
子氏名 三原則2 三原則3

保護者氏名 ○○へ

○○へ

細川　颯志 すべてのことに感謝する 日常から学ぼうとする

細川　和孝 じいさんへ

颯志君へ

豊岡　凜汰郎 笑顔で元気にあいさつ 家族の時間を大切に

豊岡　美穂 お母さんへ

息子へ

小島  広大 団らん みんなでごはん

小島  勝利 兄へ

弟へ

上村　凌世 礼儀正しく生活 寝る前のハイタッチ

上村　鈴子 おばあちゃんへ

凌世へ

丹羽  勇帆 何でも話す 自分のことばかり考えない

丹羽  良江 ママへ

ゆうちゃんへ

小岩　優芽 帰った時「ただいま」 ご飯の時「いただきます」

小岩　麻美 母へ

娘へ

髙島　凜花 (か)っとなったら一呼吸 (ま)いにち笑顔忘れずに

髙島　真由美 お母さんへ

りかへ

山下　愛翔 きちんとあいさつをする。 食事の時は行儀よくする。

山下　貴弘 愛翔へ

お父さんへ

髙橋  千早 人に迷惑をかけない。 人に親切にする。

髙橋  よしえ おばあちゃんへ

孫へ

泰圓澄  瑛士 整理・整とん 自分よりもみんなを優先する

泰圓澄  和代 おばあちゃんへ

瑛士君へ

山白　優斗 時間を守る． 出す物を出す．

山白　洋平 お父さんへ

優斗へ

夏見　旺汰 自分の考えで行動する 素直な心を持つ

夏見　優子 お母さんへ

息子へ

鎌倉　龍人 素直な心を持つ one for all  all for one
(ひとりはみんなのために　みなはひとりのために)

鎌倉　卓也 父へ

龍人へ

片岡　彗依 みんなで助け合う マンガはみんなで仲良く読む

片岡　弥生 お母さんへ

娘へ

堀口　沙和 目標へ努力 規則正しく元気良く

堀口　友紀子 お母さんへ

沙和へ

田端　心結 あきらめない challenge 笑う smile

田端　いくみ お母さんへ

ネガティブな娘へ

大久保　敢太 早寝・早起き 明るく挨拶

大久保　由美 息子へ

母へ

木村　昴稔 ケンカをしたらすぐ謝る なにかあったらすぐ相談

木村　圭一 父へ

我が息子へ

長谷川　りょう 自分が悪いことをしたらあやまる。 １週間に1回は家族で団らんできる時間をつくる。

長谷川　芳美 お母さんへ

りょうちゃんへ

松本　遥 食事の片付けを手伝う 自分の部屋の整理・整頓

松本　紀子 マイペースな娘へ

お母さんへ

谷口　詩那 スマホに依存しない 作ってくれたご飯に文句を言わない

谷口　美紀 お母さんへ

しいなへ

泉  若奈 明るく、素直に 感謝の気持ち

泉  彰 お母さんへ

娘へ

玉村  寅春 家族には遠慮しないで 家族でも節度を持って

玉村  美津子 寅春へ

お母さんへ

辻  孜音 規則正しい生活を！ 1日を大切に、そしてHAPPYに！

辻  亜矢子 母さんへ

息子へ

道上  依央 心をこめてありがとう 素直な気持ちでごめんなさい

道上  典子 お母さんへ

依央へ

元気の源になるご飯をじいが作ってくれることを誇りに思います。恩返しができる時まで元気でいてください。

インスタ映えのしない決まりきったおかずなのに、「おいしい。」と言って完食する毎日で励みになっています。

2019年度 一筆啓上・わが家の三原則　審査結果（中学生の部）

学年 ブロック 学校名

三原則1

一筆啓上1

一筆啓上2

福井・永平寺
ブロック賞 中2 福井・永平寺 明道中

礼儀正しく

会長賞 中3 嶺南 小浜中

時間をコントロールする

今年はたくさんの選択をしたけれど、いつも一番応援してくれてありがとう。僕は前に向かってがんばります。

あなたの背中が最近頼もしく感じます。自分を信じて進め！迷ったら、ちょっと休憩。私が話しを聞きますよ。

奥越
ブロック賞

中2 奥越 陽明中

早寝・早起き

坂井
ブロック賞

中1 坂井 坂井中 僕にとって一番身近な先輩の兄ちゃんは、いつもは言わないけどたよりにしてます。これからもよろしく。

朝起きたら必ずあいさつ

俺がお前に見せてやれることは少ない。しかし、だからこそ俺にできないことができる人になってほしい。

寝る前のハイタッチは最近はめんどうだなと思うようになったけど、心の中では大事だと思ってるから。

小さな時からの、ハイタッチ、力の重さが成長の証だね。いつも元気を、貰っています。

嶺南
ブロック賞

中2 嶺南 小浜第二中

出かける時「いってきます」

丹南
ブロック賞

中1 丹南 朝日中

感謝を言葉で表す

最近思うけど、愛翔の「やる気スイッチ」はどこにあるんだろうね？教えてくれる？

ママが言った、「頑張らなくていいんだよ」という言葉に、僕は今でも助けられてるんだよ。ありがとう。

その言葉をかけた時の、あなたのほっとした顔を、今でも覚えています。あなたの笑顔を守れてよかった。

ときどき、父とどこか行ってきていいよ。弟と妹のことは私がみておいてあげるよ。

行ってきていいよ。と言われると、さみしく感じるね。ありがとう。でも、やっぱりまだ、家族で出かけたいかな。

優秀 中1 丹南 武生第三中

元気なあいさつ

優秀 中3 丹南 南越中

(な)やんだときは相談してね

うまくいかないことがあった時、八つ当たりしてごめんね。目標に向かって頑張るので応援してください。

おばあちゃんのしわ、もしかしたら僕が心配かけて増やしているのかな？ だったらもう明日からは大丈夫だよ ！

おばあちゃんのしわは君からもらった幸せの数です。 だから明日からはもっと沢山のしわを下さいネ！

僕はお父さんの子供だよ。お父さんの「やる気スイッチ」と同じ所にあると思うよ。だって親子なんだから。

優秀 中1 福井・永平寺 明倫中

自分を大切にする。

優秀 中2 丹南 鯖江中

人に迷惑を掛けるのは絶対にしない。

八つ当たり、大歓迎だよ。どんなことも逃げださず頑張っている証拠。努力は必ず報われる。自分に負けるな！

いつもおこってくれてありがとう。自分のためだとわかっていても素直になれなくて、ごめんなさい 。

いつもお手伝いありがとう。「相手の立場に立って考え行動する事。」私が父から言われた事。あなたにも送ります。

どうせやるなら楽しく前を見よ。今しかできない失敗を笑顔に変えよう。でも楽して楽しむ事は許しませんよ。

いつか、うまかったと言ってもらえる卵焼きを弁当に入れてやる。だから、出来る事を一生懸命やりなさい。

ついかっとなって強く反論してしまう時があるけど、僕がまだ子供なだけです。もう少しだけ相手してください。

ついかっとなってしまうのは、私の子だから仕方ありません。本音をいうとまだまだあなたの相手をしたいです。

「今を楽しむ」は大好きな言葉です。楽しいとき楽しいことだけを考える。そうすると毎日楽しくなるよ。

入選 中3 坂井 金津中

やることを優先してやる．

補習の時にお弁当を作ってくれてありがとう。絶対、親孝行できるよう、頑張ります。

人生は一期一会。その瞬間を大切に生きてほしい。お墓を一生懸命洗っているあなたが頼もしく思えました。

言われたとおりに人生を楽しみたいと思う。一期一会この言葉を忘れずにいようと思う。

毎朝、見送ってくれてありがとう。振り向かずに登校する日もあるけど、感謝してるよ。

振り向かなくても、毎日毎日、見送るよ。だって、後ろ姿でも、表情わかるから。

何事も一生懸命で

忖度なしで勝ち続けてきた腕相撲。とうとう寅春に負けちゃった。でも左腕のほうはまだまだ負けないからね！

入選 中3 福井・永平寺 灯明寺中

冷静になって考える

入選 中1 丹南 南越中

これと決めたら手を抜かない

お母さんの左腕なんかには、すぐに勝つよ。力仕事も僕の方ができるはず。たよってもいいよ。

入選 中1 丹南

「いただきます」を忘れない。

私はいつもわがままばかりだけれど、これからも多分わがままばかりだと思うのでよろしくお願いします。

入選 中1 奥越 陽明中

家族との会話を大切に！

自覚があるのならOK。わがままを言える事、わがままを言われる事は、期間限定の幸せなんだよ。

いつも、たくさん迷惑をかけているけど、これからは、迷惑をかけないようにがんばります。

別に構わん。

入選 中2 福井・永平寺 明倫中

入選 中2 丹南 武生第一中

ひまがあったらお手伝い

中央中

入選 中3 福井・永平寺 明倫中

自分のことより人のこと

只今僕は、反抗期です。反抗する心が無くなるまで、もうしばらくお待ち下さい。

反抗する心がでてくるのは、元気がある証拠です。反抗期が過ぎるのをゆっくりじっくり待つことにします。

入選 中1 奥越 勝山中部中

1日の始まり元気におはよう

入選 中3 坂井 春江中

部屋にこもらない

私も同じような事言われた。私が頑固な所あるのは認めるけど、お父さんも結構そういう所あるよね。

入選 中3

高校に行ったら自由になると思っている考えは大間違いだよ。

嶺南

困っている時何も言わず手をかしてくれる。放っておいてほしい時遠くから見ていてくれる。とても安心する。

依央のこと大丈夫かなって見ていると笑顔がこぼれてる。不安から安心に変わる瞬間 。

父の事を笑うと「今の父の年になった時のお前の姿や。」と言うけど、父みたいに優しい頼れる姿になれますか。

父さんと同じ時期に同じ事を思ってくれている事を嬉しく思います。今の龍人をみていれば、きっと大丈夫!!

ひぃおばあちゃんからおばあちゃんへそしてお母さん、私へと奇跡の輪を繋げてくれてありがとう。

奇跡の輪、あなたも繋げて孫の姿を見たいけど、無理せず急がないでね。あなたの気持ちが最優先。

時間を守る

お父さん曰く、あなたがアドバイスをしても、頑固で人の言う事を聞かない所、お母さんに似ているって。

笑顔で挨拶

「さすが沙和❕」その一言で何でも頑張れる。駅伝選手に選ばれるように頑張るから、お応援来てね。

私の後にくっついていた沙和がどんどん前を向いて進み色んな事に挑戦する姿が頼もしいよ。さすが沙和❕

整理整頓

やってみる　try

小浜第二中

入選 中2 丹南 中央中

LINEをしない

中学校３年間、スマホ依存、ライン等のSNSを、使用しません。

入選 中2 福井・永平寺 灯明寺中

入選 中2 福井・永平寺 社中

入選 中2 福井・永平寺 至民中


