
「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　古千谷小学校 春日井　大貴 6年 日本の　そこ力は　無限大
もう地震が来たって大丈夫　日本のみんなはつながってるから
復興よ　さぁみんなで立ち上がろう

片桐　佑理 6年 募金して　被災地復興　目指すんだ
東日本　ぼ金と支援で　今復興
被災地で　行ったら手伝い　がんばろう

髙内　大地 6年 地震は家がこわれてかなしいな
ひさいしゃは、自分を守って生きている
全国には火事とか地震が多いよ

内田　小百合 6年 東日本　地震に負けない　強い自信を！
復興が　進めばみんな　大きな笑顔

新妻　孝仁 6年 ボランティア　町をもりあげ　復興へ
少しずつ　昔のすがたに　もどってる
東日本　力を合わせ　復興へ

鈴木　皓晴 6年 ぼ金ばこ　いろんな所に　おいてある
ボランティア　少しだけでも　できるんだ
大しんさい　きぼうがあれば　大じょうぶ

バングーナガンデ麻修人 6年 わすれるな　みんなのえがお　かつての平和
あつめれば　みんなの力　∞大

竹内　勇生 6年 つらいけど　いつかもどれる　ふるさとに
がんばって　もう少しの　しんぼうだ
大丈夫　みんなあなたの　仲間だよ

星野　成輝 6年 復興へ　がれきの山を　ふきとばせ
お手紙で　笑顔と元気を　みんなへと

村元　那奈 6年 お手紙で　みんなに元気を　あたえよう
ボランティア　力を合わせて　がんばろう
復興で　心を合わせて　なおそうよ

斉下　珠利 6年 ぼくたちで　みんなでぼ金　がんばるぞ
ぼくたちは　じしんがおおい　でもまけないぞ
じしんは　みんながいたら　こわくない

桑原　波琉 6年 たくさんの　ぼ金と支援で　復興へ
がんばって　世界が応援　しているよ
東北は　みんなでがんばれば　大丈夫

白石　吉暁 6年 復興し　今まで以上の　東北へ
心配を　するな東北　今復興
東北の　活気を戻せ　協力し

木村　文音 6年 東日本　みんなで手伝い　町きれい
ぼ金して　東北みんなの　笑顔いっぱい
復興で　みんなの笑顔が　いっぱいに

神尾　茉依 6年 復興へ　新しい事　始めよう
東日本　つなみに負けず　生きていく
私たち 心を合わ ま も私たち　心を合わせ　いつまでも

杉山　響 6年 被災地じゃ　なくて今日から　復興地
東北を　みんなでそうじし　元どおり

藤田　宜久嗣 6年 復興へ　日本が今できること
1円が　みんなを変える　力になる！

野口　真央 6年 ボランティア　その心には　勇気がこもっている
ぼ金した　1円ずつが　力につながる
復興は　日本みんなの　夢のかけら

渋谷　彩乃 6年 全国民　力を合わせて　復興へ
復興後　世界が夢見る　よい町へ
募金箱　きふした人の　優しい心が集まるよ

黒須　祐佳 6年 東北は　必ず復興　できるんだ
復興支援　自分にできることなら　まかせてよ！
復興は　一人一人が　力を合わせる

青木　光世 6年 全力で　がれきを片付け　光る町
がんばって　未来が輝く　明日に行く

緒方　玲奈 6年 大地震　復興へ向けて　動き出せ！
平和な未来　力を合わせて　信じ合おう
復興のために　みんなのために　特別な笑みを！

宮尾　玲奈 6年 はげまして　大震災の　復興を
大震災の　復興にむけて　前向きに
大震災　ひ災した人に　えがおにする

中川　きら 6年 もう少し　力を合わせて　がんばろう
大丈夫　みんなあなたの　みかただよ
もう少し　かならずもどれる　ふるさとへ

高栄　太成 6年 ぼ金する　そのお金でね　家買って
ボランティア　もしぼくがいったら　みんなの役に立ってやる
復興は　みんなのきずなで　できるんだ

中江　愛実 6年 復興で　ぼ金をしたら　救えるよ
食料を　笑顔と一緒に　とどけるよ
お手紙を　出し合おうよ　おたがいに

花井　雅 6年 復興で　ぼ金をするよ　どこまでも
東日本　復興第一　がんばろう
大震災　人の力を　出し合おう

長浜　里奈 6年 復興へ　一人一人が　願ってる
ぼ金活動　1円だけでも　力になる

須藤　さき 6年 うちあけて　あなたのなやみ　そのつらさ
とちもどす　あなたの笑顔　消えぬよう

宮﨑　和哉 6年 ぼ金活動　一人一人が　大切な事
ボランティア　その心が　一つのワンピース
一円も　百人やれば　百円に

菊市　沙香 6年 ボランティア　家事の手伝い　やるんだよ
ボランティア　がれきをどかす　手伝いだ
復興へ　手伝いたくさん　するんだな

片野　瑞己 6年 もどそうよ　東北のまち　夢のまち
世界から　支えてくれる　人々がいる

向東日本　泣いてはだめだよ　上を向こう
丸山　二千歩 6年 復興へ　日本が今　できること



ボランティア　みんなでやれば　いいだよー
青柳　美来 6年 東北へ　世界が応援　しているよ

おちこんでいてもしかたない　未来にむかって　がんばろう
問題を一人でかかえちゃだめなんだ　わかんないならわらっちゃえ

市川　ひかる 5年 勇気出し　地しんに負けず　いざすすめ
荒井　翔 6年 忘れない　亡くなっていった　人々を

犠牲者の　心の叫び　忘れない
人々が　協力をして　復興へ

五十嵐　陸 6年 ぼくたちの　今を生きよう　せいいっぱい
今ここに　友だちいれば　しあわせだ
人々は　協力しあって　生きている

生野　鈴佳 6年 復興へ　歌をひびかせ　被災地へ
悲しみは　歌を聞けば　なくなるよ
復興へ　世界の人が　協力を

池田　美穂陸 6年 生きようよ　亡くなった人の　分までを
希望持ち　明日への1歩　ふみだそう
悲しみも　仲間とともに　うちくだけ

石井　豪 6年 ひさい地を　みんなの力で　復興だ
日本中　みんなに伝えよう　大地震
動物や　人の命は　大切だ

井出野　こころ 6年 東日本大地震　亡くなった人達　忘れない
日本の全員　私達のできる限りで　がんばろう
立ち直ろう　日本のみんなで　がんばろう

入江　響介 6年 伝えよう　人の思いを　未来へと
忘れない　3.11　あの悲げき
もう少し　復興近づく　がんばろう

太田　朋輝 6年 未来への　きぼうをむねに　のりこえる
悲しみは　だれでもみんな　あるんだよ
復興へ　みんなの未来の　夢を見て

大坪　照明 6年 復興へ　力を一つに　がんばろう
伝えよう　みんなの思いを　世界へと
忘れない　みんなの気持ち　心にと

小澤　小町 6年 犠牲者の　友の分まで　生きようよ
いつまでも　復興めざす　ボランティア
不安でも　みまもる人が　そばにいる

落合　詩乃 6年 人々の　協力が　大切だ
悲しくても　みんながわらえば　元気になる
一人でも　のりこえられる　大切さ

加澤　采芽 6年 人びとが　はばたいて行く　未来へと
一人一つ　大切な命　むねの中
いなくても　人のおもかげ　残ってる

加藤　ゆきの　 6年 被災者の　悲しい気持ち　広めよう
いつまでも　泣いてばかりじゃ　暗い道
一歩ずつ　歩いて行くよ　被災者たち

金澤　翔 6年 文字通り　復興しなきゃ　意味がない
生きた人　運命あって　生きたんだきた人 運命あ て きた だ
助け合い　つなげていって　復興へ

木下　武　 6年 生きる人　持ってる命　大切に
いなくても　その人ずっと　心の中
友のため　自分のために　今生きる

木村　伽羅 6年 伝えよう　大地震の　苦しみを
生き物の　命は全て　宝物
生も死も　苦しい気持ち　変わらない

熊田　晴香 6年 生と死を　心に刻み　伝えてく
災害を　のりこえできた　絆の輪
切り開く　今の現状　復興へ

五嶋　俊輔 6年 震災で　なくした生活　とりもどそう
なげだすな　今ある命を　大切に
現実を　うけとめ未来に　進んでけ

酒寄　惇 6年 大地震　みんなの命を　うばってく
大津波　高台乗りこえ　やってくる
東北よ　復興願って　生きてゆく

佐藤　渓太 6年 東日本　明日への復興に　がんばろう
生きている　新しい未来に　生きて行こう
明日の　道に生きて　がんばろう

山王　千聖 6年 協力し　助け合って　すごそう
なくなった　人の分まで　生きていこう
悲しみや　つらさをこえて　立ち直ろう

武田　理花 6年 復興を　力をあわせ　がんばろう
震災を　受けた人々　忘れない
大地震　助ける気持ち　世界中

千葉　愛海 6年 亡くなって　後悔しない　人生を
あの時を　わすれないこと　大切に
応えんで　心のきずを　いやせます

中田　汐織 6年 暗やみの　希望の光　つなげよう　
人間は　高いかべこえ　生きてゆく
復興へ　世界の人が　手をつなごう

中田　拓海 6年 全員で　東北地方を　助けよう
自分たちで　被災した人を　助けよう
生きていこう　未来にむかって　進もう

西田　みさ 6年 みんなで　死んだ人の分　生きていこう
動物でも　悲しみだって　あるんだよ
みんなで　悲しみから　たちむかおう

春　英樹 6年 悲しまないで　死んだ子供は　空にいる
神様へ　世界中の子供を　守ろう
あの子供は　不幸ですから　大切に

福田　裕稀 6年 未来への　希望のドアを　開けていこう
あきらめない　すてきな心を　捨てないで
未来への　明日へのきっぷを　つくりだそう

福原　菜菜子 6年 人々は　みんなが支えて　生きていく
だれにでも　できることから　始めよう
生き物は　いっしょうけんめい　生きている生き物は いっしょうけんめい 生きている

松野　日向子 6年 人々に　悲しみ伝え　世に生かす
家族の輪　かけてしまっても　前向きに



うらんでも　帰ってこない　命たち
水野　楓 6年 勇気とは　なみだを力に　変えること

守りたい　あの日の笑顔　あの未来　
つらくても　希望を見つけ　生きていこう

村元　大輝 6年 いなくても　人の命は　役に立つ
いない人　生きてる人の　メッセージ
人と人　支えあって　生きていく

山田　兼太郎 6年 つらくても　あきらめないこと　大切だ
友達は　いなくなっても　友達だ
がんばって　復興すれば　やる気でる

山本　琳水 6年 一人でも　親のぶんまで　生きていく
世界から　復興の力　たくさんの
生きる人　強い心で　復興へ

吉田　美優 6年 悲しくても　その人の分　がんばるよ
人々は　前向きになれば　立ちなおれる
震災で　こまってる人たち　助けるよ

菊池　魁 6年 みんなでね　節電節水心がけ　復興のために協力をしよう　　　
東日本　被災者の人を思うだけで　心のいたみが少しやすらぐ

林　花梨 6年 立ちあがろう　みんながいるよ　だいじょうぶ
手をつなごう　一人じゃなにも　できないよ

日本栁　格 6年 みんなでね　広げていこう　心のわ
3.11をわすれない
ぼくたちに　できることは　節電と節水だ

押野　夏星 6年 日本中　みんなの心を　つなげよう
石川　りいな 6年 私たち　協力しよう　これからも

節電は　世界中での　友達作り
寄付のため　旅行に行こう　東北へ

渡邊　菜々実 6年 せつ電は　みんなのために　できること
夏は暑いし、冬は寒いけど　みんなでせつ電がんばろう

鬼塚　優香 6年 地震があり　不安もあるけど　がんばろう
永井　奨真 6年 日本中　みんなのめあて　節電だ

東北の　食材買って　支えんする
新井　海斗 6年 岩手県　新幹線で　遊びに行く
石丸　諒 6年 3月11日に東日本大震災がおきてから1年、ぼくは東日本のことをわすれていません。

東日本大震災にあった人のためにいつも節電しています。みなさんがんばってください。応えんしてます。

片山　美菜 6年 伝えよう　大地震を　未来へと
これからの　希望を胸に　歩き出す

白鳥　雅晴 6年 津波より　見て見ぬあなたが　おそろしい
放射能　ないのに風評被害　鶴ヶ城
あの芭蕉　たんざく書いたみちのく　見に行こう

留場　結人 6年 大地震　わすれちゃいけない　いつまでも
支え合い　たすけ合い　生きてゆこう

氏家　勇輝 6年 大地震をわすれない
震災は　助け合って　復興だ
毎日の　エコ生活は　大切だ

東儀　季辰 6年 大地震　みんなで復興　がんばろう東儀 季辰 年 大地震 み なで復興 ばろう
あきらめず　じみちになおしていこう　この国を

新関　眞宗 6年 みんなで　節電を　がんばろう！！
忘れないで　今もがんばっている人の事
東北の物　買ったあなたは　ボランティア

葛西　智大 6年 大地震　わすれないのが　一番だ
行こうよ　いいものいっぱいの　東北へ！！
復興は　あきらめなければ　絶対出来る！！

小山　美優 6年 えん川で　茶を飲み語る　孫たちに
冷ぞう庫　開けるとそこには　悲しみが
東北の　うちわでパタパタ　あおぐ夏

堀越　楓冬 6年 わすれるな　3月11日に　おきた事
復興の　光をめざす　手だすけ隊

齊藤　夕也 6年 ぼくたちは　大地震を　忘れない
東日本　力を合わせて　助け合おう
ぼくたちに　やらなきゃいけない　ことがある

大縄　真夕 6年 節電中　晴れの日なるべく　外遊び
むねのおく　あの日のことを　わすれない
夜になり　家族全員　同じ部屋

井口　寛基 6年 あの日から　わすれはしない　東日本
東日本の　復興願って　応えんします

高田　采奈 6年 東日本大地震で苦しむ人もいるから　その気持ちになって色々なことを取りくもう
岩田　みなみ　 6年 夢をもち　未来へ進め　一歩ずつ

夜空見て　星野数だけ　夢いっぱい
大森　稜介 6年 家がないけど　友達や家族は　そばにいる

大地震　こころを1つに　復興だ
大地震　みんなが1つになれば　こわくない

山下　慶将 6年 これからも　節電節水　がんばろう
これからも　忘れちゃいけない　大地震

佐伯　有淑 6年 かたりつごう　日本がうごいた　あの時を
電気をね　消しても心は　あったかい
東北の　物には心が　つまってる

髙橋　紀美 6年 げんぱつは　ふうりょくはつでん　変えるべき
節約を　みんなでしよう　がんばって
使わない　そのコンセント　ぬきましょう

平井　なつき 6年 心から　復興願い　節約だ
被災者の　気持ちは一生　忘れてはいけないよ
笑顔いっぱいの　きらきら輝く　日本にしよう

山本　希　ミカエラ 6年 わすれない　大地震の　悲しみを
一人の支えが　たくさんの人の　よろこびに変わる
悲しみも　みんなの笑顔で　うち消える

佐藤　由捺 6年 あの日から　忘れず思う　被災者を
被災地の　状態を知り　悲しんだ
復興への　階段登ろう　ドア開けて

杉原　舞優香 6年 わたしたち　東北味方　いっしょだよ
日本みんな　東北野菜　大好きだ
わたしたち　困ったときは　助けるよわたしたち 困ったときは 助けるよ

河野　萌音 6年 みんなでね　すてきな未来へ　歩んでいこう
みんなでね　悲しみのかべを　ぶちこわせ



私達　3.11　わすれない
川上　真央 6年 これからも　震災、節電　忘れない

大地震　場所は違っても　同じ日本
人ごとと　考えないで　震災を

立原　真心 4年 家族はね　心の中に　いるんだよ
佐藤　翼 4年 あきらめない　心があるから　大丈夫

品川　稀乃香 4年 私たち　みんな一緒に　がんばろう
小善　后優 4年 みんなはね　笑顔が一番　似合うよね
日高　菜央 4年 もとどおりにはできないけれど　つくれるよ　みんなの未来とうれしい笑顔
永吉　叶佳 4年 復興を　願う人々　世界中

がんばれば　とりもどせるよ　いい笑顔
世界中　力を合わせ　復興だ

本臼　せいら 4年 悲しみを　乗りこえできた　笑顔だね
那須　千春　 4年 信じてる　復興できる　東北を
立木　寿々 4年 世界中　応援してる　東北を
宮田　愛海 5年 ふっこうだ　せかいの人びと　たすけよう
鍛冶　楓花 5年 見まもろう　キレイになった　とうほくを
鈴木　麻友 5年 テレビ見て　初めて知った　大しんさい
鈴木　真桜 5年 こわかった　おおきなじしんがきたのだ！！
黒須　なつみ 5年 とりもどせ　みんなの笑顔　みていいな
根津　怜奈 5年 立ち向かえ　どんな事があろうと　まよわずに！
内田　さつき 5年 東北と　協力すれば　仲間入り

東北と　しんさいなんかに　負けないぞ
日本の　きずなを合わせて　がんばろう

いちじょう 5年 がんばれ　ふっこうのみちた　おうえんだ
佐久間　涼輔 5年 ひさいちを　みんなの力で　助けあう
金児　悠斗 5年 大じしん　かなしいけっか　伝わるよ
平井　ゆきお 5年 東日本　ふっこうにむけて　つきすすめ
東　彬冬 5年 東北の　みんなのきぼう　今一つ

外村　邦瑛 5年 東日本　ゆれが大きい　こわかった
田中　啓太 5年 津波でも　こわれないのは　地いきの輪

立ち向かえ　どんなにつらい　こんなんも
全国の　思いはきっと　とどくはず

ほしの　けいと 5年 世界中　みんなで復興　がんばろう
石井　涼 5年 協力し　ひさい地ふっこう　がんばろう

吉野　魁人 5年 だいじょうぶ　みんなは　一人じゃないよ
高橋　望 5年 夏がくる　今年もせつでん　ガンバロー

東ほくの　ヤサイをもっと　たべたいな
かなしみの　人にとどいて　ぼきんばこ

前田　新 5年 しんさいに　負けるながんばれ　東日本
宮沢　知 5年 ひさいちへ　ふっこうめざして　がんばろう

川崎　恵祐 5年 うまいもの　食べに行こうよ　東北へ
東北よ　悪いことなど　わすれちゃえ
東北よ　ふっこう向けて　がんばろう

五十嵐　愛 5年 たすけあい　日本の笑顔　とりもどせ
ボランティア　すればするほど　ピカピカにボランティア すればするほ カ カ
協力し　日本の平和　まもろうね

吉田　玖留実 5年 こんなんも　みんなで歩めば　のりこえられる
助け合い　心にひびく　きずなの言葉
かなしみも　仲間がいれば　笑顔になれる

本臼　マリン 5年 手をつなぎ　みんなで力を　合わせよう
まけないよ　1人じゃないから　できるんだ
なにもかも　なくしたわけじゃ　ないんだよ

布施　綾奈 5年 震災で　希望をもって　前を向く
地震がね　悪いでき事　生んだのは
被災者の　気持ちがわかる　生物ら

くま木　歩美 5年 大震災　じしんのあとに　つなみが来た
じしんだよ　建物ぐちゃぐちゃ　やな気持ち
つなみのせいで　食べ物なくて　なにもない

清水　美湖 5年 復興を　大変だけど　がんばって
大地しん　愛ときずなで　のりこえる

小西　なお 5年 にどといや　大震災を　ぶちこわせ
世界中　みんなが仲間　東北も
東北に　みんなでぼ金　笑顔でね

斉藤　真唯 5年 ふっこうに　みんなのちから　あわせよう
ひさいちが　よくなることを　ねがおうよ
はじめよう　みぢかなことを　じぶんから

山脇　里奈 5年 ちょっとでも　ふっこうに向けて　ボランティア
すこしでも　できることを　見つけよう

杉浦　千夏 5年 つらいこと　のりこえてこそ　いみがある
みんななら　きっとできるよ　ふっこうも

中里　乙絵 5年 がんばれば　あとにいいこと　きっとある
なにごとも　ためしてみないと　わからない
ならないと　よわねをはかずに　がんばって

國井　凪 5年 大しんさい　ふっこうのために　たすけあう
懸田　美香 5年 たべ物や　元気になれる　物あげる
横井　健人 5年 うごかずに　見てるだけじゃ　はじまらない
市川　涼 5年 負けないぞ　しんさいなんかに　負けないぞ

斉藤　三葉 5年 3.11　心の中の　悪だよね
正田　結稀 5年 しんさい後　みんなの力で　もとどおり
滝野　仁貴 5年 ひさいちの　明るい未来を　めざそうよ

人々の　きずなの力を　見せつけろ
今こそが　きずなの力を　見せるとき

高橋　一輝 5年 だいしんさい　あの日をわすれず　いきていく
だいじしん　いつおこるのか　わからない

杉山　翔大 5年 思いやり　1人1人が　もっている
思いやり　自分で作る　思いやり

大貫　朋宏 5年 だいじょうぶ　みんなが応えん　しているよ
みんながね　おうえんすれば　立直る
だいじょうぶ　みんながおうえん　笑顔出せ

猿田　龍晴 5年 ひさい者に　やさしいことを　してあげよう
さとう　ゆうすけ 5年 だいじょうぶ　自信をもてるさ　ふっこうにさとう　ゆうすけ 年 だいじょうぶ 自信をもてるさ ふっ うに

ふっこうは　力を合わせて　エイエイオー
東北に　ふっこう願って　がんばろう



野口　翔汰 5年 東北は　いつもげんきで　がんばろう
柴田　陸 5年 がんばって　ぼ金をしよう　東北へ

福田　愛佳 5年 わたしたち　つながってるよ　まけないで
きくち　ゆい 5年 しんさいは　心にのこる　いやなむし

心の中　ふかいきずでも　わらおうよ
つらい時　なきたきゃないて　いいんだよ

増田　萌花 5年 せつでんに　きょうりょくしよう　ひさいちへ
だいじょうぶ　ものがなくても　心はあるよ

稲垣　葵 5年 ひさいちの　元気をみんな　とりもどせ
ひさいしゃの　えがおをいっぱい　作ろうよ

鈴木　好香 5年 はげまそう　いまこそみんなが　立ち上がれ
青山 真耶 5年 ひさい者の ためになること あるんだよ

ひさい地の 未来の町は きれいかな
金杉 玲奈 5年 しんさいは 人をおそった いやなこと

しんさいは 心に残る いやな虫
山田 千笑 5年 わすれない 3.11 あのひげき

わすれずに じしんとつなみ こわいこと
宮﨑 令那 5年 わたしたち ひさい者のこと

東日本 大地震を 忘れない
おもいやり 1人1人が もちましょう

廣瀬 彩香 5年 被災地に 届け僕らの この気持ち
馬場 菜月 5年 あぶないよ 大地震 こわいんだ
宿岩 愛史 5年 震災後 たいせつなものが なくなった

ぜったいに 3月11日 わすれない
大戸　紅瑠美 5年 たすけあい みんなでやると いいきぶん

ひさいちを みるとおもうよ かわいそう
みんなでさ たすけあおうよ がんばって

植山　汰依良 5年 がんばって　みんなでやれば　だいじょうぶ
小金井　知樹 5年 大しんさい　心にのこる　こわい日だ
伊藤　誠宏 5年 がんばって　あとすこしの　がまんだよ
品田　遥哉 5年 わすれない　大震災の　おそろしさ

ぜったいに　つなみの強さ　わすれない
弱いゆれ　ゆだんしてたら　強くなる

穂満　大晴 5年 復活だ　東北
まだまだだ　みんなのちから　ひつようだ
東北はファイトだー

星野　りこ 5年 みんなでね　もとにもどそう　えがおをね
山崎　なな 5年 ふっこうへ　道なる心を　つなげあう

風にのり　すすめる立場へ　けんとうを・・・
きずなもち　人のつながり　心へと

中村　心乃 5年 しんさいで　きずついた心　治したい
東北が　大しんさいで　めちゃくちゃだ
ひさいした　人達みんな　助けたい

塩谷　岳大 5年 がんばろう　希望の光が　まってるよ
みんなにも　なにかしえんが　できるはず

安江　真奈穂 5年 世界から手を借りながらがんばった市民もてい電なんとかこらえた
いまこそが世界と力を合わす時 みんなでファイトふっこうファイトいまこそが世界と力を合わす時 みんなでファイトふっこうファイト

磯永　菜香 5年 まちなおし　みんなでいっしょに　がんばろう
しんさいで　こわれたものも　もとどおり
しんさいで　ひがいがあっても　あかるくね

小椋　麻理乃 5年 ふっこうだ　みんなの心を　合わせよう
ちがう地方　みんな応えん　しているよ
他の県　みんな仲間だ　大丈夫

杉本　華奈子 5年 ふっこうだ　力をあわせて　もとどおり
がんばって　ほかの地方も　おうえんしてる
ひさいちの　はやくふっこう　ねがいます

長塚　美久 5年 なやんでる　一人じゃないよ　みんなだよ！！
「復興だ」　口だけ言って　動かない
「震災だ」　一年たって　忘れてる

原　理彩子 5年 ひさいちの　人たちみんな　がんばるよ
しんさいで　ふっこうのるよ　ひさいちで
だいじしん　いつかまたくる　かならずに

向永　悠人 5年 節電に　復興しえんを　がんばった
復興に　向かっていけば　いつかかなう
復興しさん　スカイツリーが　90きも

原田　京典 5年 町や人　一歩一歩　歩いてる
全員が　未来の仲間　いるはずだ

千葉　功平 5年 みんなでね　協力しあって　ふっこうだ
じしんでも　下をむかない　上をむく

染谷　晃稀 5年 震災後　スカイツリーが　できました
ぼきん箱　ひさい地のため　やってます
ひさい地の　早くふっこう　ねがいます

五十嵐　愛華 5年 地震がね　きてもがんばる　日本じゅう
スカイツリー　94きも建つくらい　ふっこう金が必要だ

上原　蒼夏 5年 少しずつ　町はできてる　あと1歩
協力し　東北の町　完成だ！

近藤　梨音 5年 助け合い　もとの町へ　もどそうよ
田辺　ゆい 5年 東北へ　ふっこうおうえん　がんばって
原　りこ 5年 世界から　ふっこうしえん　東北へ

東北へ　32か国　おてつだい
水業か　伝とう文か　つづいてる

人見　拓貴 5年 世界から　復こう願って　ひさい地へ
しんさいで家をなくした人も人をなくした人もがんばろう
おちこんでても　上をむいてあるこう

西片　駿介 5年 アメリカなどからふっこうやいろいろなふっこうのためにしたりしている
日本がふっこうしている所に手紙をおくっている
ふっこうした所の日ともかいたいさぎょうやたてものを作ったりしている

すどう　りょう 5年 東日本　いつかは復興　協力だ
稲垣　李久 5年 命をも　食らった地しんを　追いはらえ

あつ美　さきな 5年 大しん災　え顔をうばった　悪とうだ
親ぞくをなくしたきずはなおらない
しんさいで　心の光を　うばわれた

植田　和香菜 5年 世界から 支援がきてる ありがとう植田　和香菜 5年 世界から 支援がきてる ありがとう
外国から　日本のために　きてくれた

カーン　ファティマ　マナリ 5年 あきらめない　自分の心を　信じよう



がんばろう　もとの町に　もどそうよ
めざそうよ　みんなの幸せ　求めよう

高橋　玲奈 5年 一人では　できないことも　あるんだよ
節電や　節水しよう　協力で

長山　望夢 5年 ぼきんの人は　東北のために　がんばっている
つなみは　こわい目にあった　人がいた
人々は　なみだがでて　ほえている

星野　凛 5年 自然はね　こわいけれども　やさしいよ
あのじしん　こないでほしいな　もう二度と
とうほくの　町をきれいに　しましょうね

バングーナガンデ佳史扶 5年 あっというま　あのひげきから　もう一年
つなみはね　明るい心も　のんで行く

中村　春道 5年 だいしんさい　こわいけれども　がんばろう
じしんはね　こわいけれども　いっしょだよ
こころはね　みんなといれば　こわくない

高橋　つばさ 5年 震災時　火事がいっぱい　今はない
震災は　人の心の　しんど７
つなみには　人のいのちが　たくさんだ

清水　けいすけ 5年 東京で　せつでんしたら　ふっこうひ
にっぽんは　じしんのために　大計画

あべ　はやて 5年 東北は　じしんに負けない　人ばかり
外国人　日本のために　来てくれた
ぜったいに　つなみに負けない　人がいる

酒井　大地 5年 電気ない　計画停電　節電を
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