
子氏名 三原則2 三原則3

保護者氏名 ○○へ

○○へ

大友　由奈 大きな夢をもつ 「ありがとう」の気持ちを忘れない

大友　貴子 お母さんへ

由奈へ

北條　和泉 きれいな言葉 暴力はふるわない

北條　琢王 お父さんへ

むすめへ

坪田　朱莉 すぐ謝る 行ってきます、行ってらっしゃいを言う

坪田　香織 お母さんへ

朱莉へ

齊藤　暖人 前向きな気持ちを大切に 感謝の言葉を忘れない

齊藤　綾香 お母さんへ

はるとへ

堀井　あさひ すぐ　やる かならず　やる

堀井　那奈子 おかあさんへ

あさちゃんへ

矢賀部　光夏多 信念を貫こう 笑顔と笑顔で答えよう

矢賀部　利恵 お母さんへ

娘へ

津田　ありさ ごめんなさいはすみやかに 困った時は家族で一致団結

津田　ツキ子 お母さんへ

娘へ

小林　澪奈 悩み事があったら話す 思いやりを気持ちを忘れずに

小林　友紀 お母さんへ

澪奈ちゃんへ

吉本　桜奈 (も)ちものをたいせつにする。 (ち)ょうどいいことに、かんしゃする。

吉本　千鶴 ママへ

桜奈へ

中川　旬太郎 みんなでいただきます みんなでおやすみ

中川　いずみ ママへ

しゅんたろうへ

白木　万柚子 ありがとうを伝える 強い心

白木　直子 お母さんへ

まゆこへ

中者　愛 「はい」と言う返事 後始末

中者　正志 お父さんへ

愛娘へ

大槻　桃子 物を出したら片づける 時間を守る

大槻　忠良 両親へ

娘へ

岡部　瑠太 想像する 分かち合う

岡部　美奈江 お母さんへ

りゅうたへ

渡邉　虹 うそをつかない。 かっとならない。

渡邉　舞 ママへ

虹へ

佐々木　凛音 大きな声で返事 言いたい事は、はっきりと！！

佐々木　幸宏 りおんへ

ママへ

大脇　和紗 いつも笑顔で けんこうな体

大脇　久美 お母さんへ

和紗へ

松下　颯良 できないことにもチャレンジする スマホは何かをしらべる時にだけ使う

松下　卓也 お父さんへ

颯良君へ

齊藤　孝人 つらいかなしいは家族でリセット たん生日は家族でハッピーバースデイ

齊藤　朋枝 孝人へ

お母さんへ

白﨑　紗奈 イやなことがあったらかくさず話す 自分が出した物はかたづける

白﨑　里奈 お母さんへ

さなへ

五十嵐　心咲 家族の会話を大切にする 出来ないとあきらめるよりちょうせんする

五十嵐　智子 みさきへ

お母さんへ

にし田　あかり (い)っしょうけんめい (わ)たしらしく

にし田　きょうこ ままへ

あかりへ

小出　さくら (い)つでもえがお (で)も、だってはつかわない

小出　哉子 おかあさんへ

さくらへ

多田　楓都 かぞくなかよくしよう いのちをたいせつにする

多田　映里子 おかあさんへ

ふうとへ

渡邉　惠介 たくさんねて たくさんわらう

渡邉　奈美 息子へ

おかあさんへ ぼくがはなしているときにスマホをみていることあるでしょ。だいすきなおかあさんをスマホにとられたきぶん。

どうしてそんなにスイミング頑張るの？もう充分泳げているのに。水泳選手になりたいのかな。

だってお母さん泳げないでしょ？だから何かあった時、わたしがたすけてあげたいからだよ。

1 福井・永平寺 宝永小

たくさんたべて

ただいまっていうっと、おかえりってとんできたころがなつかしい。ゲームに大切な息子をとられた気分。

二人のいもうとは、かわいいけれど、いつもめんどうみるのはいやです。わたしも、だっこしてほしいです。

1 奥越 富田小

はやね　はやおきをする

そうおもえたことが、すてきだね。おかあさんは、ふうとのそばにいるだけでやさしいきもちになるんだよ。

2 丹南 吉野小

(こ)とばづかいに気をつける

ことばづかいを気をつけるとわたしもあいてもえがおになる。わたしのことばでみんなをえがおにするね。

言葉使いは難しいね。たった一言で喜んだり傷ついたりする。あなたの言葉で笑顔の花が沢山咲きますように。

イヤなことやいいことがあったらかくさず言うよ。言わないとすっきりしなくておなかがいたくなるんだよ。

「ママおなかが痛い。」には、いろんなＳＯＳが隠れていたんだね。トイレ行きなさいで済ませてごめんね。

入選

3 坂井 三国南小

(き)ょう、あったことを話す。

そうだね、あなたもまだ７才。まだまだ子供なのに、いつも頼ってごめん。いっぱいギューしようね。

入選 4 丹南 宮崎小

おねがいをした時の、「いいよ。」という返事が大すきです。ついついおねがいしたくなります。ありがとう。

パパのにおいがだいすきなのは、あなただけだよ。なんねんたっても、パパのみかたでいてあげてね。

パパがやきんでいなくてさみしいとき、パパのパジャマのにおいをかぎながらねていることは、ヒミツだよ。

入選 おかあさんはどうしてそんなにやさしいの。ぼくもかぞくにやさしくしたいな。

うそをついたりしてごめんなさい。うそをつかないようにがんばります。

「うそをつかない」ことは、勉強よりもスポーツよりも、人として大事なことだよ。

「いいよ。」と言ってもしないことがあるからご注意ください。でも、なるべくお手つだいするよ。

入選

泣き虫。怖がり。恥ずかしがり屋さん。でも、あなたはママのヒーローです。そばにいてくれてありがとう。

おこり虫。短気。さびしがり屋のママ。ぼくはずっとママのスーパーマンです。

大きな声であいさつ

入選

入選

3 福井・永平寺 宝永小

出された物はのこさず食べる

2 福井・永平寺 日の出小

(れ)いぎただしく

3 丹南 立待小

入選

けんこういちばん

入選 4

入選

入選

うれしい楽しいは家族でシェア

実は、かくしてる事があります。もちろん良い意味でおどろく事です。楽しみにしててください。

どんな良い事か楽しみです。しかし大して面白くなければ罰を与えます。楽しみにしててください。

5 丹南 糸生小

すぐ、おこらない。

嶺南 今富小

時間にかんしゃして大切に使う

考える

お父さんハグをするときもちいしあと家族だなあと思います。ぼくはそんなお父さんが大すきです。ありがとう。

お父さんも颯良君をハグすると気持ちがポカポカします。僕のこどもになってお父さんにしてくれてありがとう。

福井・永平寺 宝永小

すぐにおこらない

うれしい報告は、くつをぬぐ前に言います。いやな報告は玄関の外に置いておく事にします。以上報告。

いなや報告を外に置いて帰ってくると今にお母さん、仁王立ちして待ってる事になるよ。気を付けて。

お母さんの顔をみながら仕上げみがきで一日が終わる。おかげでまた明日も元気にすごせそうな気がするよ。

おいで！ママのお膝。あれこれ質問しても本当は何て答えてるかわからないけど、我が家の大切な時間だね。

入選 6 嶺南 粟野南小

元気にあいさつ

入選 5 坂井 春江西小

6

福井・永平寺 宝永小

元気にあいさつ

入選 4

入選 6

最近、お父さんにそっくりだね。とよく言われます。微妙だけど、まぁいっか・・・。

「来んといて」と言われるから外へは出ないけど窓から登校姿を見送っています。いつまでたっても心配です。

いつもお母さんの洋服着させてもらってドキドキしてます。ありがとう。

いえいえ。こちらこそワクワクしています。もう少しであなたの洋服着れる楽しみがあるから。。。

優秀 5 丹南 北新庄小

あいさつ元気な笑顔で

優秀 4

丹南 国高小

時間を守る

お母さんに苦労をかけているのを見るとゴメンと思う。だからこれからはもっと私をたよってね。

涙がでます。そんな風に思っていたなんて・・・。今は母をたよってね。そしていつかは・・・よろしくね。

大へんなことがあってやせたママ。でもわたしにとっては、たいせつなママ。てつだいをして、たすけるよ。

大きな困難にぶつかったけど子ども達守るため母は負けないよ。周りの人達へ感謝の(き)(も)(ち)忘れずにいようね。

優秀

優秀

1 丹南 王子保小

みんなでおはよう

2 嶺南 美浜東小

入選

毎朝、髪を結ってくれてありがとう。流行の髪型にしてほしいのだけれど、昭和型も気に入っています。

あと何年、あなたの髪を結う事を任せてくれますか。令和になりました。髪も心も繋いでいましょう。

丹南 豊小

目を見て笑顔であいさつ

いつも私の色々な話を聞いてくれてありがとね。大人になったら私がお母さんの話をたくさん聞くからね。

毎日、学校の話や面白い話を笑顔で話してくれてお母さんは安心してます。大人になっても何でも話そうね。

いつもせかしてごめんね。「かならずやる」までまっています。だから、さいごまであきらめないでね。

嶺南
ブロック賞

5 嶺南 粟野南小

心を繋ごう

丹南
ブロック賞

1 丹南 国高小

いま　やる

かならずやるから、できるまでまっててね。

「行ってらっしゃい」を言えなかった時、だめだなと思ったよ。明るく送り出すのはお母さんの役目なのにね。

「ただいま」と家に帰ると、「お帰り」と玄関まで出てきてくれるね。出てきてくれるまで待ってしまうぼく。

「ただいま」と元気な声が聞こえると一安心。そして、笑顔を見てもう一安心。今日も笑顔でよかった。「お帰り」

やりたい事が多すぎて、結局全部、中途半端にならないか不安です。こんな私を見守ってくれてありがとう。

小さな点が、いつか太くて丈夫な線になる時がきます。由奈の経験する事に、むだはないよ。全部が丸です。

奥越
ブロック賞

5 奥越 有終南小

目を見てあいさつ

坂井
ブロック賞

6 坂井 金津小

うそつかない

お母さんに叱られた時に行ってきますを言えなかった。私はだめだなと思う。心配させてごめんね。

私が泣いているときにそばに居てくれてありがとう。お父さんが泣いているときは、私が居てあげるね。

泣いているときにそばに居たこともあったかな。でも本当は、笑っているときにそばに居たいし居てほしいな。

福井・永平寺
ブロック賞

6 福井・永平寺 宝永小

起きたらおはよう

会長賞 6 丹南 武生西小

１日１つ小さな目標をもって過ごす
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