
北海道

小樽市立稲穂小学校　　　四年　彩翔さん

振り返る親なき雀がついてくる

小樽市立稲穂小学校　　　六年　花凛さん

降る雪が雨に変わると中学生

ニセコ町立近藤小学校　　　三年　悟知さん

きつつきが家をつつくよまるいあな

青森県

青森市立戸山西小学校　　　五年　心舞さん

どんぐりをふまずに歩く帰り道

弘前市立時敏小学校　　　五年　夢叶さん

波の音夜はテントで耳すます

宮城県

仙台市立南小泉小学校　　　四年　康介さん

森ぬけて十八鳴浜でああすずし



涌谷町立涌谷第一小学校　　　一年　春佑さん

とってすぐはたけでたべるマクワウリ

涌谷町立涌谷第一小学校　　　四年　愛來さん

海いけず家のおふろに青いバブ

秋田県

能代市立第五小学校　　　　怜叶さん

試合後の勝ったこころににじかかる

能代市立第五小学校　　　五年　慶次さん

長い列ひまわりたちがじゅ業中

八峰町立峰浜小学校　　　二年　大瑛さん

せみが木におしゃべりよるをおくらせる

八峰町立峰浜小学校　　　四年　叶登さん

いそあそびしあげは沖へ大ジャンプ

八峰町立峰浜小学校　　　四年　凜久さん

シーカヤックこげばこぐほどなかなおり

八峰町立峰浜小学校　　　五年　彬翔さん

真夏日のサッカーからだがわたになる



福島県

会津若松市立城西小学校　　　一年　芽生さん

ばんだいさんにゅうどうぐものふくきてる

会津若松市立一箕小学校　　　三年　朱羽さん

はかまいりきゅうなかいだんおっこちそう

会津若松市立一箕小学校　　　五年　歩夢さん

祖父の家草刈る音で目をさます

昭和村立昭和小学校　　　六年　沙乙珠さん

せみに問う今日のおやつは出来てるか

茨城県

水戸市立常磐小学校　　　三年　菖さん

さかあがりせみがなくころまわれたよ

群馬県

館林市立第二小学校　　　三年　宏輝さん

すいかわりわれたら母がうれしそう



藤岡市立平井小学校　　　二年　みのりさん

うたいたいマスクをはずしすずむしと

藤岡市立平井小学校　　　三年　ひろむさん

ももとどくげんきでいてとおばあちゃん

藤岡市立平井小学校　　　三年　桃香さん

星月夜野うさぎたちもかけまわる

埼玉県

さいたま市立大成小学校　　　一年　陽大さん

はちかいのあみどにとまるあぶらぜみ

さいたま市立大成小学校　　　三年　悠さん

ほうせんか水やりしたらせすじピン

さいたま市立大宮北小学校　　　四年　理人さん

ばあちゃんの庭にどっかりさるすべり

加須市立大桑小学校　　　二年　夢椛さん

ミニトマト絵日記かいたらいただきます

加須市立高柳小学校　　　二年　陽士さん

インコとねあそんでいたらまどににじ



加須市立高柳小学校　　　四年　璃々さん

さん歩中つくしをさがすおばあちゃん

狭山市立奥富小学校　　　六年　華実さん

シーグラス探すとなりで波の音

草加市立氷川小学校　　　四年　高貴さん

天国のじいじにとどけ暑中見舞

草加市立谷塚小学校　　　一年　世莉さん

はなびがねたいようみたいにあかるいよ

草加市立高砂小学校　　　三年　りひとさん

うめぼしをねおきに一つ時計見る

久喜市立太田小学校　　　一年　理さん

あぜみちにしっぽのはえたかえるのこ

久喜市立久喜東小学校　　　一年　美月さん

ふうりんのおとがわたしのこもりうた

久喜市立久喜東小学校　　　一年　渚さん

みんみんぜみすけるはねからみえるそら

小川町立みどりが丘小学校　　　四年　ゆきさん

なつの夜みあげてみればほしの町



宮代町立笠原小学校　　　三年　祐妃奈さん

そよ風と一りんだけのさくらかな

宮代町立笠原小学校　　　四年　健生さん

さあ行こう入道雲は空の船

千葉県

八千代市立高津小学校　　　二年　一のすけさん

墓参りいつもとちがう祖父の顔

八千代市立八千代台小学校　　　一年　凌祐さん

ストーブのまえにあつまるむっつのて

八千代市立萱田小学校　　　六年　景矢さん

セミたちがマスクをせずに大合唱

八千代市立萱田南小学校　　　五年　真央さん

ああ暑いなみだのようにあせをかく

我孫子市立新木小学校　　　四年　まさきさん

秋空は雲の形の美じゅつ館

野田市立宮崎小学校　　　四年　優乃音さん

さっきまでさわぐ妹夏ぶとん



野田市立宮崎小学校　　　六年　果蓮さん

ひまわりが海を見たいとせのびする

東京都

千代田区立麹町小学校　　　四年　華也乃さん

夏の海両手ですくうと消える青

文京区立礫川小学校　　　五年　柚季さん

水桶に西瓜うかべて空の下

文京区立窪町小学校　　　三年　大智さん

ちちぶの山トンボ一ぴきつかまえた

文京区立窪町小学校　　　三年　智さん

妹がクワガタ拾った雨の朝

文京区立窪町小学校　　　四年　律己さん

ななふしとこもれ日歩くいせ参道

墨田区立横川小学校　　　一年　ありあえみりさん

ありがパンせおっていますはこびます

墨田区立横川小学校　　　六年　央佑さん

真夜中に蕾の上で蝉の羽化



江東区立越中島小学校　　　三年　光さん

真夏日に魚になったゆめを見た

江東区立越中島小学校　　　三年　慶汰さん

ひまわりが大すきぼくのおかあさん

江東区立越中島小学校　　　五年　あおいさん

バドミントン金木せいのにおい来る

江東区立第六砂町小学校　　　五年　稜さん

黒板にじ石をふたつ星の恋

江東区立第六砂町小学校　　　五年　若葉さん

父さんの割れたケイタイ梅雨の闇

江東区立第二亀戸小学校　　　五年　つむぎさん

父さんの顔の形のとうがらし

トキワ松学園小学校　　　二年　のりとさん

見まもった天しみたいなせみのうか

豊島区立池袋本町小学校　　　五年　颯希さん

光る風集めて高き五月鯉

練馬区立大泉北小学校　　　一年　いおさん

ひがんばなやさしいあきのはじまりだ



葛飾区立こすげ小学校　　　三年　ののかさん

プールはねうかぶとくもにいるきぶん

葛飾区立こすげ小学校　　　四年　いぶきさん

扇風機はいくの紙をふきとばす

葛飾区立道上小学校　　　六年　倫子さん

コロナ禍で絵日記なしの夏休み

葛飾区立白鳥小学校　　　六年　涼々子さん

祖父祖母とリモート帰省下パジャマ

葛飾区立清和小学校　　　六年　はなさん

連なって家族みたいなハナショウブ

葛飾区立水元小学校　　　一年　かれんさん

せみがなくままといっしょにきりんみた

江戸川区立西小松川小学校　　　三年　真美さん

空色の音のふうりんのびるねこ

江戸川区立西小松川小学校　　　三年　直やすさん

子カマキリシソの葉のうえいかくする

江戸川区立北小岩小学校　　　一年　ことりさん

おみやげのまだあたたかいくりごはん



江戸川区立北小岩小学校　　　三年　閏太さん

ニジマスやつりざお曲がる水ゆれる

江戸川区立北小岩小学校　　　三年　晃太さん

ピラニアを見ている時にせみの声

江戸川区立北小岩小学校　　　三年　結衣さん

まんげきょうくるんと回せば夏祭り

江戸川区立上小岩小学校　　　四年　りゅうさん

牧場でやぎにえさやり汗いっぱい

江戸川区立南篠崎小学校　　　四年　皇佑さん

金木犀サッカーあとの深こきゅう

江戸川区立南篠崎小学校　　　五年　希星さん

お父さん酒のつまみは夏けしき

江戸川区立篠崎小学校　　　六年　結実さん

びんの裏雲が流れるラムネかな

江戸川区立篠崎第二小学校　　　三年　理貴さん

流れ星手にのったコマまわったよ

立川市立第四小学校　　　六年　悠人さん

めだかの子百匹誕生ひれ光る



立川市立第四小学校　　　六年　颯菜さん

すいか割りみごと地球が受けとめた

にしみたか学園三鷹市立井口小学校　　　六年　沙良さん

親が言うコロナでサンタ来れないと

玉川学園小学部　　　一年　しずくさん

キッチンのママにあげたいなつやすみ

玉川学園小学部　　　二年　太鳳さん

カブト虫さがすぼくらは夜行性

玉川学園小学部　　　三年　花梨さん

山おくのいわなのあじをわすれない

玉川学園小学部　　　三年　瑞都さん

花火持ちせい火リレーのまねをした

武蔵村山市立小中一貫校大南学園第七小学校　　　二年　輝さん

おかあさんスイカまるごとかわをむく

武蔵村山市立小中一貫校大南学園第七小学校　　　六年　尚也さん

夕立にうたれながらも立つかかし

足立区立千寿本町小学校　　　六年　千聖さん

残雪の富士山はるか歩道橋



足立区立千寿常東小学校　　　一年　さちかさん

はがぬけたきょうがわたしのしぎょうしき

足立区立千寿第八小学校　　　六年　莉咲さん

夏休み自分で作るたまご焼き

足立区立千寿双葉小学校　　　三年　しょうたさん

そうめんのアレンジつきるなつやすみ

足立区立梅島小学校　　　五年　希虹さん

セミの声瀑布と共に鳴り響く

足立区立梅島第一小学校　　　一年　誠正さん

なつやすみラーメンはこぶおてつだい

足立区立梅島第二小学校　　　一年　ゆずかさん

すいぞくかんクラゲがきれいでにじみたい

足立区立綾瀬小学校　　　四年　俊恒さん

炎天下投げた一投ストライク

足立区立東綾瀬小学校　　　二年　唯千花さん

かわのうずサンダルかたっぽのみこんだ

足立区立東渕江小学校　　　六年　菜夢さん

そよ風にゆれるひまわり姉想う



足立区立長門小学校　　　四年　奏斗さん

アブラゼミ欠けた薄羽でどこへ行く

足立区立大谷田小学校　　　四年　英輝さん

千段を登り切っても蝉の聲

足立区立弘道小学校　　　一年　まなさん

きんぎょとりさんびきとれてあねにかつ

足立区立弘道小学校　　　六年　哲平さん

たたかれて部屋の床はう夜の蚊よ

足立区立弘道第一小学校　　　五年　愛珠さん

せんぷうきとばすな青のりおこられる

足立区立青井小学校　　　六年　飛龍さん

なつのよるほっきょくせいをつかみとる

足立区立栗島小学校　　　六年　日愛里さん

涼しいなソファーでくの字切なさも

足立区立弥生小学校　　　三年　一葉さん

夏至の日のスカイツリーのかげ長い

足立区立竹の塚小学校　　　六年　虎哲さん

学校を忘れたころに夏終わる



足立区立保木間小学校　　　一年　りょうさん

ひまわりにみどりのいんことまってた

足立区立渕江小学校　　　一年　ゆきさん

はらっぱのひとりぼっちのゆきだるま

足立区立渕江小学校　　　一年　ともきさん

ぽけっとにどんぐりいれておまもりに

足立区立渕江小学校　　　二年　れいきさん

なつの日のニワトリすわりこんでいる

足立区立渕江小学校　　　五年　弘忠さん

桜見る子にとどかない母の声

足立区立西新井第一小学校　　　四年　結子さん

氷とけ原稿用紙とにらめっこ

足立区立中島根小学校　　　四年　一志さん

草むらでヘビの赤ちゃんひるねちゅう

足立区立島根小学校　　　二年　こうやさん

うまのせで手がとどきそうなつのくも

足立区立島根小学校　　　二年　し音さん

夏草をむしゃむしゃたべて馬かける



足立区立舎人小学校　　　五年　姫那さん

彼岸花炎のように花開く

足立区立舎人第一小学校　　　四年　咲来さん

りんごあめ家で作って夏祭り

足立区立関原小学校　　　四年　心さん

ヤシの葉がゆれてささやく暑いねと

足立区立亀田小学校　　　五年　佳穂さん

弟のあさがお宇宙一光れ

足立区立栗原小学校　　　三年　雪乃さん

兄弟でるす番上手ツバメの子

足立区立中川小学校　　　六年　琴羽さん

おしゃれした髪を気にしてあんず飴

足立区立中川小学校　　　六年　昴希さん

熱帯夜せめて夢では南極へ

足立区立栗原北小学校　　　二年　唯さん

子かまきりぼくはつよいとに王立ち

興本扇学園足立区立興本小学校　　　五年　珠璃さん

オキザリス輝く光掴み取る



足立区立皿沼小学校　　　一年　あかりさん

めをあけてプールもぐるとつめたいよ

足立区立加平小学校　　　五年　陽葵さん

飲むよりも抜く音が好きラムネ買う

足立区立東栗原小学校　　　六年　純平さん

たなの中シロップ余り夏終わる

足立区立花畑第一小学校　　　六年　菜摘さん

洗車する父ちゃんの横虹が立つ

足立区立渕江第一小学校　　　一年　もあさん

ながれぼしコロナおわれとめをとじる

足立区立渕江第一小学校　　　一年　まひろさん

スーパーでママとかいものくりごはん

足立区立花畑小学校　　　三年　じんやさん

けんかしてスイカのたねをとばしあう

足立区立伊興小学校　　　六年　瑠美佳さん

コスモスの海におぼれてみたくなる

足立区立伊興小学校　　　六年　啓真さん

三毛猫の耳に止まったモンキチョウ



足立区立古千谷小学校　　　六年　和鷹さん

秋の空父のしょっぱいチャーハンよ

足立区立本木小学校　　　五年　琴菜さん

クロールの息継ぎで聞く波の音

足立区立鹿浜五色桜小学校　　　四年　健心さん

西瓜わりぼくはきたえし豆剣士

神奈川県

洗足学園小学校　　　六年　悟央さん

草よ木よ雪が積もりて苦しいか

富山県

高岡市立下関小学校　　　三年　美雲さん

五時間目前ばがぬけてつゆいりです

高岡市立五位小学校　　　二年　陽翔さん

かぶと虫きょうからぼくのかぞくです

高岡市立伏木小学校　　　二年　絢心さん

ジャングルジムさくらがちかくなりました



高岡市立伏木小学校　　　二年　彩華さん

チューリップゆらゆらママと朝のみち

高岡市立伏木小学校　　　二年　優希さん

きょうしつは二かいさくらがちっている

高岡市立伏木小学校　　　四年　藍斗さん

だがし屋へ走る今日から春休み

高岡市立伏木小学校　　　五年　蒼史さん

無観客のスタンド春の風がふく

石川県

金沢市立米丸小学校　　　　優菜さん

仲悪い？一つぶだけのさくらんぼ

長野県

信濃町立信濃小中学校　　　四年　みよさん

散歩してすすきが体くすぐるの

信濃町立信濃小中学校　　　四年　悠吾さん

ゆうやけのはてまで飛んで行くカラス



軽井沢風越学園　　　六年　希さん

蓋された青春弾けラムネ瓶

岐阜県

大垣市立墨俣小学校　　　二年　もなさん

ちちの日もはやおきをするおとうさん

静岡県

常葉大学教育学部附属橘小学校　　　四年　愛心さん

夏休みのらねこきたのでかいました

愛知県

西尾市立鶴城小学校　　　四年　花緒さん

うみびらきすなぶろやればくちにすな

三重県

伊賀市立上野北小学校　　　三年　桃彩さん

はつぼんににわの夏ぎくいけるそ母



伊賀市立上野北小学校　　　四年　暖花さん

かめたろう今年の夏に来た家族

伊賀市立上野北小学校　　　六年　健生さん

水やりのホースのシャワー蛙にも

伊賀市立三訪小学校　　　一年　環和さん

わたしだってひまわりのようにわらいたい

伊賀市立友生小学校　　　四年　沙樹さん

ふうりんと大きな風を待っている

伊賀市立友生小学校　　　五年　澪さん

暗やみをほたる一すじしずかです

伊賀市立友生小学校　　　五年　智博さん

ひまわりはぼくのしん長二つ分

伊賀市立友生小学校　　　五年　遼弥さん

ハンモック水平線にゆれている

伊賀市立中瀬小学校　　　一年　渚月さん

おばあちゃんせんこうはなびみてるだけ

伊賀市立中瀬小学校　　　三年　楓さん

夏休みびゃくだん香る祖母の家



伊賀市立久米小学校　　　三年　大士さん

ハンドルをいっぱい回すかき氷

伊賀市立久米小学校　　　五年　大愛さん

病室の母までとどけしゃぼんだま

伊賀市立府中小学校　　　一年　陽葵さん

どあのぶがひかっているよほたるだね

伊賀市立府中小学校　　　五年　奏太さん

トンボ飛ぶ無人駅から電車乗る

伊賀市立依那古小学校　　　一年　柚羽さん

かぶとむしよるにおはよううごきだす

伊賀市立上野東小学校　　　三年　おうしろうさん

おとうととしゃがんで見まもるセミのふか

伊賀市立上野東小学校　　　五年　優斗さん

夏祭りひみつのぬけ道かけぬける

伊賀市立西柘植小学校　　　五年　由奈さん

セミの子を助ける祖母のやさしい手



滋賀県

湖南市立水戸小学校　　　四年　紗由子さん

休けいもうき輪をかかえ待ち遠し

兵庫県

多可町立松井小学校　　　三年　ひかりさん

つかみどりヤマメがはねる音がした

奈良県

奈良市立月ケ瀬小学校　　　一年　のどかさん

のこるかわぺらぺらになるはつすいか

奈良市立月ケ瀬小学校　　　三年　あいさん

じんじゃまでパパと見にいくありじごく

広島県

東広島市立東西条小学校　　　二年　そらさん

花火をね上から見るのはお月さま



徳島県

阿南市立新野東小学校　　　五年　迦李さん

青空に入道雲の巨人見た

阿南市立羽ノ浦小学校　　　四年　虹歩さん

かあさんのひざにすわれる夏休み

愛媛県

愛媛大学教育学部附属小学校　　　一年　なつねさん

かえりみちいっしょにいたいなてのホタル

宇和島市立鶴島小学校　　　一年　ちひろさん

なつのひるれごをつくっておるすばん

宇和島市立鶴島小学校　　　四年　愛梨さん

クロールを泳いでいる上とんび飛ぶ

宇和島市立鶴島小学校　　　六年　諒佳さん

Ｕターン夏の潮切るちりめん漁

西予市立宇和町小学校　　　三年　睦さん

サッカーでまけたらセミもないていた



西予市立皆田小学校　　　五年　杏桜さん

フトアゴヒゲトカゲ怒って黒く凍返る

西予市立野村小学校　　　四年　陸さん

朝七時わたりどり飛ぶ高い空

伊方町立三崎小学校　　　一年　愛実さん

あついひもみかんのおしごとパパのあせ

伊方町立三崎小学校　　　四年　壮介さん

しらさぎが大空にまう貝拾い

伊方町立三崎小学校　　　四年　愛さん

おこる母うねり大きい夏の海

松野町立松野西小学校　　　一年　あすかさん

あたらしいこくごのノートうすもみじ

鬼北町立泉小学校　　　二年　健さん

じいちゃんの手づくりプール山の水

鬼北町立泉小学校　　　五年　麻綾さん

じいちゃんだ一番光る夏の星

鬼北町立近永小学校　　　二年　美佑さん

前ば二本ぬけてスースーにじ光る



鬼北町立近永小学校　　　五年　海汰さん

四万十の川風泳ぐこいのぼり

鬼北町立三島小学校　　　一年　大惺さん

しんまいをぼくのちゃわんにてんこもり

高知県

土佐市立高岡第一小学校　　　五年　皐さん

年明けてはやくきめたい初ゴール

福岡県

福岡市立飯原小学校　　　四年　愛さん

みはり番次はあなたよつばめパパ

長崎県

長崎市立西北小学校　　　二年　小百合さん

せみのこえ大雨の日もきこえたよ



鹿児島県

出水市立出水小学校　　　六年　琉壱さん

つゆあけにかえるが二ひきすみついた

南九州市立高田小学校　　　一年　陽向さん

あかとんぼゆびきりげんまんまたくるね

中華人民共和国

青島日本人学校小学部　　　六年　初音さん

出かけては家にかけこむ大暑かな


