
「全国小中学校　震災復興　標語・川柳コンクール」集計　

学校名 氏名 学年 標語

群馬県伊勢崎市立　宮郷小学校 吉田　伊武希 2年 だれとでも　やさしくしよう　こころから
髙野　響 6年 だいじょうぶ　希望の光が　見えるから

きっとまた　自まんの故郷　もどれるよ
節電で　家族の心に　灯がともる

もぎ　さくら 2年 しんさいで　くずれたまちを　とりなおそ
田村　さやか 2年 楽しかった思い出は　いつまでも消えないよ
丸茂　さくら 2年 みなさんは　つよいひとびと　がんばろう
高橋　立道 2年 こまった時にはたすけあう　せかいはみんなお友だち
山田　はやさ 2年 大じしん　いっしょに元気に　がんばろう
松田　あおい 2年 くるしみを　のりこえつかむ　えがおの日
今泉　えり 2年 たいへんな　かなしみこらえ　すすみだす

齋藤　なな子 2年 みんながね　ひとつになれば　がんばれる
内山　りおん 2年 ひさいちは　たいへんだけど　がんばってね
山本　こう太 2年 つなみでも　きづなをふかめて　すすもうよ
竹垣　ひな 2年 がんばろう　こまっている人　たすけよう
深沢　怜由 2年 話し合おう　家ぞくみんなで　ひなんばしょ
松島　こう太 2年 がんばろう　こころのきずは　なおるんだ
金子　まお 2年 がんばって　きっとだいじょうぶ　ぜったいに
須田　陸斗 2年 しんさいに　げんきをだして　たちむかう

山崎　しょうたろう 2年 がんばろう　だいしんさいに　かちましょう
春山　いぶき 2年 しんさいに　まけない強さ　たからもの
狩野　葉月 2年 だいじょうぶ　力をあわせて　がんばろう

かない　ともき 2年 ぼ金をしよう　ケガやいえをうしなった人のため
井田　明来 2年 きえた町　かならずもどると　しんじてる
ほり米　春花 2年 東北を　みんなの力で　たすけよう
関口　あきと 2年 かなしいな　だいしんさいの　じしんはね
石関　ルナ 2年 しんさいで　学校がながされ　かわいそう

きよづか　そうご 2年 大しんさい　自分に何が　できるかな
西谷　しゅんぺい 2年 みんなでね　ふっこうをねがう　東北を

栗原　千夏 2年 つらいとき　みんなのこころ　つなげよう
黒岩　優 2年 がんばろう　じしんにまけない　つよいきもち

横堀　文哉 2年 「ぼくの思い」　東日本元気になって！
高橋　唯月 2年 いっしょに　あかるいみらい　つくろうね
大川　康介 2年 あの日のことを　わすれない
中村　未奈 2年 一歩ずつ　すすめば見える　きぼうの光

あざみ　ひかる 2年 今こそだ、日本の力を東北に
ささき　まい 2年 じしんごの　どうぶつたちも　たすけたい

いいだ　なおみ 2年 ふっこうを　みんなでしよう　がんばって
さいとう　たくと 2年 たすけあう　そんなきもちが　大事だよ
すだ　じゅんな 2年 がんばろう　明日をしんじて　一ぽずつ

じしんでこまっている人をたすけよう。やさしい心で。
金 ゆ 年 本 なさ なら きる ず 東 本 なさ と なが う 本金い　みゆ 2年 日本のみなさんならできるはず　東日本のみなさんとつながろう日本

かめい　みずほ 2年 みんなが力をあわせれば　みんながえ顔になってもとどおりのせかいになれる
小林　ゆう友 2年 とりもどそう　みんなの力で　元気な日本
栗原　愛翔 4年 ぼきんばこ　進んでいれよう　ひさいちへ
相澤　夏輝 4年 くじけるな　仲間と力合わせ　がんばって
柳澤　優華 4年 大地震　ゆれるよコワイ　たおれるよ
井上　茜 4年 しんさいの　きずのふかさ　わからない？

岡田　ゆみ 5年 東北で　みんなつながる　チームをね
がんばって　あきらめないで　これからだ

浅貝　乃彩 5年 くらやみから　にげだそう　ふっこうへ
東日本　もとの世界に　もどるんだ！！
東日本　つなみになんか　まけるなよ！
どんな小さな命でも　守りたい
自分だけ　１人ぼっちじゃ　ないんだよ

青木　海夕 5年 ぜったいに　どんなときでも　がんばろう
負けないで　私たちから　メッセージ
これからも　生きるよろこび　わすれずに
しんさいで　学んだ苦しさと　助け合い
わすれるな　笑顔はみんなの　たからもの
私たちの笑顔　苦しんでいる人に　勇気づけられる
勇気出し　みんなでおくる　メッセージ
もし、これからも津波や地しんが来てもみんなで1つのわになろう

加藤　修大 5年 体験を　つぎの人にも　つなげていよう
復興の　奇跡をおこせ　東日本
一本松　奇跡にまけず　復興しよう
人々の　絆で未来　広げていこう

相澤　茉林 5年 思いやりで　広がる　笑顔と心
あの地しん　おしえてくれた　協力の大切さ

宮田　未歩 5年 大地震　笑っていれば　いいことあるよ
負けないで　日本全国　一つの輪

荻野　雅也 5年 つながろう　日本はひとつ　前むいて
世界中　力を合わせて　復興だ

柳澤　陸斗 5年 津波きた　だけどみんなで　助け合い
被災者へ　助け合うこと　忘れずに

本木　しおり 5年 がんばろう　復興したら　笑顔あふれる
負けないで　心を一つに　みんなで協力

根岸　愛 5年 助け合い　力をあわせ　がんばろう
みんなで助けあい　つ波や地しんから　のがれよう

林　伊吹 5年 笑顔を失わないで　絶対に笑顔をとりもどせる日がきっと来る
もしも笑顔が消えたなら、10年前の笑顔を思い出そう
日本の力を信じて下さい　そうすればきっと日本中に笑顔の明りが灯るから
どんなに悲しく、どんなにつらい時でも、必ず笑顔はあなたのとなりで笑ってる

後閑　茉佑 5年 がんばろう　もとの町に　もどるよう
復興の　力になるもの　とどけたい

古市　亮平 5年 宮小　地震になって　一年すぎた
被災地は　つなみが起きて　一年たった

美佑 も が ず木村　美佑 5年 つらくても　信らいできる人が　必ずいる
手をつなぎ　心は一つだ　勇気だそう



助け合い　手と手をつなげば　笑顔がふえる
暗くても　希望の光は　すぐそばに

石橋　美緒奈 5年 やみの中　光を探して　助け合う
これからも　一生続く　この歴史
「あきらめる」　それは自分の　心の弱さ
明るい未来　きっとどこかで　待っている

細川　翔惟 5年 協力し　あきらめないで　人生を
これからだ　楽しい未来　作りだせ

田島　紗良 5年 みんなでね　心を一つに　がんばろう
全員で　協力すれば　大丈夫

大橋　玄哉 5年 被災地の　早い復興　願ってる
被災地に　笑顔がもどると　しんじてる

岩本　茉奈実 5年 暗い中　未来をむねに　とりくもう
「心が悲しい」　自分だけじゃない　みんなもだ
助け合い　日本の強さ　みせるんだ
あきらめても　いいことはない　前進もう

星野　良介 5年 地震から　学んだ言葉　助け合い
負けないで　東北魂　見せつけて
被災地に　送る言葉は　頑張って
いつまでも　忘れはしない　あの地震
生きている　そんな事にも　ありがとう
届けよう　笑顔と言う名の　花束を

栗原　楓歌 5年 負けないで　希望をむねに　歩いてこう
くじけずに　一歩進めば　明るい未来

清水　萌 5年 たすけあい　笑顔忘れず　生きていこう
世界中　手と手をつなぎ　がんばろう
「笑おう」　その言葉を　忘れずに
悲しくても　力を合わせ　支え合おう

高橋　優 5年 もどそうよ　楽しい時間　がんばって
協力し　ぼ金活動　がんばろう
いつくるか　地震や津波　分からない

井上　夏実 5年 東北は　負けない力　持っている
東北の　みんなにエール　伝えたい

石坂　玲奈 5年 協力し　楽しい今へ　もどそうよ
みな同じ　願いはひとつ　復興だ
だいじょうぶ　１人じゃないよ　みんないる！！
忘れ物　それはえがおだ　大切に

市川　直実 5年 災害の　復興願う　ぼくたちは
津波のね　ひなん場所を　決めとこう
地しんきて　海岸近く　危険だよ
地しんのね　危険な所　多くある

栗原　柊太 5年 復興を　助け合う事　大切だ
涛川　瑞季 5年 だいじょうぶ　一人じゃないよ　みんながいるよ

がんばろう　みんなでやれば　だいじょうぶ
協力し　力をあわせて　がんばろう

藤田　峻輔 5年 大地震　復興願う　ぼくたちは藤田 峻輔 年 大地震 復興願う ぼくたちは
新井　達也 5年 カギしめて　もとせんしめて　だきしめて
塩谷　一真 5年 被災地と　東北助け　がんばろう

助け合い　めざせ復興　がんばろう
震災に　負けずに戦い　助け合おう
あきらめず　復興しよう　がんばろう

須田　輝 5年 震災に　みんなにまけるな　がんばろう
茂木　千明 5年 大しんさい　学んだことは　きずなです

一年後　あの日のことを　思い出す
人と人　支え合ったら　百人力
笑顔花　さいたらすぐに　もう一つ
かなしみを　笑顔で晴らせ！！　ニコっとね
被災地の　春はとおくて　待つばかり
私たち　がんばれたのは　きずなだね
ささえあい　きずなあっての　たすけあい
笑顔一つ　さいたら笑顔　二つ分
被災地に　送るエールは　本物だ
手をかして　その一言が　助け合い
しんさいの　こわさを知った　あの町や
１人でしんさいのことなやまないでね　私でよければきくよあなたのなやみ
がんばって　あともう少し　復興へ
被災地を　新しい町へと　一歩ずつ
たすけあい　きみのそばには　ぼくがいる
希望持ち　歩いていこう　コツコツと
がんばって　応えんしてる　君たちを
１人が笑えば　みんなも笑う
しんさいで　こわさあふれる　つなみがね
しんさいで　協力知った　教わった

斉藤　翼 5年 被災地の　震災復興　願います
復興は　一人一人の　心がけ
日本を　支えていこう　人の手で

田代　真梧 5年 福島の　原発きっと　立ち直る
助け合い　絆の力で　がんばろう
支え合い　東北の力で　がんばろう
復興だ　全国みんなの　力でね

根岸　光 5年 東日本　１日もはやく　震災復興
被災地の　きみの笑がおが　ぼくらの希望

金井　優希 5年 おうえんは　ぼくたちみんな　しているよ
ぼくたちは　おうえんするよ　ぼくたちが
じしんはね　ゆれがぐらぐら　ゆれている
じしんにね　そなえておくよ　たべものを
ぼくたちも　おうえんするよ　がんばって

新井　有希 5年 震災後　「絆」ということ　分ったよ
林　だいき 5年 一年で　東北のみんな　がんばった
内田　雄麻 5年 福島県　原発あっても　立ちなおる

被災地は　必ずきっと　立ちなおる
絶対に　復興するぞ　被災地は絶対に 復興するぞ 被災地は

田畑　愛果 5年 いち早く　こっちへにげろ！　報告だ
最後まで　あきらめないで　ガンバロー！



全国の　絆をふかめて　ガンバロー！
金子　大雅 5年 現実に　負けるな

しん災の　ひさんな世界　目にしみる
ぼくらの力で　しん災をふっとばせ
日本の　きせきを信じ　さあ進め
復興を　全力だして　なしとげろ
生きること　それこそ使命　生きのびろ
被災地が　もとにもどるの　いのってる
世界は　ぼくたちの　みかただ
復興信じて、がんばろう
震災は　ぼくらの力　ためしてる
みんなはね　日本の力　信じてる
日本の復興を　なしとげよう
信じる力が　日本をよみがえらせる
被災地に、復興のエールを送ろう
地しんのね　このおそろしさ　つたえよう
地しんにね　サムライソウル　見せてやれ
日本の復興を　みんなもいのってる
日本のね　力の限り　はっきしろ

深澤　彩花 5年 被災地が　早く復興　してほしい
高橋　幸佑 5年 東日本　早く復興　してほしい

西原　和香菜 5年 津波はね　みんなを泣かせる　悪いもの
考えた　私達に　できること
子どもにとっての　楽しい雪が　悲しみの雪に変化した
責め付けるな　いっさいだれも　わるくないから
これからなにがあろうと　絆を大切に！
１日１秒大切に！！

青木　萌々香 5年 震災で　やさしさを知り　生きる道
夢をもち　明るく元気に　生きて行く
人間は　協力し合い　生きて行く
生きている　やさしい心は　なくならない
前を向き　歩いていこう　復興へ

三上　桃花 5年 生きる道　心に太陽　希望の光
震災で　１日はやく　復興に
希望にみちた　花びら一まい　心の中に

板垣　百翔 5年 助け合い　協力したから　今がある
地震から　たくさん学んだ　私たち
ひさい者と　心をつなぎ　助け合おう
今すぐに　ひさい地の人に　ハッピーを
ＳＯＳ　ひさい者の声　聞こえるよ
復興で　心の花びら　さかせよう
生きる力　世界にあたえた　大地震
ひさい地の　力になろう　元気よく
守ろうよ　絆をつないで　命を！！

吉澤　柚衣 5年 復興を　願う人々　東北へ
東北に　エールを送る　わたしたち東北 ルを送る わたしたち
日本を　変えるためには　たすけあい

猪　ゆりえ 5年 震災は　のり越えられる　みんなとなら
ふっこうへ　心を一つに　がんばろう！

山崎　彩乃 5年 大震災　分かった命の　ありがたみ
あの日から　１年たって　復興へ
震災で　風評被害が　多発した

内田　朋花 5年 東北に　みんなの力を　とどけよう
１人１人が　できることから　始めよう
たすけあう　心でつなぐ　明るい未来

山田　和佳 5年 大地震　続く余震と　想定外
大津波　今だに続く　人探し
エネルギー　今理解した　危険性

岡部　竜 5年 助け合い　協力し合い　支え合う
東日本　みんなでふっこう　がんばろう
ひさい者のために　ぼきんをしよう　協力しよう

草光　うらら 5年 地震なんかに　負けるな　がんばれ東北！
津波が来ても　力を合わせて　がんばろう！
もくとうをしたよ　「東北の人々ががんばれますように」と・・・

鈴木　雄大 5年 東日本　大変だけど　がんばって
これからも　復興めざして　がんばって
東日本　復興めざして　がんばって

髙橋　亜美 5年 復興で　絆深まる　日本中
「関係ない」　その一言はどんなものか　知っていますか
一人の協力で　守れる笑顔は　必ずある
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