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学校名 氏名 学年 標語

東京都北区立　王子桜中学校 飯島　三怜 中1年 あきらめず　前に進もう　東日本
協力し　みんなで明るい　日本をめざせ

深谷　和希 中1年 まけないぞ　東北力　見せてやる
あきらめない　東日本　復こうだ

赤間　楽彦 中1年 大丈夫　かがやく未来が　まっている
ひさい地じゃない　そこはかがやきのある「希望」のある場だ　さあすばらしい未来に一歩一歩歩いて行こう

日本だけじゃない　世界の色々な国が　つながっている
小林　岳斗 中1年 しんさいを　ふと思いだすと　春の風

コンビニで　レジにいったら　すぐ募金
じしんきて　ひさいした人を　思いだす

菊地　啓太 中1年 3月の　あの日は絶対　忘れない
僕たちが　東北の方の　力になろう
皆が協力すれば　どんなことでも　乗りこえられる
僕たちは　いつでも復興　願ってる
震災のおそろしさ、悲しさ　僕たちが未来に伝えておこう
僕たちが東北の　少しでも力になれるよう　頑張ろう

坂口　幸生 中1年 東日本　輝く未来　待っている
町くずれ　しっかり直そう　いつまでも
東日本　なんてまぶしい　光だぜ

船田　林ノ佑 中1年 いまこそ　みんなの心を　ひとつに！！
はやく東北のみんなが　心の底から　笑えますように・・・。
世界を！！　ひとつに

山根　璃音 中1年 東北へ　思う気持ちは　限りなし
杉浦　光　 中1年 東北の　命がさけぶ　日本の絆

いつまでも　忘れないよ　サンイチイチ
ぼく生まれ　初めて知った　大地震

遠藤　愛実 中1年 がんばろう　わすれないで　そのきずな
ひさいしゃを　わすれはしない　私たち
毎日毎日　東北の復興を　願ってる

清滝　智華 中1年 東北と　心を一つに　助けあおう
つらいこと　のりこえたさきには　未来あり
未来の扉　みんなで　開こう

渡辺　めぐみ 中1年 東日本　復興目指して　頑張ろう
がれき処理　みんなで協力　しましょうね
私はね　仮設住宅　増やしたい

川端　美幸 中1年 悲しみは　消えないけれど　美しい明日は　ずっと続いていく
一つずつ　夢へ向かって　扉を開こう！
いつだって　みんながいるよ　ほらこんなすぐ近くに

甲斐　泉 中1年 日本中　みんなの思いを　被災地へ
全員で　復興の道　歩こうよ
東北に　希望の光を　届けよう

鎌 真維 中 年 東北 がれき 山から 希望 芽鎌田　真維 中1年 東北の　がれきの山から　希望の芽
手をつなぎ　光にむかって　歩んでゆこう
日本の　みんなの心は　すぐそこに

石田　晴菜 中1年 未来への　希望の切符　　お手伝い
手をとって　明るい未来　まず一歩
自分には　何が出来るか　考える

畔田　寿々佳 中1年 震災の　復興のため　協力を
野嶋　あかね 中1年 東北の　未来を願って　おうえんだ

東北よ　明日に向って　がんばろう
復興を　早く終わると　願ってる

滝澤　栞里 中1年 東北へ　笑顔と元気　届けたい
震災で　人との絆　教えられ
遠くても　復興思い　支援する

塩谷　蓮 中1年 ふっこうにはいけないけど　いつも心でおうえんしているぞ！！
みせてやれ　東北だましい　いざふっこう
がんばれよ　力をこめて　おうえんだ

太田　龍星 中1年 ひさいちに　えがおとどけて　がんばろう
ひさいちの人と　あるいてゆこう　きずなのちから
あのつなみで　すべてをなくした　ひさいしゃたち

稲垣　隆 中1年 だれにでも　心に一人　母さんが
あなたには　歩ける足が　あるのだろ
あなたには　忘れられない　人がいる

鈴木　菜南子 中1年 絶対に　かわいそうじゃない　東北地
がんばれよ　なみだをこぼすな　日本よ
動物は　どうしてるんだ　どこにいる

野﨑　理沙 中1年 あの日から　絆の言葉　忘れない
日本の　力をみせよう　いちがんに

石井　崚 中1年 今を見よう！今を生きよう！今できることをがんばろう！
くじけちゃだめだ！東日本の復興のためにがんばろう。
人にまかせず　今なにが出来るかを考えよう

篠　真輝 中1年 復興を　願う気持ちは　みな同じ
東城　明日香 中1年 この傷は　復興と共に　薄れてく

未来には　明るい光が　差している
大丈夫　傷の分だけ　君は強い

花上　聖弥 中1年 こわかった　忘れられない　大地震
震災で　命の尊さ　わかったぜ
震災で　家族の絆　深まった

足立　裕紀 中1年 日本は一つ！何があってもがんばろう！！
皆が協力すれば、被災地はより早く復興する。
がんばろう日本！！がんばろう東北！１

田村　知輝 中1年 つらいこと　みんなの絆で　乗り越えよう
手をつなぎ　ふっこうへの道　進んでこう
大地震　がれきをどかし　道開け

廣瀬　新 中1年 みんなの笑顔でみんなを救おう！！
災害で　人が死なない　世界にしよう
あなたの笑顔は　みんなの力で　救います。

前 被 復前田　大生 中1年 大地震　みんなの力で　被災地を復興させよう
被災地の人たちの笑顔を　みんなでとりもどそう



成島　星哉 中1年 復興に　かかせないものは絆
大地震　あの恐怖に　打ち勝った
復興すること　考えて大地震に　負けるな

楠本　緋月 中1年 かがやく道はすぐそこだよ
元気いっぱい　ゆうきを出して　がんばりましょう！
あきらめないで　希望はあるよ！

須永　絵美子 中1年 うつむかずに　前を向いて希望を持って歩いてゆこう
生きていく喜びを感じて生きよう
みんなで力を合わせてがんばろう

菊地　渚 中1年 がんばりすぎないでね
いちばん大切なのは体です
もっといいまちをみんなで作ればいいよ

石橋　飛奈 中1年 届けよう　日本の力を　被災地に
日本が　一つになって　復興へ
被災地を　一刻も早く　もとどおり

西牧　薫穂 中1年 少しずつ少しずつ　前を向き、光を探し、出口を見つけよう
かたを組み　手を取り合って　道つくろう
誰かが助けを求めているなら　笑顔で手を差し出そう

本間　すみれ 中1年 大地震　復興にむけて　進んでる
震災は　いくたの命を　消していく
地震の後　みなが言ってる　ぽぽぽぽーん！

伊東　航太 中1年 震災をのりこえよう
がんばれ負けるな東日本
みんなで復興

金子　利希 中1年 日本人　地震なんかに　負けないぞ
ゆれている　落ち着け落ち着け　あわてるな

深井　直斗 中1年 まだ終っていない　どんどんなおしてゆこう
無理をしないで　力をあわせよう
忘れないからこそ　力がはいる

中村　悠佳 中1年 つらいこと　越えた先には　幸せが
がんばろう　みんなの力で　たちあがれ
がんばれと　はげましあって　その先へ

小暮　義之 中1年 あのしんさい　いつまでたっても　忘れるな
すごすぎた　おおつなみには　かてないよ
ひさいちの　人々みんな　かわいそう

堅石　脩人 中1年 忘れるな　絆を結ぶ　大切さ！！
はなれても　心は一つ　めげないで！！
怖くても　安心してね　今いくよ！！

角　優咲 中1年 3.11のことを忘れない　みんなで東北の早期復興を願おう
日本の心は一つ　みんなの力を合わせて東北を応えんしよう
力と心を合わせて　東北を元の元気な姿にもどそう

小泉　遼太 中1年 被災地と　心はひとつ　わすれるな
被災地に　明をともす　わたしたち
ぼくたちは　明るい未来　願ってる

船田　林汰良 中1年 がんばって復興してまた明るい東日本へ
震災に負けないで前を向いて歩きだして震災 負けな で前を向 て歩きだして
いつでもどこでも希望すてないでまた明るい東北へ

岩﨑　実夏 中1年 がんばろう日本　みんなの笑顔　めざせ復興
安納　優希 中1年 わすれるな！　3.11　絶対に・・・

1年間　早く感じた　あの日から・・・
あの日から　帰ってこない　あの人が・・・

松永　絢子 中1年 つながろう日本
こまったときはおたがいさま
きっと住んでいた所はもどる

三井　愛理 中1年 助け合う　日本中みんなが家族みたいだね
震災を通して助け合う力、命の尊さについて深く考えることができた
震災の経験　伝えていこう

吉田　美優 中1年 がれきおき　かんげいすれば　復興する
復興には　みんなの気持ちを　大切に
復興は　自分達にも　できるはず

平田　琴 中1年 日本中　力を合わせて　立ち上がれ
被災地へ　頑張れじゃなく　負けないで
つらい事　一人でかかえこまないで

清水　希良々 中1年 大地震　こわかったよね　忘れたい
ふっこうを　ねがっていこう　しんじよう
私たち　ずっとおうえん　しているよ

加藤　凪 中1年 大きい一歩が　明日へ　つながる
上山　優里愛 中1年 明日には　きっと見れるよ　みんなの笑顔

明日には　きっと戻ってる　東北の町
いつの日か　みんな笑える　日がくるよ

秦　凪沙 中1年 あきらめず　自分の道を　進もう
まっくらで　何も見えなくても　だいじょうぶ

岩佐　幸範 中1年 大丈夫　きっと助かる　いますぐに
わすれるな　二度と起こさない　こんなこと
苦しみを　ふりはらって　そのさきへ

髙橋　伶音 中1年 待っててね　力を合わせて　待っててね
吉田　椋 中1年 みんなで協力助け合いがんばっていこう

みんなであきらめずにのりこえてゆこう日本
みんなでくじけずにがんばっていこう日本

内田　凌雅 中1年 津波でも　大和魂　流されない
今こそだ　日本の絆　見せるんだ
原発で　学んだ電気の　大切さ

山崎　壮太 中1年 だいじょうぶ　みんながいるよ　ぜったいに
これからだ　ひらきなおって　がんばろう
たちなおれ　みんなおうえん　してるから

小倉　彩花 中1年 じしんだぞ　まずはみんなの　身の安全
協力し東北のみんなの生活をいっしょに支えあいましょう！

篠原　莉子 中1年 被災地の　復興願い　世界が1つに
被災地の　復興願い　ボランティア
被災して　協力し　助け合う

鈴木　琴乃 中1年 みんなで　力を合わせて　がんばろう！！
広い心をもって　みんなで協力して　日本を復興させよう！！広い心をもって みんなで協力して 日本を復興させよう

小野瀬　正虎 中1年 世界中　応援してる　東北を
東北が　欠けたら日本　成り立たない



結ばれる　絆という名の　友情で
大平　はるか 中1年 一人一人の気持ちが　日本を元気にします

地域社会には　人と人のつながりが大事です
清水　希良李 中1年 地震には　負けるな日本　がんばろう

こわかった　もう忘れたい　大地震
復興を　願っています　もう少し

今村　真衣 中1年 まだがれきが残っているから復興しよう
被災地にエールを

茅野　亜未 中1年 被災地の　復興ねがう　この気持ち
思ったら　行動しよう　募金活動
被災地が　困っているよ　助けよう

腰坂　文音 中1年 東北よ　ふっかつ願うよ　がんばってね
東北よ　応援します　がんばってね
東北よ　ふっきゅうへむけて　がんばれよ

村田　拓己 中1年 被災地に　みんなの気持ち　送ったよ
原田　彪 中1年 前向きに　心一つに　歩き出そう

川田　翔稀 中1年 みんなで頑張ればふっこうできる
渡辺　栞 中1年 地震より　強く大きい　私の力

高橋　和也 中1年 忘れない　そこにあったまち、家　みんなの笑顔
がんばろう　完全に復興できる　その日まで
学んだよ　訓練、命の　大切さ

関口　優美子 中1年 誰ひとり　忘れちゃいけない　大地震
何があっても冷静で　あきらめないこと　日本の強さ

西村　福太郎 中1年 努力では　できない絆　伝えよう
水谷　静 中1年 ひさいした人の気持ちを考えて　出来る事を考えよう

助け合い　みんなで一緒に生きてゆく
吉田　郷平 中1年 被災地へ　自信をわすれず　たちむかえ

永石　友之畠 中1年 被災地へ　贈ろうみんな　義援金
被災地の　復興それを　願います
けんけつで　贈ろうぼくの　この気持ち

武井　悠河 中1年 また大きな地震がきます、自分の身は自分で守ってすばやくひなんしてにげよう。
まだ被災地に多くの人がいます。今僕らが幸せに生きてるのに、なぜこんなに差が出るのだろう。
できるだけ協力して、幸せにしてあげよう

東　征生 中1年 心には　大地震に　負けない木を持とう
自分なりに　ボランティア活動力　がんばろう
あきらめず　ふっこうしえんを　手伝おう

北爪　ひかる 中1年 おそれずに　自分の新しい　未来を考えて
楽しいこと　いろいろおもって　笑顔でね
笑顔でね　楽しい未来　考えよう！

小更　萌奈 中1年 たすけあおう　力をあわせて　のりこえる
いつかきっと　きずなをあわせ　復興に

佐野　令奈 中1年 コンビニの　募金箱　1円でも入れたら少しの力
災害にあった想いで　協力しよう

立山　流留 中1年 元気な子達　明るい未来を　つくっていこう
ひさいちは　家がなくても　友がいる

高橋　紫野 中1年 震災を　みんなでいっしょに　のりこえよう高橋 紫野 中 年 震災を み なで しょ のり えよう
被災地に　みんなで手を　さしのべよう
子供達の　遊び場と笑顔を　消さないで

箕田　香純 中1年 大丈夫　いつもだれかが　そばにいる
あなたの笑顔は　元気のエネルギー
心を一つにしよう！

吉田　淳 中1年 復元し　みんなの笑顔　とりもどそう
わすれない　地震に津波　がけ崩れ
町もどし　明るく笑顔で　楽しくくらそう

中野　瑞希 中1年 わすれない　あの日あの時　あの津波
やれること　一人一人が　節電を
あらためて　思いおこした　家族愛

許　華蓮 中1年 ひさいちの　がれきてっきょを　がんばろう
震災後　みんなの笑顔　ふえたかな

栗木　朱梨 中1年 地震はね　人の人生　うばうんだ
東山　胡桃 中1年 震災はとても怖い思い出だ　だけどみんなは応えんしてた
根本　萌音 中1年 なんどでも　なんどでも　立ち上がる気持ちが大切

あきらめて　終わるよりは　続けよう
肩をかわして　見えたのは　未来の光

清村　佳依 中1年 今しかない　日本の力をみせるのは
地震でも　くずせはしない　日本のたましい

幸田　渚沙 中1年 助け合おう　みんなの力で　復興だ！
大岡　明澄 中1年 1人1人ができることをやり、協力しよう。

関　永 中1年 大地震　手と手をとり合い　助け合おう
久保野　竜太 中1年 東北地方　ふっこうはやく　がんばれよ

津波きて　あきらめないで　いきていけ！
みんなで　力をあわせて　ふっこうしえん
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