひらべったくてツルツルだ

昭島市立共成小学校　　　四年　絢都さん

ほたるがり夜の町てらす希望かな



昭島市立共成小学校　　　五年　さつきさん

友の声ふりかえったらやもりいる

玉川学園小学部　　　一年　れおさん

やまかがしするするくさにきえていく

玉川学園小学部　　　一年　ゆうたさん

カブトムシぼくのはいつもあわてんぼ

玉川学園小学部　　　一年　えりかさん

たいようはおこっているのあつすぎる

玉川学園小学部　　　一年　ありささん

てをあらいはやくあけたいれいぞうこ

玉川学園小学部　　　一年　かれんさん

ながれぼしよぞらをおよぐメダリスト

玉川学園小学部　　　二年　峻さん

なつの空スピノサウルス見つけたぞ

玉川学園小学部　　　三年　俊太さん

祖母が持つ線香花火すぐ消える

玉川学園小学部　　　三年　凜歩さん

マスクしない鳥たちみたいに歌いたい



玉川学園小学部　　　四年　煌子さん

沖縄の波を感じる馬の背で

武蔵村山市立小中一貫校大南学園第七小学校　　　一年　侑俐さん

あぶらぜみこいびとさがしたびにでる

武蔵村山市立小中一貫校大南学園第七小学校　　　四年　蒼央さん

夏休みジュースをかけて卓球だ

武蔵村山市立小中一貫校大南学園第七小学校　　　五年　紗和さん

しゅくだいがおわらないのが夏休み

多摩市立東寺方小学校　　　五年　莉久さん

帰り道秋刀魚のような雲一つ

多摩市立東寺方小学校　　　五年　翔さん

夜七時じゅくの帰りの秋の風

足立区立千寿本町小学校　　　一年　りおさん

ハロウィンでがいこつたちがガッチャガチャ

足立区立千寿本町小学校　　　四年　瑠佳さん

アゲハチョウたまごをうんで母親に

足立区立千寿常東小学校　　　一年　はるまさん

あさがおがかさかさしたらとうこうび



足立区立千寿常東小学校　　　三年　夏菜さん

ゆかた着てこんなにのびたわたしのせ

足立区立千寿常東小学校　　　四年　航平さん

自転車で一回転した夏の空

足立区立千寿第八小学校　　　三年　渚さん

すなはまでにげるヤドカリさらうなみ

足立区立千寿第八小学校　　　三年　美怜さん

夏の日にデッキブラシと水しぶき

足立区立千寿第八小学校　　　三年　愛來さん

あつい夏ねころぶねこもはなにあせ

足立区立千寿双葉小学校　　　五年　里奈さん

夏空が赤くそまってまた明日

足立区立千寿双葉小学校　　　六年　武さん

すいかわりうみべのにおいかぎながら

足立区新田学園　　　二年　えれなさん

夏休み水分塩分とりましょう

足立区立足立小学校　　　四年　珠生さん

だれだろうマスクのかおでこんにちは



足立区立足立小学校　　　五年　芽苺さん

か、ハエ、くも網戸の外でクライミング

足立区立梅島小学校　　　三年　由さん

水いろだ！パパと見つけたイトトンボ

足立区立梅島小学校　　　三年　りこさん

花火の夜風がひんやり北海道

足立区立梅島第一小学校　　　一年　晴さん

あこがれのたかあしがににあえたなつ

足立区立梅島第一小学校　　　六年　鈴子さん

夏休み一人で食べるカレーは辛い

足立区立梅島第二小学校　　　一年　はるとしさん

ざりがにつりいっぱいとれたなつやすみ

足立区立綾瀬小学校　　　三年　心優さん

かきりんごさんまにいわし食の秋

足立区立東綾瀬小学校　　　一年　そらさん

はじめてのオリンピックをマスクつけ

足立区立東綾瀬小学校　　　二年　さいかさん

せみがきたにげるはやさはきんメダル



足立区立東綾瀬小学校　　　四年　こうしさん

犬と見た大きく丸い夏の月

足立区立東綾瀬小学校　　　五年　遥馬さん

水あそび水をふくんだ服重し

足立区立北三谷小学校　　　五年　大雅さん

波プール大波小波ドンとこい

足立区立東渕江小学校　　　五年　美月さん

夏の風葉のすき間から星みえる

足立区立東渕江小学校　　　六年　枢さん

せみのこえかき消すほどの兄弟喧嘩

足立区立長門小学校　　　一年　ゆいさん

水しぶきそうめんはしる竹の中

足立区立長門小学校　　　一年　りくさん

せんぷうきおふろのあとにひとりじめ

足立区立大谷田小学校　　　四年　琉衣さん

夏の空流れる雲が竜のよう

足立区立弘道小学校　　　一年　ゆきなおさん

こがねむしあたまにのっけてさんぽする



足立区立弘道小学校　　　三年　ゆきのさん

びょう室のまどでかぞえるなつやすみ

足立区立弘道第一小学校　　　四年　歩依さん

ベランダにせみが休けいママ悲鳴

足立区立弘道第一小学校　　　五年　美郷さん

太陽の仕事が終わる夕焼け空

足立区立青井小学校　　　三年　栞さん

じゃがいもがするりときえる夏カレー

足立区立青井小学校　　　四年　雪乃さん

生き生きとコスモスがさくすんだ空

足立区立青井小学校　　　六年　千聖さん

熱帯夜においで安眠ラベンダー

足立区立青井小学校　　　六年　美虹さん

梨葡萄無花果林檎秋旨し

足立区立栗島小学校　　　一年　莉湖さん

てづかみではじめてとったせみ２ひき

足立区立栗島小学校　　　三年　美颯さん

ひまわりもかなわぬ光えがおの子



足立区立弥生小学校　　　三年　琴音さん

あつい中はたらく親は金メダル

足立区立弥生小学校　　　二年　のぞみさん

つのりっぱおなか丸くてかぶと虫

足立区立竹の塚小学校　　　二年　よしきさん

なつやすみあさいちばんにはいくよむ

足立区立竹の塚小学校　　　五年　胡亜希さん

今日もまたはらい、とめ、はね夏休み

足立区立保木間小学校　　　二年　しゅんごさん

ロープウェートンボとぼくときょうそうだ

足立区立保木間小学校　　　四年　琥汰朗さん

貰い来る手の中にいるせみの声

足立区立保木間小学校　　　四年　浩心さん

いつあえる画面の祖母とかきごおり

足立区立保木間小学校　　　六年　櫂さん

消しかすの山見て思う夏休み

足立区立渕江小学校　　　一年　しゅんさん

とっきゅうにのっていこうよもみじやま



足立区立渕江小学校　　　一年　しはくさん

かたつむりぼくとおなじくあめがすき

足立区立渕江小学校　　　一年　しおりさん

かいがらもかにもみつけたなつのうみ

足立区立渕江小学校　　　一年　よしとさん

てぶくろをはずしてあくしゅゆきだるま

足立区立渕江小学校　　　四年　咲喜さん

どんぐりもまつぼっくりもたからもの

足立区立渕江小学校　　　五年　ひまりさん

まっしろなちょうちょが春をつれてきた

足立区立渕江小学校　　　六年　厚霖さん

幸せをいつでも二つさくらんぼ

足立区立西新井第一小学校　　　四年　朝光さん

スケボーの選手飛交う夏祭り

足立区立西新井第一小学校　　　四年　太陽さん

祖母とくせいステテコはいたら夏休み

足立区立西新井第一小学校　　　五年　祐都さん

ひかげほしせんたく物にセミがくる



足立区立西新井第二小学校　　　一年　まおさん

みずあそびふくがぬれてもたのしいね

足立区立西新井第二小学校　　　六年　歩未さん

久しぶりばあちゃん家て見た夏の富士

足立区立中島根小学校　　　四年　ゆう音さん

虫かごにつまった夏のたからもの

足立区立島根小学校　　　一年　瑛都さん

やえやまのまんてんのほしまたみたい

足立区立島根小学校　　　三年　莉里花さん

次わたしぜっきょうマシン玉のあせ

足立区立島根小学校　　　三年　あか理さん

朝顔のつぼみが全部さいた朝

足立区立中川東小学校　　　五年　夏帆さん

新学期新しい風追いかける

足立区立宮城小学校　　　五年　颯人さん

暑い夏砂浜走り海にジャンプ

足立区立平野小学校　　　一年　徳嗣さん

かみなりでいぬとおとうとなきだした



足立区立平野小学校　　　三年　ちぐささん

きんぎょさんうちわの中でおよいでる

足立区立平野小学校　　　六年　剣士さん

台風が私の傘に八つ当たり

足立区立舎人小学校　　　五年　颯介さん

そうめんははしをすりぬけ友のもと

足立区立舎人第一小学校　　　二年　りな子さん

夏の海ひかりにそってはしる船

足立区立舎人第一小学校　　　三年　要介さん

青葉雨くぐりぬけるぞ自転車で

足立区立舎人第一小学校　　　六年　愛莉さん

さんぽ道暑さしのげる姉のかげ

足立区立関原小学校　　　一年　あさひさん

セミをとるさわがしすぎてすぐにがす

足立区立関原小学校　　　四年　怜央さん

がんばって母と見守るせみの羽化

足立区立亀田小学校　　　四年　うきさん

夕立後夜はすずしくネコ会議



足立区立亀田小学校　　　五年　紗希さん

スイカ割り５番目わたしヒビ入れた

足立区立栗原小学校　　　一年　えなさん

かみをきりさんだるかってうみへいく

足立区立中川小学校　　　三年　優奈さん

ひまわりに大きくなれと朝の水

足立区立栗原北小学校　　　二年　もとなおさん

はすの上アカミミガメが一休み

足立区立栗原北小学校　　　四年　晴仁さん

伊豆高原山に広がる夏の霧

足立区立栗原北小学校　　　四年　彦哲さん

雨あがりシオカラトンボの鬼ごっこ

足立区立栗原北小学校　　　六年　生真さん

祖母の家湯船で口笛夏休み

足立区立寺地小学校　　　一年　ゆうきさん

かわあそびかぞくでたべたあゆりょうり

足立区立寺地小学校　　　三年　あおいさん

おきなわで夏の思いでほしのすな



興本扇学園足立区立興本小学校　　　三年　日向太さん

ハロウィンでゾンビになってはりきろう

興本扇学園足立区立興本小学校　　　三年　佳菜子さん

夏休みなぞのたまごを見つけたよ

興本扇学園足立区立興本小学校　　　四年　翔大さん

デゴイチに乗って楽しむ十五夜だ

興本扇学園足立区立興本小学校　　　六年　蒼太さん

梅干しで顔をしかめて夏終わる

足立区立皿沼小学校　　　二年　紬樹さん

ウシガエル君とさがしたなつやすみ

足立区立皿沼小学校　　　二年　新さん

大こうぶつこげたしょうゆのもろこしだ

足立区立皿沼小学校　　　四年　歩夢さん

お昼ごろ風りんなってごはんかな

足立区立加平小学校　　　五年　陽さん

夕立に僕の心臓跳ね上がる

足立区立加平小学校　　　六年　紬さん

旅気分動画で味わう夏の海



足立区立東栗原小学校　　　三年　てる幸さん

手ぶくろや一年たって小さいな

足立区立東栗原小学校　　　五年　歩輝さん

朝ぶろで父と聞いたセミの声

足立区立中川北小学校　　　五年　夢愛さん

夏のくも五重の塔がそびえ立つ

足立区立中川北小学校　　　五年　実花さん

あきのやままつぼっくりがおちている

足立区立花畑第一小学校　　　一年　愛斗さん

ヘラクレスつのがながいよむしのおう

足立区立花畑第一小学校　　　二年　駿人さん

子犬でもりりしい目つき秋田犬

足立区立花畑第一小学校　　　六年　虎之介さん

遊園地思い出できたソーダ水

足立区立花畑第一小学校　　　六年　みのりさん

富士登山自分に向けた挑戦状

足立区立西保木間小学校　　　四年　由芽さん

マンションとマンションつなぐにじの橋



足立区立西保木間小学校　　　六年　剣斗さん

五輪の日いつもに増してセミは鳴く

足立区立花畑西小学校　　　二年　そうすけさん

ミニトマト水やりしたらにじがでた

足立区立花畑西小学校　　　三年　亙琉さん

カマキリと朝日が重なる河川しき

足立区立花畑西小学校　　　四年　絢佳さん

妹とスカートぬれていそあそび

足立区立渕江第一小学校　　　二年　秀倫さん

夏休みマスクの中があせだらけ

足立区立渕江第一小学校　　　六年　俊夫さん

まっすぐなひまわりの上の白い雲

足立区立花保小学校　　　五年　穂さん

冷ぼうをさけて寝床をさがすねこ

足立区立花保小学校　　　六年　梓さん

パチパチと燃える花火にゆかた照る

足立区立花畑小学校　　　一年　かずとさん

どようの日ちちとならんでうなぎつり



足立区立花畑小学校　　　五年　さくらさん

高速の車窓に映る夏の富士

足立区立足立入谷小学校　　　一年　かんなさん

つかまえたじいじのあたまにみんみんぜみ

足立区立足立入谷小学校　　　二年　蒼さん

父の日にお手紙二まいうれしそう

足立区立伊興小学校　　　三年　和きさん

あさがおにイモムシがいてママびっくり

足立区立伊興小学校　　　五年　大斗さん

富士山ともみじと朝日まぶしいな

足立区立伊興小学校　　　五年　海とさん

どんぐりはなんか集めたくなるんだよ

足立区立伊興小学校　　　六年　優陽さん

夕方のいねの上飛ぶあかとんぼ

足立区立東伊興小学校　　　一年　糸愛さん

すいかわりかぞくにあげたあまいとこ

足立区立東伊興小学校　　　二年　ゆいさん

えだまめにあたりがあるよ四こ入り



足立区立東伊興小学校　　　三年　環さん

雨上がり夏のにおいの帰り道

足立区立東伊興小学校　　　四年　美月さん

夏の日のあさいプールでワニ歩き

足立区立東伊興小学校　　　五年　乃愛さん

夕映えは熟した赤い西瓜のよう

足立区立東伊興小学校　　　六年　拓海さん

一人だけ水筒の中身レモン水

足立区立古千谷小学校　　　六年　花暖さん

夏終わりぽつんと残った蝉の穴

足立区立本木小学校　　　五年　勇颯さん

かまくらにおなべを囲む家族たち

足立区立本木小学校　　　五年　陽真さん

病院の柱に元気なカブトムシ

足立区立鹿浜五色桜小学校　　　一年　りんさん

たのしいなあめがふってもいそあそび

足立区立鹿浜五色桜小学校　　　五年　清音さん

のりたいな妖精みたいにひまわりに


