
「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

千葉県柏市立　柏第三小学校 正ざき　ゆうと 2年 みんなでね　力をあわせて　がんばろう
「どうしよう↓」　より　「どうしよう↑」

大野　菜月 3年 がんばろう　にほんのみんな　たすけあい
だいじょうぶ　なかまがいれば　こわくない

まつ本　七み 2年 みんなで　ちからをあわせて　がんばろう
石井　優夏 5年 被災地の　空いっぱいに　うれしさを
谷川　結 5年 被災地と　手と手をつなぎ　復興を

沢田　晴奈 5年 がんばって　光をめざし　復興を
岸田　咲来 5年 ふっこうを　世界じゅうが　願ってる
吉田　志築 5年 被災地の　復興願う　流れ星
髙松　聖人 5年 復興を　早めにおえて　あそびましょ
楊原　萌 5年 東北の　一本松よ　ありがとう

岩橋　柚奈 5年 いっこくも　早い復興　願います
松島　優花 5年 ただいまと　おおきな声で　言える朝
小ざわ　里ね 5年 応えんし　みんながんばれ　がんばって
加藤　慶哉 5年 復興を　がんばってるよ　岩手県

水田　梨李花 5年 花びらが　ひらいてきたよ　希望とね
松本　英莉衣 5年 東北の　つなみのひがい　元気だせ
尾川　真央 5年 とどけます　希望の光を　被災地に
輿水　元喜 5年 がんばろう　ふっこうめざし　がんばろう
小熊　雄太 5年 さぁみんな　ドアを開けば　明日見える
亀井　玲花 5年 被災地の　強さと勇気を　信じてる
須田　磨璃 5年 自然へと　ふっこう願えば　光さす
矢田　ことね 5年 復興の　道をめざして　歩いてね
湊　映里花 5年 被災地の　復興願い　今生きる
大塚　茉鈴 5年 日本人　心は一つ　復興へ
岡本　憲佑 5年 ふっこうを　世界のみんなが　ねがってる
長屋　仁 5年 泣くな福島　勇気出せ福島　大丈夫福島

蓮沼　慧介 5年 しんさい後　初めて知ったよ　B級グルメ
吉田　彩乃 5年 ふっこうへ　津波に負けず　がんばろう

五十嵐　千尋 5年 ふくしま県　ひがいにまけぬ　すがたあり
木村　俊介 5年 いちねんご　青葉がしげり　草はえる
佐藤　弦 5年 ひさいちの　おそらにのぼる　おつきさま

沼尻　航太郎 5年 暑くても　被災地思えば　なんともない！
湯沢　拓海 5年 復興の　光をめざせ　こいのぼり
山田　彩名 5年 被災地の　空の上には　ゆめがある
武本　進 5年 幸せは　いつかはきっと　やってくる

佐藤　向日葵 5年 帰りたい　そんな願いを　かなえたい
佐々木　和也 5年 ぜんこくの　みんなのおもい　うけとって
角田　詩織 5年 一歩一歩　歩いていけば　きっとやりなおせる
小松　真奈 5年 協力し　助け合いながら　のりきろう

助け合う　笑顔を忘れず　がんばろう
遠藤　葉月 5年 しんさいで　心のきずなが　ふかまるね
吉川　京香 5年 大丈夫　明るい毎日　すぐもどる
牧野　沙耶 5年 がんばろう　何があっても　だいじょうぶ
山下　夏奈 5年 大地震　協力して　助け合う
佐藤　泉月 5年 人々は　平和手に入れ　笑顔あり

たくさんの　笑顔大事に　ボランティア
佐藤　潤一 5年 悲しみも　パワーにかえる　ヒーローに
小山　衣織 5年 協力で　笑顔が１つ　増えました
井上　将吾 5年 助け合い　明るい未来が　待っている

下土居　りんせい 5年 助け合おう　力を出せば　のりきれる
染谷　希美 5年 助け合い　大地震を　のりきろう

小野　茉梨乃 5年 悲しいが　みんなで協力　がんばろう
大塚　千歳 5年 助け合い　笑顔とともに　きずな増す

浅井　日菜子 5年 新しい　道を進んで　歩きだそう
堀江　彩希 5年 大地震　みんな友だち　助け合う
石上　そら 5年 大じしん　ぼうさいグッズ　作りだす
浅輪　梨乃 5年 協力で　みんなの笑顔　見えてくる
天津　舞美 5年 協力で　希望の光　見えてくる
山中　莉乃 5年 大地震　きずなと笑顔を　とどけよう
岩下　彰宏 5年 大じしん　協力あって　のりこえる
二関　功近 5年 つなみさり　協力すれば　きずなます

瀬戸山　美奈 5年 友だちだ　みんな笑顔の　仲間だよ
増田　晋之介 5年 大地震　悲しみのりこえ　笑顔出す
千葉　桔平 5年 しんさいの　悲しみなくす　助け合い
斎藤　皓斗 5年 大地震　心のきずなで　のりきろう
寺田　航 5年 助け合い　笑顔を忘れず　がんばろう

田中　えいご 5年 協力は　みんな助ける　力もち
山本　優衣 5年 協力は　きずなが大事　がんばろう
武藤　美佑 5年 見上げよう　どんな時でも　青い空

協力を　みんな忘れず　生きている
入江　和輝 5年 大地震　笑顔いっぱい　とりもどす
遣田　智裕 5年 大地震　あってもまだまだ　くじけるな
白井　陽大 5年 助け合い　笑顔ときずなで　もとどおり
菅原　瑞生 5年 東北の　がれきてっきょに　協力を
中村　有沙 5年 助け合い　きずな深める　復興で
磯前　梨音 5年 大しんさい　笑顔でいれば　のりこえる
渡辺　真央 5年 がんばろう　日本は強いぞ　東日本
石川　雄詠 5年 しんさいで　きずながすごく　ふかまった
中島　隆太 5年 しんさいは　ひとのちからで　止められる
佐藤　萌 5年 ふっこうだ　しえんで応えん　がんばろう

上田　理子 5年 私たち　ふっこう願う　がんばって！！
田口　優奈 5年 3月11日に　つなみがあって　こわかった

大石　奈南花 5年 未来への　大事な1歩　ふみだそう！
松浦　莉音 5年 まけないで　みんなでちからを　あわせよう
浅野　好泉 5年 にっぽんは　つよいこころを　もっている
菊池　陽太 5年 せつでんと　ぼきんといのり　わすれない
友野　沖翔 5年 ふっこうを　ねがっています　ぼくたちも



石井　翔瑛 5年 ぼくたちは　みんなで願う　ふっこうを
笠松　環 5年 想いでも　何もかもが　流された

川村　沙生 5年 がんばれば　幸せが来る　本当の
栗山　隆之介 5年 1円でも　ぼきんをすれば　えがおが見える
有田　絢貴 5年 しんさいの　ふっこうねがう　ぼくたちは
林　亮介 5年 ひさいちの　ふっこうねがい　がんばろう

斎藤　穂香 5年 いつまでも　おうえんしてる　わたしたち
平野　あゆみ 5年 しんさいに　まけずにみんなで　がんばろう
市村　綾菜 5年 しんさいは　こわいけど　みんなファイト

田貝　明香里 5年 つらいけど　おうえんしてる　がんばって
加藤　沙季 5年 復興という名の明かりで日本を明るく照らそう
畠山　千宙 5年 つくっていこう　みんなの希望の　町をめざして

佐藤　実希子 5年 がんばるぞ！　みんなの未来に　一歩ふみ出せ
池上　孝一郎 5年 がんばろう　明日はきっと　はれるはず
岩長　なつき 5年 ひさい地に　こいのぼりまう　子どもの日
渡辺　さくら 5年 あきらめず　最初の一歩　あゆみ出せ
高橋　伸嘉 5年 震災の　ふっきにむけて　ガンバろう
藤井　しずく 5年 前進しよう　みんながいるよ　一人じゃない
藤井　友紀 5年 勇気を持って　明日へ一歩
海老沢　亮 5年 しんさいで　なくしたゆめを　もういちど
石井　隆道 5年 ささえよう　協力しよう　東北を
矢口　ゆう 5年 日本に　明るい　心の花を

下出　佳奈子 5年 つくりだせ　にほんのみらいを　きみのてで
中山　じょう 5年 未らいのために　日本を守る　人のてでまもる
大屋　敬寛 5年 とりもどせ　日本の思い出を　つくりだせ
浅野　鉱臣 5年 悲しみを　わすれてえ顔　まんてんに
今野　初音 5年 ひ災地に　すてきな笑顔　取りもどせ
上村　愛結 5年 じしんでも　つぶれなかった　思いやり
菅谷　未夢 5年 この心　復興しよう　この町と
吉川　香奈 5年 つらい時　心はいつも　いっしょだよ
田中　誉啓 5年 くじけるな　また作れるさ　がんばろう
森島　篤也 5年 ひさいちの　ふっこう願い　がんばろう

上原　百映子 5年 手を合わせ　ふっこうめざし　がんばろう
飯島　琉太 5年 たすけよう　みんなのいのち　すくおうね
横田　彩音 5年 しんさいご　おうえんしてる　いつまでも
岩田　一輝 5年 ふっこうだ　つなみなんかに　まけないぞ
佐野　晴香 5年 募金して　復興支えん　がんばろう
坂巻　佑日 5年 いつまでも　あふれる笑顔　大切に

関口　帆乃花 5年 いつだって　希望の光　信じよう
海江田　直 5年 日本が　一つになって　助けよう

小川　美紀子 5年 じしんでも　協力しあう　仲間の輪
上原　琴葉 5年 つなみでも　さぁがんばるぞ　ふっこうへ

上遠野　創太 5年 ふっこうへと　とおくでねがう　いつまでも
中山　みなみ 5年 かぞくはね　はなれていても　つながるよ
椎名　咲稀 5年 ふっこうは　ゆめじゃないよ　がんばろう
村上　優奈 5年 げんきだせ　きぼうのひかり　うしなうな
鈴木　未来 5年 震災で　つなみにのまれ　取りもどせ

石井　結愛乃 5年 わたしたち　みんなおうえん　してるから
矢口　安ゆ 5年 しんさいで　日本がんばれ　いつまでも
風澤　拓実 5年 ゆめをもて　きぼうがあれば　できるはず

幸保　槙之介 5年 しんさいで　ふっこうねがう　千葉県で
宮内　大和 5年 いのります　げんきなまちに　もどること
安井　智哉 5年 がんばって　新しい町　つくろうよ

月山　亜由子 5年 しんさいで　くじけそうでも　前向いて
藤林　美月 5年 げんきだせ　君には明日が　まっている
半澤　恵里 5年 たすけあい　えがおでみんな　わらおうよ

中村　真紗希 5年 被災地へ　希望と夢を　届けます
富田　優也 5年 ひさいちは　きぼうとともに　いきていく
永倉　豊加 5年 がんばろう　かならずゆめは　かなうから


	標語集計表

