
「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

東京都足立区立　西新井中学校 秋草　涼香 中2年 震災で　復興目指し　未来へと
大地震　自然が招く　恐ろしさ
震災で　後に残るは　がれきの山

石川　くるみ 中2年 分かちあおう　被災者たちの　深い傷
大地震　世界に見せよう　日本の絆
節電を　一人一人が　頑張ろう

内田　賢人 中2年 助け合い　一人一人が　できること
復興は　みんなの力が　必要だ

大塚　有紗 中2年 大震災　がんばる復興　協力
東日本　みんなで協力　もとどおり
東日本　みんなで見よう　未来をね

織田　彩花 中2年 被災者の　みんなの笑顔で　花が咲く
もう一度　きれいな日本　とりもどそう
手をつなぎ　笑顔の輪っか　つくろうよ

小原　日菜子 中2年 東北に　皆が集まり　一致団結
東北を　明るい町に　頑張ろう

川元　應禛 中2年 春の陽に　希望ふくらむ　新芽かな
桜散り　次は夏だと　前を向く
水入り　家族総出で　田植かな

竹内　涼馬 中2年 大地震　復興目指す　リーダーを
大津波　希望も夢も　つれさった
大地震　怖さを知らない　新生児

土屋　七海 中2年 大地震　一致団結　復興へ
人と人　固い絆で　結ばれる
日ごろから　避難訓練　しっかりと

黒澤　陽 中2年 結ぶんだ　今日と明日の　笑顔の輪
顔上げて　今を生きよう　胸はって
信じれば　きっと明日は　輝ける

関　隼人 中2年 復興で　がれきの撤去　してやるぞ
時刻む　復興に向け　歩んでく
復興で　みんなの絆　深まった

倉持　愛 中2年 人々と　笑顔をうばった　津波かな
助けあう　そこが日本の　すばらしさ

佐々木　省悟 中2年 大震災　涙の数だけ　強くなろう
復興に　みんなで進もう　一歩ずつ
復興で　人とが作る　思いやり

久島　恵里奈 中2年 被災地の　復興願い　募金する
被災地の　みんなといっしょに　がんばろう

片所　真結 中2年 忘れない　忘れられない　大震災
震災で　世界が絆で　結ばれた

田中　涼 中2年 「がんばろう」　言葉だけでは　意味がない
復興 さ とから と復興は　小さいことから　コツコツと
立ち上がろう　自分は未来の　先導者

冨田　千尋 中2年 やさしさで　被災地救おう　ボランティア
さしのべて　世界中から　救いの手

浪川　有璃奈 中2年 人々の　協力あって　今がある
心のね　片隅にある　あの悪夢
さぁ今だ　日本の力　発揮しろ

堀田　沙希 中2年 震災を　乗りこえ日本　強くなる
被災者の　ためになにか　できること
日本の　チームワークは　すごいんだ

福原　秀斗 中2年 震災後　日本のきずなが　深まった
津波でも　桜並木は　よく耐えた
作ろうよ　なにを作るの　絆の輪

松田　桃佳 中2年 あの瞬間　日本が一つに　なれた時
助け合い　人はそうして　生きていく
東北の　未来を背負って　今生きる

室井　澪奈 中2年 大震災　復興目指して　がんばろう
大震災　涙で海が　できちゃった
大震災　とってもゆれて　こわかった

村﨑　紗也加 中2年 震災で　日本の絆　深まった
災害後　前より日本　良くなった

山本　楓 中2年 つらくても　きずなが生んだ　この笑顔
「助けたい」　みんなの思いが　復興へ

内藤　未来 中2年 募金して　みんなの未来に　つなげたい
守りたい　未来のために　脱原発
避難場所　家族みんなで　話し合う

大澤　あい 中2年 震災で　しったよ家族の　大切さ
空みれば　みんな笑顔で　笑ってる
忘れない　体が覚えた　震度５強

木村　一貴 中2年 震災後　みんなで復興　頑張ろう
東北の　人達の心　温かい
震災を　絆を力に　乗り越えろ

浅見　由香 中2年 被災地の　復興いのり　募金する
震災で　人の優しさ　みつけたよ
震災を　何年たっても　忘れない

間中　優 中2年 幸せは　仲間とつくれ　絆から
不幸とは　幸せのもと　のりこえろ
東北は　絆が強い　日本一

前川　将大 中2年 自分でも　できることから　始めよう
被災地に　キミの思いを　届けよう
東北へ　みんなの笑顔を　とりもどそう

庄司　智恵 中2年 震災後　世界のみんなが　ボランティア
渡辺　好美 中2年 日本は　震災起きても　負けないぞ

被災地の　復旧復興　頑張ろう
被災者に　みんなの笑顔　届けたい

山内　友輝 中2年 震災で　家族の絆　深くなる
忘れない　3.11　伝えよう

森川　優希 中2年 震災後　手と手をつなぎ　助け合う



震災後　築いたことは　笑顔かな
大地震　笑顔で救え　被災地を

土川　真哉 中2年 全国で　被災地復興　ささえよう
地震から　自然の怖さ　深く知る

林　涼音 中2年 松の木が　語る真実　恐ろしい
海沿いに　一本たたずむ　松の影
上をむき　みんなで復興　頑張ろう

鈴木　雄飛 中2年 復興で　みんなの絆　つながった
一本松　希望の光　見えてきた
流れつく　ガレキに心　動かされ

神﨑　絵里 中2年 震災が　終わって私に　できること・・・
あのときの　命の尊さ　忘れない

栗原　美愛 中2年 大震災　命の重みが　わかった日
あの日から　日本の心が　まとまって
絆とは　なにかを教えた　大震災

小林　美穂 中2年 まず一歩　未来に向かって　歩きだせ
春の風　未来に向けて　吹きぬける
ボランティア　助け合いが　大切だ

酒場　亮介 中2年 町作り　皆で団結　成功（精巧）に
流れた船　航海（後悔）するぞ　どこまでも
復興に　光があれば　声もある

亀井　亜未 中2年 全国の　気持ちが埋める　過去の穴
爪痕に　笑顔をそそぐ　新未来
古い過去　新たな未来に　ぬりつぶそう

北村　倭 中2年 震災後　みんなで作った　絆かな
震災後　コンビニのつり　ぼきんした
節電中　電化製品　休みきた

渡辺　悠人 中2年 あの津波　神も仏も　あるもんか
大地震　東北人は　わすれない
あの津波　すべてのみこみ　さってゆく

白戸　礼央 中2年 復興を　目指してみんなで　募金する
震災後　復興目指して　協力だ

北野　翔己 中2年 節電は　毎日するよ　コツコツと
忘れたい　でも忘れられない　あの地震
震災は　夢だといいな　そう願う

大山　恵理佳 中2年 頑張って　みんなで応援　復興を
津波きた　油断してたら　不幸くる

赤池　優歌 中2年 大震災　みんなが復興　望んでる
不安でも　協力しあえば　笑顔咲く
大人たち　子供の元気で　勇気わく

魚住　桜子 中2年 被災地に　みんなで募金　助け合い
たくさんの　笑顔や幸せ　届けたい
被災地の　震災復興　願ってる

豊田　美穂 中2年 やり直そう　皆の心　一つにし
復興だ　皆の力で　やりとげよう
団結だ　全国皆で　復興を団結だ 全国皆で 復興を

菅原　彩音 中2年 東北の　みんなの希望　桜咲く
桜舞う　別れも出会いも　その下で
東北の　みんなの想い　届くかな

山崎　遥香 中2年 今生きる　一人一人の　この思い
忘れない　皆の涙と　あの悪夢
被災地に　今この笑顔　届けたい

馬籠　美有 中2年 復興を　見守る花は　桜かな
あの日から　一日一秒　大切に
助け合う　みんなの笑顔　忘れない

吉野　哲史 中2年 震災で　人との絆　深まった
つなげよう　人との絆　心の輪
感謝だな　支援をくれた　国々に

中田　亜理沙 中2年 辛くても　前だけを進み　明日を見る
一人でも　明日を信じて　生きていく
地震かな　ナマズにきこう　震度なに

山岸　宥太 中2年 忘れない　耳に残った　揺れの音
あの日だけ　ホントに絶対　忘れない
思い出も　物も無くなり　あの日から

森園　一輝 中2年 災害は　いつでもみんなの　想定外
一歩ずつ　一歩ずつでも　復興へ
またいつか　みんなの笑顔　咲く街へ

川越　亜佐子 中2年 東北の　大地に願い　種を蒔く
人々の　笑顔が通う　道端に
日本人　助ける心　忘れない

橋下　舞 中2年 一人では　出来ないことも　皆となら
絆って　何回言えば　つながるの
暗い過去　みんなとともに　ぬりつぶす

田村　勇輝 中2年 地震での　多くの学びを　自信へと
忘れない　心に刻む　未来の為に

中村　浩大 中2年 被災者は　明日へ希望　忘れずに
協力し　みんなで進む　復興へ

須賀　有紀 中2年 これからは　笑顔ですごす　未来へと
咲かせよう　笑顔の花を　満開に
愛情　誰もが皆　持っている

半田　稜 中2年 被災者も　僕もあの日を　忘れない
被災地を　1日も早く　復興を
震災は　いつでも人の　想定外

島田　沙季 中2年 ゆっくりと　おった傷あと　なおそうよ
頑張って　みんなで復興　目指そうか
被災者よ　幸せになれ　負けないで

大森　汐莉 中2年 復興だ　力を合わせ　ボランティア
スーパーで　どうぞどうぞと　ゆずり合い
東日本　買いだめやめよう　ゆずりあい

榎本　麻莉菜 中2年 被災地を　力を合わせ　助けよう
いつまでも　忘れちゃだめだ　震災を
世界中　日本のために　助け合い世界中 日本のために 助け合い

植竹　未桜 中2年 思い出す　みんなの不安と　波の音
ここだよね？　元家あった　とこ探す



震災後　日本の絆　深まった
伊藤　珠奈緒 中2年 忘れない　強い姿勢と　思いやり

助け合い　教えてくれた　
つらい時　思い出そうよ　あの時を

北川　稜 中2年 復興へ　みんなの思いは　ただ一つ
わかちあおう　生きる喜び　幸せを
被災地を　助け合う輪を　広げよう

村中　美麗 中2年 被災地に　思いをこめて　募金
被災地へ　明日に向って　ふみだそう
復興へ　皆の力で　つながろう

鈴木　伶奈 中2年 前向けば　明るい光が　挿して来る
大丈夫・・・。　希望をもって　進もうよ

染谷　野々花 中2年 つくりたい　笑顔がたくさん　あつまる場
前向きに　進んで行こう　希望もち
おひさまが　輝く未来　照らしてる

永井　一輝 中2年 復興に　思いをのせて　亡き人の
支援金　みんなの笑顔　バンクする
支援する　再び笑顔　戻るまで

斉藤　美月 中2年 このキズも　津波と一緒に　流れれば・・・
このエール　届いてほしい　東北に
東北の　笑顔で笑顔に　なる私

栗田　亮 中2年 被災地の　明るい未来　願います
負けないで　明るい笑顔　取り戻せ
のりこえろ　そしたら明日が　まっている

北島　立咲 中2年 被災地へ　笑顔とお金　届けたい
頑張って　それしか言えぬ　私かな
被災地へ　届け皆の　ぬくもりを

河嶋　彩乃 中2年 あの日から　おかえりなさいの　ありがたみ
みちのくの　たましいみならえ　わたしたち
手をつなぎ　涙をぬぐい　前へゆけ

鎌田　真央 中2年 真っ白な　ページにつづる　未来地図
ゆれている　日本のすべてが　ゆれている
たくさんの　笑顔がどんどん　増えている

荒井　奈津子 中2年 日本を　笑顔あふれる　国にしよう
被災地へ　あきらめないで　これからも

大浦　勇人 中2年 消さないで　心に燃える　希望の灯
福島で　食べた桃が　なつかしい
震災で　みんなの笑顔　絶やさずに

石塚　瑠夏 中2年 あたりまえ　そんな普通を　かみしめる
人から人へ　幸せあふれる　笑顔の輪
あなたにも　できることが　きっとある

柴井　朱美 中2年 震災で　皆の絆　深まった
あの日の事　忘れる事なく　一生の傷
震災で　強くなれたよ　みんなの心

酒井　彰尭 中2年 新しい　時代の幕開け　これを機に
新しい　未来をつくる　再出発新し 未来を くる 再出発
日本中　協力すれば　すぐ復興

神保　萌 中2年 震災で　強くなったよ　みんなのわ
震災で　自然の怖さ　おもいしる
「協力」が　光をさして　復興へ

田中　成 中2年 復興後　笑顔が増えた　東日本
取り戻す　皆の笑顔と　笑い声
ゆずりあう　これぞ日本の　助けあい

髙田　悠奈 中2年 心から　笑顔になれない　被災地に・・・
人々の　笑顔も流した　大津波
震災で　だいじなものが　海の底・・・

山﨑　梨央 中2年 五月雨が　東北の町　なぐさめる
震災が　人をつなげる　笑顔の輪
大津波　あの人つれて　どこいくの

福谷　美優 中2年 波の音　かなしみすべて　風になれ
この涙　ふきとり前に　その先へ
震災後　みんな笑顔で　のりこえる

武田　恭香 中2年 頑張れと　各地で広がる　支援の輪
歌声が　心をいやし　勇気づく
流れつき　手元に戻る　思い出が

島　幸作 中2年 震災後　世界のみんなで　助け合う
震災で　みんなの絆　より深まる
震災で　人々の絆　深く知り

黒澤　栞 中2年 人々の　瞳に映る　黒い波
行方不明　ついにかえった　この笑顔

林　優香 中2年 被災地に　笑顔の花を　咲かせよう
復興へ　動いてくれない　日本の政治
復興へ　世界のみんなが　ボランティア

渡辺　詩織 中2年 被災者が　くれた笑顔　忘れない
被災者と　心をつなぎ　絆でき
希望持ち　復興に向け　1歩ずつ

井手　陽菜子 中2年 届けたい　東日本に　この笑顔
地震より　でっかい幸せ　つかもうよ
助け合い　輝く未来　つくろうよ

野沢　佐季子 中2年 歩みましょう　笑顔という花　咲かすため
立ち上がろう　おれて倒れた　木のように
手つないで　笑って空を　みあげよう

新井　里媛加 中2年 震災で　夢まで壊す　恐ろしさ
被災地の　希望の光　瞬く夜
次世代へ　思い繋げる　桜ライン

野村　睦季 中2年 震災で　家族大切　改めて
速報が　何度も鳴って　怖かった
速報だ　早く机に　入らなきゃ

永堀　彩華 中2年 地震時に　自分のことより　親思う
今もなお　他人の命　願うまま
忘れない　あの日からの　助け合い

今津　駿 中2年 あきらめず　前に進めば　光差す今津 駿 中 年 あきらめず 前に進めば 光差す
町並みが　ガレキの山で　すごかった
地震だよ　あわてず命を　守ろうよ



尾崎　友哉 中2年 大震災　何年たっても　忘れない
被災地に　元気をもどそう　全員で
全国に　地震のこわさ　伝えよう

柳沢　祥 中2年 被災地の　がれき受け取る　東京都
被災地へ　思いよ届け　義援金

近藤　彩香 中2年 震災で　なかなか終わらぬ　がれき処理
被災地で　困っている人を　助けたい

柳川　恵梨 中1年 原子力　やめて今度は　資源力
家も無い　写真も無いけど　思いやり

安井　彩乃 中1年 わたしたち　じゆうなせいかつ　被災地は？
水・電気　使えて当然？　かんちがい

小池　波音 中1年 きずなむら　うまれるきぼう　たいせつに
にほんはね　みんなでひとつ　たすけあおう
がれきをね　みんながひとつ　もちかえろう

高橋　佑加 中1年 あの時の　こわさも全部　のこってる
だいじょうぶ　できる事から　はじめよう

山口　美羽 中1年 明るく　皆で元気に　生きよう
ボランティア　皆でお礼を　ありがとう
災害と　人間、地球　いざ勝負！

横田　京香 中1年 復興祈願　心をこめて　被災地へ
考えよう　被災地のこと　真剣に

村上　佳穂 中1年 顔上げて　あきらめないで　進んでく
明日には　笑顔たくさん　しあわせだ
手をとって　「復興」のため　広がる輪

西川　美琴 中1年 未来へと　希望を胸に　生きていく
がんばろう　みなで生きよう　ともに今
あの日知った　地震の怖さと　悲しみを

残間　由衣 中1年 気づいたよ　ほうしゃのうの　悪さをね
ただの水　あんな災害　起こすとは

塩入　涼葉 中1年 復興へ　皆の力を　合わせよう
届けよう　君の力を　被災地へ
前を見て　後ろに明日は　決してない

小林　結愛 中1年 ５パーセント　がれき処分　不満つのる
絆とは　心をつなぐ　糸のよう
復興へ　1円からできる　思いやり

浅野　拓 中1年 避難場所　みんなの心が　つながるよ
震災後　一致団結　助け合い

安齋　諒美 中1年 前向きに　進んでいけば　未来ある
がんばって　希望を持てば　輝ける

五十嵐　世哉 中1年 つらいけど　あきらめないで　がんばって
尾山　英寿 中1年 震災後　みんなの心が　まとまった

笑い声　ずっと続けと　願う今日
節電で　本当の静けさ　知った夜

谷津　加奈子 中1年 好きな町　いつかぜったい　もとどおり
古川　ひな多 中1年 震災後　家ぞく、友だち　大切だ
田島　キララ 中1年 大津波　あの日のきおく　忘れない田島 キララ 中 年 大津波 あの日のきおく 忘れな

これからの　未来にむかって　はばたこう
高塚　亜美 中1年 明るさと　楽しさ・笑顔　大事だね

数々の　思い出全て　水のあわ
前向きに　生きてる自分　すてきだな

柴田　莉緒 中1年 がんばって　みんなで作ろう　明るい未来
坊野　竜星 中1年 ぼくたちに　なにができるか　かんがえる　

ひさいちの　みんなのために　がんばろう
木村　裕　 中1年 はばたける　みらいのぼくら　しんじよう
佐野　翔太 中1年 被災地へ　エールをおくろう　がんばれと

日本を　力を合わせて　たすけよう
被災地を　だんけつし合って　たすけよう

村林　紗祈 中1年 がんばろう！！　わたしたちの　国だから
3.11　いまこそきずなが　ためされる

高瀬　啓斗 中1年 東日本　苦しみのりこえ　がんばろう
川崎　朔良 中1年 大震災　日本は一つに　つながるよ

ひさい地で　がれきを分けよう　協力だ
協力で　心のがれきを　どかそうよ

岡村　尚輝 中1年 つらいとき　みんなでささえ　がんばろう
ささえあい　力を合わせたら　みんなえがお

増田　愛華 中1年 えがおがね　みんなの心を　動かすよ
震災で　学んだことを　活かそうよ
笑顔はね　秘密のパワーを　持っている

高橋　杏佳 中1年 ボランティア　恥ずかしがらずに　やってみよう
無力でも　何か私に　出来る事
被災地の　商品買うのも　復興支援

桑原　瑞希 中1年 消えかけた　笑顔をみんなで　取りもどそう
東北の　未来はあなたに　かかってる

梅原　稀来 中1年 Iとyou　力を合わせ　がんばろう！
こわいけど　ぬくもりあれば　だいじょうぶ
もう泣くな　みんなひとつで　さあ一歩

狩野　桜子 中1年 続けよう　復興支援活動
継続し　初めてつながる　支援の輪
何十年　かかっても　復興支援は続けてく

菊池　愛理 中1年 震災後　力を合わせ　復興へ
地震はね　いつもひそかに　おこってる

平井　健太 中1年 がんばろう　ふるさと帰れる　その日まで
東北の　元気な笑顔　忘れずに

関原　和輝 中1年 震災で　生きてる命　大切に
鈴木　駿斗 中1年 恐怖にみまわれた3.11　地震について見直そう
鮫島　健吾 中1年 被災地の　みんなに笑顔を　届けたい

被災地の　笑顔は全部　たからもの
生方　すばる 中1年 つらくても　未来に向かって　羽ばたこう
西岡　更紗 中1年 大震災　みんなで復興　助け合い
田中　茂絵 中1年 わすれない　あの日におこった　だいじしん

ひさいちに　たくさんとどく　メッセージ
かわらない　どんなときでも　たすけあいかわらない どんなときでも たすけあい

鈴木　美里 中1年 大きな傷　いつになっても　治らない
負けないぞ　世界と一緒に　復興へ



下山　一恵 中1年 ひなんじょで　人と人とが　たすけあい
ひさいちに　しえんがとどき　うれしいな
しんさいで　学んだことは　忘れない

川﨑　詩穂 中1年 復興だ　みんなの笑顔　もどるまで
日本の　団結心を　みせてやる

茅本　夢菜 中1年 震災の　記憶に残る　恐怖心
高層ビル　空を見上げて　震災忌
震災後　友の心は　癒えたかな

衣川　凛 中1年 大津波　震度５強　おそろしい
未だ続く　復興支援　無事を願う
心から　無事願ってる　私達

渡辺　啓 中1年 自分達　できることだけ　すればいい
山本　爽真 中1年 これからも　地震対策　つづけよう
森岡　広大 中1年 ふっこうが　はやくすすめと　いのってる
古屋　一貴 中1年 じしんおき　いっこくもはやく　ふっこうへ
井原　颯太 中1年 地しんに　まけるな　とうほくだましい
伊藤　世名 中1年 被災者　心おれず　がんばって
皆川　実邑 中1年 大きな地震　怖かったけど　頑張った

怖かった！！　笑顔忘れず　頑張ろう！！
手代木　ひなた 中1年 ふっこうに　むかって進む　がんばって
柴崎　真里 中1年 よしんでも　油断大敵　気を抜くな

身のために　防災グッズ　備えとけ
募金箱　見て見ぬふりは　もうやめよう

篠田　彩乃 中1年 がんばろう　このかけ声を　わすれずに
この町が　つなみのがれきを　引き受ける

熊倉　すみれ 中1年 東北の　未来はみなで　築こうよ
復興で　全国の力　合わせよう
震災の　記憶はきっと　防災へ

狩野　薫子 中1年 被災地の　未来はいつも　ひかってる
あの日から　家の備蓄は　増えました？

小川　聖日 中1年 あの時に　かんじたきょうふ　わすれるな
こわいもの　じしんつなみに　かじげんぱつ

山田　純平 中1年 泣かないで　君は一人じゃ　ないんだよ
またきっと　みんな笑える　日が来るよ
上むいて　あなたの笑顔　見たいから

内田　城次 中1年 負けないぞ　見えないてきの　放射能
井美　岳 中1年 思い出せ　心が震えた　3.11

忘れない　忘れられない　3.11
君達を　いつでもみんなが　応援中！！

加藤　幹大 中1年 震災後　より大切な　思いやり
追いつかぬ　仮設住宅　がれき処理

久保塚　奏太 中1年 復興に　向けて前進　一歩ずつ
中野　裕太 中1年 困難も　皆の力で　乗り越えよう
藤野　大地　 中1年 つらくても　笑顔があれば　大じょうぶ
横内　ひなた 中1年 あきらめないで　みんなあなたの　みかたです
村上　舞 中1年 なかないで　きみのそばには　みんないる村 舞 中 年 な な で きみのそば は み な る

上むいて　まっすぐいこう　みらいへと
震災に　まけるなみんな　がんばろう

松永　奈菜 中1年 がんばって　たいせつなのは　たすけあい
あかるくね　すてきなえがお　つくろうよ

松平　花津音 中1年 被災地の　復興願って　節電を
野寺　菜々 中1年 震災で　みんなの絆が　ふかまるよ
高平　花音 中1年 こわかった　あの日のことは　忘れない

おかいもの　おつりがでたら　ぼきんしよう
高嶋　里緒 中1年 大地震　みんな助け合い　ふっこうだ
小暮　くるみ 中1年 東日本　みんなの力で　ふっこうだ
小川　珠奈 中1年 地震だね　大きくゆれて　大変だ

学校で　地震がきて　こわかった
鵜沢　美空 中1年 負けないで　あなたはきっと　一人じゃない

魚地　萌々子 中1年 だいしんさい　ふっこうすると　わがいます
浅香　萌 中1年 あのまちが　ふっかつするのを　ただいのる

じしんきた　つくえのしたに　すぐもぐれ
平賀　正純 中1年 わすれない　あの日のことは　いつまでも
桐生　浩輔 中1年 みんなの　きずなをふかめて　いこう

東北を　支えていこう　みんなの力
岡本　強 中1年 復興支援　夢のかけはし　ささえあり

ひとりより　二人三人　大きな力
伊藤　利可子 中1年 待っている　私の家に　帰る日を
小林　彩奈 中1年 大震災　迷わずすぐに　被災地へ

大震災　力合わせて　復興だ！！
布川　沙都 中1年 傷ついた　心と土地を　なおそうよ
皆木　玲愛 中1年 ぼ金はね　友達の「わ」を　広げるよ
山口　茉柚 中1年 今だから　力あわせて　がんばろう

安全を　心がけて　身をまもろう
増川　夢 中1年 被災地で　明るく前を　向いて生きる

被災者に　勇気を送れ　スカイツリー
前原　菜摘 中1年 復興に　力を合わせ　がんばろう

支え合い　みんなで目指す　元の町
奥貴　真由 中1年 ひさいちに　はやく笑顔を　届けたい

ひさいちに　届けみんなの　心のわ
しんさいご　心に残る　傷あとも

加藤　千聖 中1年 ありがとう　その一言を　忘れない
大つなみ　悲しい気持ちは　流せない

狩野　美月 中1年 復興を　目指すにっぽん　元気よく
震災後　家に帰れず　困難者
だれもがね　予想つかない　大震災

河上　奈央 中1年 つくろう　僕等の笑顔　あふれる町を
頑張りすぎないで　交代　つぎは僕等が頑張るよ
悲しいことつらいことたくさんあった　でもね楽しいことうれしいことのほうがこれからもたくさんあるんだよ

稲田　洸貴 中1年 東北を　支えていこう　全国で
いつまでも　備えていこう　大震災

松永　晃揮 中1年 地震はね　人と人とを　つきはなす松永 晃揮 中 年 地震はね 人と人とを きはなす
松村　勇作 中1年 じしんはね　こころをうばい　ひとうばう
儘田　翔平 中1年 復興で　日本の絆を　深めよう



復興を　祈るだけ　だめだめすぐに行動に
前を向く　負けない心　ぼくらの未来

谷澤　響 中1年 がんばろう！　みんなの力で　復興だ！！
大丈夫！　ぼくたちの手で　復興させる
震災に　負けてたまるか　ド根性

竝木　ひとみ 中1年 震災の　復興向けて　がんばろう
菅原　和泉 中1年 まえをむき　たすけあって　いきてゆく
菅野　雅 中1年 ともにゆこう　未来に向かって　一歩ずつ

三枝　有希 中1年 わたしたち　こまってる人　助けたい
がんばって　応えんしてます　いつまでも

仲山　冬野 中1年 震災に　負けるな日本　復興だ
東北のために立ち上がれ日本

中野　拓海 中1年 協力し　支えあう日本　むてき国
たかはし　こうた 中1年 復興の　ために人々　がんばるよ

菅野　一 中1年 がんばろう　大切な日本の　復興を
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