
「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

静岡県御前崎市立　浜岡中学校 福代　涼人 中1年 がんばろう　東北と共に　ふっこうへ
八木　夕夏 中1年 つながろう　心を一つに　生きてく
鈴木　麻友 中1年 大震災　復興願って　助け合おう
櫻井　紫安 中1年 3.11　二度と起きない　悲劇の日

一歩ずつ　涙を光に　復興へ
氏原　雅貴 中1年 がんばろう　がんばろう　がんばろう
齋藤　玲奈 中1年 みんなで　笑える日が　きますように
栗林　志穂 中1年 大じしん　かぞくがいれば　あんしんだ
萩原　未有 中1年 全国の　みんながあなたを　想ってる
鈴木　大賀 中1年 にっぽんの　きずなをあわせ　がんばろう
酒井　千歩 中1年 がんばろう　人の悲しみ　わかち合おう

悲しみに　まけないように　がんばろう
徳本　大紀 中1年 震災後　みんなで協力　復興だ！
杉山　美和 中1年 東北に　笑顔が戻れば　春が来る
後藤田　楓 中1年 負けないで　生きているから　がんばって
菅沼　隆佑 中1年 全国に　東北魂　見せてやれ！

東北は　強い心の　持ち主だ！
杉山　祐希 中1年 がんばろう　被災地のみんな　がんばろう
山本　悠貴 中1年 希望の明日が見えてくる

秋定　みさき 中1年 取り戻そう！みんなの笑顔とこの町を
三宅　穂乃香 中1年 大丈夫　いつかきっとね　もどれるよ
中嶋　美和 中1年 被災地と　1日も早く　復興へ

野川　あんず 中1年 「笑ってね」　それがみんなの　願いだよ
ふっこうは　みんなのスタート　ラインだよ

清水　勇哉 中1年 震災の　復興をねがって　いつまでも
震災にまけないで　前をむいて　生きていく

竹田　慧 中1年 がんばろう　にっぽんへ　メッセージ
貝嶋　海希 中1年 震災は　命をけずる　危険物

震災が　くると思って　じゅんびする
羽根田　純 中1年 届いてる　大事な人への　あなたの思い

つながる　あなたの笑顔が　みんなの笑顔に
前田　好祐 中1年 復興だ　人の心も　復興だ

何だこれ　本当なのか　ただ沈黙
金城　美紀 中1年 みなさんの　泣いている顔　見たくない

みなさんの　笑顔で光が　見えてくる
寺田　将大 中1年 この悲しみ　必ずぜったい　忘れない
佐藤　慧仁 中1年 もう1年　いまの自分を　あゆみだせ

みんながね　心に思う　ふっこうを
みつけたら　100円いれる　がんばろう

榑林　俊 中1年 東北を　みんなの力で　復興だ
吉野　早紀 中1年 がんばろう　命の大切さ
園 佳加 中 年 な な 緒 歩ず 歩 う園田　佳加 中1年 1人じゃない　みんなで一緒に　一歩ずつ　歩いていこう
松下　陸 中1年 悲しみは　いつか終わる　時が来る
森　萌衣 中1年 大丈夫　いつか笑える　日がくるよ

ふっこうへ　歩いてゆこう　一歩ずつ
山田　涼太 中1年 明日へと　絆を深め　歩いていく
赤堀　汐梨 中1年 笑顔咲け　いつかは必ず　春が来る

暗い道　前に進めば　見える未来
榑松　可瑛 中1年 どんなことでも　笑顔になれば　復興できる

今だからこそ　笑顔が大事
飯塚　圭樹 中1年 東北の　復興向けて　がんばろう

日本の　絆を信じ　がんばろう
中野　沙耶 中1年 復興がんばれ　東北大震災、がんばれ
沖　直哉 中1年 元気出せ　光かがやけ　東日本！！

植田　真志 中1年 強くなれ　未来の子供に　笑顔あれ
頑張って　悲しみいつかは　終わるから
泣かないで　明日という日が　あるまでは

篠原　栞菜 中1年 日本の　力はすごい　なめんなよ
東北の　笑顔がみたい　少しでも

名倉　真 中1年 ふるさとを　愛する人に　もどしたい
齊藤　有紀 中1年 復興は　みんなの笑顔が　戻るまで

涙は　必ず強くなれる　未来を信じて
1歩ずつ　歩んでいこう　いつまでも

杉浦　拓真 中1年 東日本　生きぬく心を　わすれずに
くじけずに　みんなで支え　生きて行こう

清水　一成 中1年 つらいこと　ぜったい終わる　時が来る
必ずさ　復興を　できるから
悲しみは　必ず終わる　時がくる

増田　光予子 中1年 震災が起きて復興目の前だ。
復興が1日も早く願います。

清水　美月 中1年 人と人　絆を深め　助け合う
故郷へと　帰る心は　温かい
生きてゆく　その思いを　大切に

長嶋　玲二 中1年 静岡県から東北まで見守ってるよ
吉野　滉志 中1年 届けよう　みんなのこころ　東北へ
岡村　晴香 中1年 よみ返れ　町の景色　つなぎ合え　小さなちから

たしかめあえた「絆」　私達が震災からもらったもの
開け　復興への道　私達の未来は希望に満ちている

山下　侑斗 中1年 笑顔を忘れず生きていこう！東北ファイト！
いつまでも応えんしています！みんなでがんばって復興しよう！

長嶋　琴乃 中1年 岩手県、宮城県、福島県　みんなでがんばろう！！
みんなで笑顔を取り戻そう！！1日も早く復興しますように。

松下　汐里 中1年 広げよう　東日本を　思う気持ち
菊池　優月 中1年 応援してます　みんなでがんばりましょう
小野　静香 中1年 復興後　みんなの笑顔　みれるかな

東日本大震災　復興求めて　つき進め
板野　侑紀 中1年 想いが届く　気持ちが分かる。つながるものがそこにある。

があ があ も ばつらいことがあって泣いた日々がある。それでも、悪いことばっかじゃないから。
小浜　明栞 中1年 欲しいのは　同情じゃなく　希望の光



辛いけど　必ずいつか　会えるから
原発は　今の世界の　核兵器

揚張　翔也 中1年 ふっこうへ　みんなで協力　日本じゅう
おじいちゃん　おばあちゃん　ぼくはここにいるよ

神尾　真里亜 中1年 自分に　出来ることから　はじめてみよう
福代　佑華 中1年 がんばろう　君の笑顔を　まっている

生きている　僕の命も　みんなの命
鈴木　しおり 中1年 子どもから　元気のパワー　届けます！

震災を　こえればきっと　笑顔だね
いつだって　笑顔がいちばん　幸せだ

水野　なつみ 中1年 これからも　ふっこうにむけて　がんばろう
増山　陽 中1年 みんながね　心に思う　ふっこうを

齋藤　流佳 中1年 3.11　その日を忘れず　前向きに生きていく
悲しみの　かべをのりこえ　Smile life
Bad Endもみんなで協力　Happy End

大石　叶美 中1年 暗やみの中でも　かならずどこかに　光はある
神谷　勇樹 中1年 震災あって　くじけずまけず　がんばろう
小林　美穂 中1年 忘れない　今も光を探す　あなた達を

あなたと一緒に　私も祈る　そして一緒に笑おうね
山本　絢音 中1年 前向いて　明日は必ず　やってくる

笑えばね　必ずいいこと　あるんだよ
植田　拓真 中1年 1日でも　早い復興　がんばろう

みんなで　協力し合い　がんばろう
長島　広奈 中1年 震災の　ひさい者たちは　強い人だ

悲しみはいつか終わる日が来る、心から笑える日が必ずくる。
私たちは、みんなと一緒に祈りつづけている。

木村　亮太 中1年 自分にできることから復興を目指そう。
清水　彩 中1年 震災で悲しい事がたくさんあるけれど、みんなで前を向いてふっこうに向けがんばっていこう。

無理してがんばらなくてもいいから、少しずつふっこうに向けて前を向いて歩いていこう。
また家族にきっと会えるから、今はみんなで協力して元の町にもどしていこう！

吉川　優吾 中1年 あきらめないで　努力すればいつかむくわれる
鈴木　拓哉 中1年 悲しみがきえ　いつか笑える日が　きっときます
後藤　麻依 中1年 3.11その日から日本は動きだし、復興に向かって歩み出した、おわりではなくはじまりだ。

東北とは遠いけど、遠くからでも応援している
松本　早紀 中1年 だいじょうぶ　みんなの絆　さえあれば

亡くなった　方の分まで　生きるから。。
桑内　茂 中1年 がんばって　いつでもぼくらは　応えんするよ

いつまでもわすれないよこのことは
どんなにくじけてもあきらめないで、一生けん命生きよういつまでも

榑林　真子 中1年 はなれても　家族は家族　ずっと一緒だよ
石原　拓弥 中1年 町の復興をいのっている人たちがいます。ぼくもともにいのります。
川村　祐加 中1年 世界中のみんなで考えて、何年後かにだれもが笑顔でいられますように
中山　萌楓 中1年 家族、友人が亡くなり生存者が少ないが、それをのりこえ亡くなった人達の分まで精一杯生きよう！

被災して何もなく笑顔と希望が消えた東北に、復興をして笑顔と希望を取り戻そう！
横田　真明 中1年 絶対に復興するんだ絶対に

震災なんかに負けてたまるものか震災な 負けてたまるもの
増田　里乃 中1年 ひさいちが　笑顔あふれる　まちになれ

家族は　はなれられない　きずなだ
山下　愛加 中1年 復興へ　絆深める　日本の力

希望持ち　明日に向かって　夢語る
櫻井　辰徳 中1年 一歩ずつ　ふっこう目ざして　少しずつ・・・

酒井　綜一郎 中1年 しんさいの　かなしき思い　かたりつぐ
大澤　啓登 中1年 語りつぐ　命の大切さ　地震のこわさ

失った　家族の命　国の信頼
妻木　亜里沙 中1年 ひとすじの　心をつなげる　絆の輪
永田　有樹 中1年 しんさいの　かなしき思い　わすれない
鳥羽　香住 中1年 わすれない　家族の絆　胸の奥
赤堀　誠香 中1年 全員で　ふっこういのろう　一歩ずつ
長尾　拓真 中1年 震災は　人の絆を深くする

善意の輪　東北へと　夢つなぐ
増田　久美 中1年 協力し　復興がさす　希望の光

忘れない　あの日のでき事　多くの命
福田　あゆみ 中1年 頑張ろう　津波や地震に　負けないぞ

悲しみを　みんなで一緒に　乗りきろう
山田　彩織 中1年 戻れない　こうかいしても　もう遅い

帰ったら　家族がいるのが　あたりまえ
松下　隆 中1年 一人一人　前を向いて　生きていこう

大事な物　あの大地しんで　失った
斉藤　七海 中1年 前を向き　1歩1歩　歩きだそう

悲しみを　乗りこえたとき　強くなる
西村　礼司 中1年 助かった　こんどはみんなで　助けよう

しんさいが　夢も希望も　うばってく
中野　亜美 中1年 震災は　みんなで復興　助け合い

東北へ　うちらの思い　伝えたい
今村　美波 中1年 絆とは目では見えない心の声

小さな命　とんでもどって　春の日に
前田　茉矢 中1年 震災は　何年たっても　忘れない
片桐　大空 中1年 がんばって　ポジティブ笑顔　忘れずに！

だいじょうぶ　日本だったら　がんばれる！！
沖　天心 中1年 がんばろう　ぼくたちみんな　仲間だよ

悲しみを　のりこえてこそ　しあわせだ
みんながね　おうえんするよ　がんばろう

松本　育也 中1年 つらいけど　希望を信じ　生きていこう
亡き人よ　生きる幸せ　考えてよ

平出　晋 中1年 災害が　人の命を　うばってく
河原崎　和史 中1年 さあ来たぞ　いまこそみんなで　協力だ
松下　聡太 中1年 今ここに　命あるだけ　幸せだ
阿形　悠大 中1年 地震後も1人1人がたえている

地震後も希望を持って生きている
ふるさとのふっこうねがう、全員が

落合　智美 中1年 助けよう　何かあったら　協力だ
東北の　復興を　願ってね東北の 復興を 願ってね

杉浦　奈緒 中1年 がんばって　それだけじゃなく　行動に
こわれても　絆は無きず　一歩前へ



きせきのね　風が吹く島　だいじょうぶ
藤田　洸太 中1年 復興の　願いをこめて　とんでゆけ

東北と　つなぐつながる　この絆
中嶋　一生 中1年 青い空　きぼうの光　見えている

いきる道　みんなできずき　歩こうよ
きみのなみだ　きぼうの光で　にじになる

柿原　海里 中1年 さあとどけ　みんなのおもい　みんなにとどけ
五島　奏太 中1年 震災は　大切なもの　うばってく

全国で　協力しあい　取りもどす
鈴木　強 中1年 大丈夫　明けない夜は　こないから

日本人　全員あなたの　仲間だよ
岸端　悠 中1年 いつもいる　家族の命　今感謝

この悲しみ　時代をこえても　語り継ぐ
明日が来る　その当たり前　幸福に

桜井　杏子 中1年 涙ふき　思い出心に　強くなる
世界に示せ　日本の力　きずな！！

松下　瑞希 中1年 復興へ　向けて一歩　歩み出す
榑林　優衣 中1年 復興を　ねがえばきっと　かなうはず
上道　嶺希 中1年 復興へ　県のきずなで　立ち向かえ
齋藤　大樹 中1年 信じよう　必ず来るよ　笑える日
西島　魁都 中1年 一歩ずつ　平和のかけ橋　こえていこう

ふりむくな　前だけを見て　進んでこう
つなみにも　ムゲンの絆　みせてやろう

近藤　晃悠 中1年 他の県も　力を合わせて　震災復興
河原崎　未寛 中1年 東北へ　きずいていこう　町のよさ

東北へ　みんなの力を　信じよう
植田　真梨 中1年 一歩ずつ　歩きつづける　未来へと

3.11　私はこの日を　忘れない
震災の　思いはみんな　同じです

植田　有観 中1年 あきらめず　みんなで戻そう　東北を
取りもどそう　震災前の　生活を

松下　悠南 中1年 少しずつ　がんばっていこう　明日へと
みんなで　力をあわせて　がんばろう

大石　桃子 中1年 かんたんに　幸せをうばう　震災だ
塚本　美奈 中1年 生きること　みつけていこう　未来の日

一歩ずつ　涙を越えて　進もうよ
酒井　孝徳 中1年 震災で　学んだ知識　東海で
藤田　龍己 中1年 しんさいで　ひさいした人を　ささえよう

みんなの力で　ふっこうがんばろう
松井　柚季 中1年 とりもどす　心も町も　少しずつ
山口　真弥 中1年 ふかいきず　みんなでうめて　いくんだよ

少しずつ　直していこう　いい町に
増田　夏美 中1年 一歩ずつ　進んで行こう　未来へと
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