
北海道

小樽市立奥沢小学校　　　四年　美織さん

西瓜わりバッキバッキと棒折れる

ニセコ町立近藤小学校　　　三年　葵さん

雨あがり大きなカチューシャにじ色だ

余市町立登小学校　　　三年　在流さん

くまが出た自転車登校できないな

松前町岬はいくポスト　　　三年　凛心さん

日曜日きのこと森と青い空

青森県

十和田市立三本木小学校　　　四年　竜生さん

おい者さんむけてあげたいせんぷうき

宮城県

涌谷町立涌谷第一小学校　　　一年　梢愛さん

すいか割り本当は見えてた右左



秋田県

八峰町立峰浜小学校　　　一年　らいやさん

かきごおりたべてすずしいへそのあな

八峰町立峰浜小学校　　　一年　れんさん

かぶとむしよろいのおとであるいてる

八峰町立峰浜小学校　　　三年　心愛さん

ひまわりを先生にして音読す

八峰町立峰浜小学校　　　六年　海里さん

みょうがづめ手伝い指がねむくなる

福島県

会津若松市立荒舘小学校　　　四年　耀太さん

プールへとわれ一番にペダルこぐ

郡山市立芳賀小学校　　　六年　沙弥さん

コオロギがふむなと鳴いてるくつの中



群馬県

伊勢崎市立赤堀東小学校　　　一年　悠人さん

かぶとむしぼくのひやけとおなじいろ

藤岡市立平井小学校　　　二年　志帆さん

もみじさんみんなパーだねあいこでしょ

埼玉県

さいたま市立原山小学校　　　二年　仁乃介さん

夏マスク空手のどうぎににあわない

さいたま市立原山小学校　　　四年　敦也さん

猛暑でもミットめがけてストライク

さいたま市立三室小学校　　　四年　実桜さん

たんけんたいすいかの種をほり出して

加須市立不動岡小学校　　　四年　心桜さん

天気予報かえるのほうが当たってる

加須市立高柳小学校　　　一年　陽士さん

めがあおいばったをとったくさのおく



狭山市立奥富小学校　　　一年　りゅうせいさん

やまのぼりしかにあったよにらんでた

狭山市立奥富小学校　　　六年　幸宣さん

牧場はジェラートの列炎天下

草加市立氷川小学校　　　二年　まゆさん

ミニトマトほしのダンスのような花

草加市立瀬崎小学校　　　四年　志音さん

夏休み祖父と手紙で共有す

草加市立高砂小学校　　　二年　しょう太さん

カナヘビとヤモリのゆびはちがうんだ

草加市立栄小学校　　　三年　たくみさん

ホウセンカ入道雲とともにさく

久喜市立久喜東小学校　　　四年　青緒良さん

とどかないせなかのあせもママかいて

久喜市立久喜東小学校　　　五年　多恵さん

高速は夜の地上の天の川

久喜市立久喜東小学校　　　六年　秀人さん

鱧食べて小骨コツコツ耳の奥



寄居町立折原小学校　　　一年　虹七さん

つうがくろけさもあえたねちびがえる

宮代町立笠原小学校　　　四年　万智さん

福の神こっそり住んでやもりの子

千葉県

野田市立南部小学校　　　二年　梨里さん

やごそだてトンボになったよわたしママ

野田市立宮崎小学校　　　四年　大輔さん

夏休み五七五じゃ書き足りぬ

八千代市立高津小学校　　　　ほのかさん

アイスクリームしかられながらまたひとつ

我孫子市立新木小学校　　　一年　佑介さん

はなびもつてにはほしぞらまいおりる

我孫子市立新木小学校　　　一年　かいせいさん

しばすべりビューンとあせをふきとばせ

我孫子市立新木小学校　　　四年　多聞さん

しょうぶのゆつよくなるなら長ぶろだ



東京都

中央区立中央小学校　　　三年　駿佑さん

しょうど島はじめて花火に点火する

文京区立礫川小学校　　　一年　そらさん

おつきさますすきのおはなしきいてるよ

文京区立窪町小学校　　　三年　煌介さん

魚つり入道雲とぼくと父

文京区立窪町小学校　　　三年　涼牙さん

道着きてマスクもつけて夏稽古

文京区立窪町小学校　　　三年　悠希さん

やどかりはポップコーンがすきらしい

筑波大学附属小学校　　　三年　乃碧さん

にじ色のつめたさ続けかき氷

墨田区立横川小学校　　　二年　市加さん

ぜん力ではしったあとのせんぷうき

江東区立越中島小学校　　　二年　海璃さん

れいぞうこパイナップルが入らない



江東区立越中島小学校　　　六年　湧太さん

絆とは背中つんつんねこじゃらし

江東区立第六砂町小学校　　　二年　雅さん

スイミングバスをおりると虫の夜

江東区立第六砂町小学校　　　三年　結佳子さん

シーソーを風ふきぬけて秋になる

江東区立第二亀戸小学校　　　一年　あやかさん

こうていのジャングルジムでたつたひめ

江東区立第二亀戸小学校　　　四年　奏音さん

キャンプするテントに落ちるこのみかな

江東区立第二亀戸小学校　　　六年　未季さん

鉄ぼうに雨がぽたりと蛍草

トキワ松学園小学校　　　一年　ただつぐさん

うらがえしになってせみがくわれていた

トキワ松学園小学校　　　四年　はなさん

アブラゼミエスカレーターで死んでいた

豊島区立池袋本町小学校　　　三年　詩乃さん

海に行き夕日をながめた八月六日



豊島区立豊成小学校　　　五年　眞碧さん

入道雲見上げながらの分散登校

北区立西浮間小学校　　　六年　穂乃香さん

水の音あふれる場所だ夏の川

葛飾区立本田小学校　　　四年　慧さん

ペルセウス夏の夜空をかけてゆけ

葛飾区立水元小学校　　　五年　れぶんさん

友去った隣家の庭のトケイソウ

葛飾区立水元小学校　　　六年　智遥さん

暑すぎるじゃ口の水がぬるすぎる

江戸川区立西小松川小学校　　　五年　眞子さん

君がいたあの日の風は初夏の風

江戸川区立西小松川小学校　　　五年　凛さん

落ちこんで見上げた空に虹ふたつ

江戸川区立北小岩小学校　　　三年　勇輝さん

もみじの葉血のようにおちさみしい木

江戸川区立北小岩小学校　　　三年　大輝さん

雲見てる小さい田んぼのアマガエル



江戸川区立南篠崎小学校　　　四年　陽莉さん

新品の手ぶくろつけてブランコへ

江戸川区立篠崎小学校　　　五年　里緒さん

河川敷ぼうしをさらう秋風が

江戸川区立西一之江小学校　　　四年　佑親さん

かぶと虫つのおしあってじゅえきのむ

江戸川区立西一之江小学校　　　五年　涼乃さん

黒猫のひとみの色は月の色

立川市立第四小学校　　　五年　大悟さん

すいかグミファミマから消え夏おわる

にしみたか学園三鷹市立井口小学校　　　六年　彩凜さん

ベランダでひまわり育てる自粛中

玉川学園小学部　　　三年　正太郎さん

涼もとめ滝へと向かうぼくと蝶

玉川学園小学部　　　三年　宝太朗さん

ベランダのプールに出前母の蕎麦

玉川学園小学部　　　四年　一樹さん

せみが鳴く時刻表には僕のあせ



玉川学園小学部　　　五年　美鳳子さん

遠出なし麦わらぼうし出番なし

武蔵村山市立小中一貫校大南学園第七小学校　　　一年　美結さん

おとうとはみどりとまともたべちゃうよ

武蔵村山市立小中一貫校大南学園第七小学校　　　一年　めいさん

くらげがねくしゃみをしたらどうなるの

武蔵村山市立小中一貫校大南学園第七小学校　　　二年　るみさん

ねえちゃんのふうりんもらったへやかざる

多摩市立東寺方小学校　　　三年　和馬さん

ねえさんがまどべで食べるかき氷

足立区立千寿本町小学校　　　一年　かえでさん

しまうまがどうぶつえんでひまわりむしゃ

足立区立千寿常東小学校　　　四年　祥磨さん

赤とんぼ台風の目に行けるかな

足立区立千寿双葉小学校　　　六年　伶さん

ベランダやゲームと本とソーダ水

足立区立足立小学校　　　六年　紘寿さん

日ぼつの海でかがやくくらげたち



足立区立梅島小学校　　　六年　大佑さん

プールサイド走る子供と流れる僕

足立区立綾瀬小学校　　　五年　和輝さん

おじいちゃんにじにのぼれば会えるかな

足立区立綾瀬小学校　　　六年　皓登さん

スクラムでゆげ空にまう雪の中

足立区立東綾瀬小学校　　　一年　しょうさん

まえばぬけえだまめポンととびだした

足立区立大谷田小学校　　　四年　寿春さん

いっしゅんで空がやぶれたいなびかり

足立区立弥生小学校　　　一年　ぎんやさん

あおいそらよるはほしぞらハンモック

足立区立竹の塚小学校　　　三年　ひなさん

弟がそらをとびたいなつやすみ

足立区立渕江小学校　　　二年　りゅうせいさん

おはなみができなくたってさくらさく

足立区立渕江小学校　　　四年　知なつさん

おだんごを月を食べてるように食べ



足立区立渕江小学校　　　五年　とわさん

いたいとは聞こえないからふむ落ち葉

足立区立西保木間小学校　　　六年　玲央さん

アネモネが「まだだまだだ」と雨を乞う

足立区立島根小学校　　　二年　龍一さん

二ばん目に食べおわったよ夏カレー

足立区立平野小学校　　　五年　美月さん

のびていく銀色の糸流れ星

足立区立舎人小学校　　　六年　苺果さん

かわせみのひとみのさきにあおいそら

足立区立舎人第一小学校　　　六年　陸楓さん

初夏の風ぼくのピアノの音運ぶ

足立区立鹿浜五色桜小学校　　　四年　茉奈さん

草むしりさしいれアイスやる気出る

足立区立亀田小学校　　　三年　美月さん

スケートですべってころぶ母と父

足立区立栗原小学校　　　一年　ちかさん

はがゆれてとまとをまるごとたべられない



足立区立中川小学校　　　三年　広のさん

だいぶつにシャクトリムシがとまってる

足立区立東栗原小学校　　　四年　凌青さん

扇風機時計回りで動いている

足立区立中川北小学校　　　二年　はるきさん

なつのもりこのきにかけるハンモック

足立区立花畑第一小学校　　　五年　菜摘さん

王手打つかとりせんこうにおう部屋

足立区立足立入谷小学校　　　二年　けいじさん

プールでねうちゅうみたいにうかんでる

足立区立西伊興小学校　　　三年　日菜さん

サルビアが雨のおもさでおじぎする

足立区立伊興小学校　　　三年　いろはさん

もみじみてにこっとほほえむ女の子

足立区立東伊興小学校　　　三年　龍大さん

公園のせみとり兄のかたぐるま

足立区立東伊興小学校　　　四年　雅稀さん

くすぐったいドクターフィッシュ天の川



足立区立東伊興小学校　　　四年　瑞生さん

ラムネからすけて見えるよ君の顔

足立区立本木小学校　　　四年　美沙希さん

来年はたきの真下に立ちたいな

神奈川県

相模女子大学小学部　　　六年　真愛さん

晩秋に冷たき頬は蘭のよう

富山県

高岡市立野村小学校　　　六年　夢乃さん

おしゃべりは停止風鈴聞きたくて

高岡市立野村小学校　　　六年　ひなたさん

ステイホーム大きく揺れるこいのぼり

高岡市立五位小学校　　　一年　はるとさん

さんまよりはやくおよくぞけんていび

高岡市立伏木小学校　　　四年　優真さん

ひかれるぞ車庫に小さいかに歩く



高岡市立伏木小学校　　　六年　陽さん

ししおどしの音のかろやかマスク作る

氷見市立窪小学校　　　三年　実桜さん

風呂上がりのスイカ祖母が仕切る

長野県

信濃町立信濃小中学校　　　一年　暖さん

さつまいもおちばにうめてひをつける

岐阜県

大垣市立墨俣小学校　　　三年　春斗さん

一夜じょう春まん月にてらされる

静岡県

常葉大学教育学部附属橘小学校　　　二年　詩乃さん

夏ぼうしのせてあげたいふじ山に

常葉大学教育学部附属橘小学校　　　五年　陸羽さん

からっぽの六年三組かぜかおる



愛知県

西尾市立鶴城小学校　　　一年　ななさん

マスクしてゆかたをみせにはかまいり

幸田町立深溝小学校　　　三年　うきさん

土ようなみにげろにげろとさけびだす

三重県

伊賀市立上野北小学校　　　四年　悠莉さん

スーパーのティッシュのたなからいなご飛ぶ

伊賀市立上野北小学校　　　五年　日和さん

肝試し言い出しっぺが走りだす

伊賀市立久米小学校　　　四年　大愛さん

初盆に空までとどけ水鉄ぽう

伊賀市立友生小学校　　　一年　まなかさん

じいちゃんととったとまとでナポリタン

伊賀市立友生小学校　　　五年　敬大さん

赤ちゃんがおむつすがたで夕すずみ



伊賀市立中瀬小学校　　　三年　和真さん

はかまいりとんぼもいっしょにおじぎした

伊賀市立府中小学校　　　一年　姫恋さん

ひまわりがそらにうかんであつくなる

伊賀市立依那古小学校　　　五年　ゆうまさん

よわいのが一ばんすきだかぶとむし

伊賀市立上野東小学校　　　三年　倖那さん

あさがおがトマトのくきでさいてるよ

伊賀市立西柘植小学校　　　六年　良丞さん

雷でさわぐ弟ねてる兄

徳島県

阿南市立羽ノ浦小学校　　　三年　虹歩さん

いなびかりママにだきつきうふふふふ

愛媛県

愛媛大学教育学部附属小学校　　　三年　真生さん

ひぐらしのこえ会いたいなお母さん



愛媛大学教育学部附属小学校　　　六年　新さん

兄ちゃんと話す未来や星月夜

宇和島市立鶴島小学校　　　一年　じんせいさん

かあさんにとんぼがとまるはかまいり

宇和島市立立間小学校　　　四年　一純さん

なきじゃくる妹見つめるちびやもり

宇和島市立畑地小学校　　　二年　心音さん

お兄ちゃんオールでクラゲもちあげた

伊方町立三崎小学校　　　一年　ゆうまさん

いもむしがはっぱをたべてるまるいくち

松野町立松野西小学校　　　二年　陽聖さん

なぎくんとパスした春のグラウンド

松野町立松野東小学校　　　六年　希帆さん

網戸かえすうっと入る風すずし

鬼北町立近永小学校　　　一年　妃翠さん

さんすうがむずかしすぎてひるねする

鬼北町立近永小学校　　　三年　璃莉さん

なの花を今日の私にプレゼント



鬼北町立近永小学校　　　六年　郁史さん

ベットから妹と見る夏の月

鬼北町立三島小学校　　　三年　蓮真さん

トマトなりはくびしん来てねらう夜

高知県

土佐市立高岡第一小学校　　　二年　勇翔さん

のぞいたらあたたかそうなつばめのす

土佐市立高岡第一小学校　　　三年　夏凜さん

春のかぜ四万十のこいしんこきゅう

土佐市立高岡第一小学校　　　五年　宗亮さん

秋高ししんちょうひくくなったかな

福岡県

福岡市立飯原小学校　　　四年　樹さん

ふん水は水が出る出る大さわぎ



長崎県

長崎市立西北小学校　　　一年　さあらさん

せみのこえよるになったらかぜのこえ

長崎市立西北小学校　　　四年　凜太朗さん

大花火夜空にはじけるポップコーン

鹿児島県

出水市立出水小学校　　　一年　みうさん

れいぞうこわたしのへやにしてみたい

曽於市立深川小学校　　　五年　いずむさん

せみがなくかくごを決めた最後の日

南九州市立大丸小学校　　　六年　流音さん

梅雨晴れや友のブラウス白まぶし


