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文化厚生委員会

賞 作品名 学校名 クラス
最優秀賞 「やります」と いつも言うけど やりません 金石中 1年4組
優秀賞 がんばるぞ 口だけ立派な 受験生 金石中 3年3組
優秀賞 休憩に 携帯触って 早２時間 金石中 2年1組
優秀賞 真夏日も 宿題見れば 氷点下 金石中 3年4組
優秀賞 計画は 完ぺきなのに 進まない 金石中 1年4組
優秀賞 「勉強は?」 私に言ってる ⿁の声 金石中 2年1組
優秀賞 あっついな こっちだけみてよ 扇風機 金石中 3年4組
入賞 オレ勉強 となりで母ちゃん 大いびき 金石中 3年3組
入賞 夏休み 宿題終わった! 夢の中 金石中 1年4組
入賞 夏休み ラスト１日 本気出す 金石中 2年1組
入賞 通知表 一品減った 夕ご飯 金石中 2年4組
入賞 夏休み あふれる宿題 海のよう 金石中 1年4組
入賞 苦手なの 国語数学 理科英語 金石中 1年4組
入賞 遊びすぎ! 携帯取られて やること無し 金石中 2年1組
入賞 運動会 女子は鏡で 髪セット 金石中 1年2組
入賞 勉強会 かたがきだけの 女子会だ 金石中 1年1組
入賞 またそうめん? いくらなんでも もう飽きた 金石中 1年5組
入賞 炎天下 コートに響く 球の音 金石中 1年5組
入賞 運動会 声枯れるまで 頑張った。 金石中 3年3組
入賞 母はやだ 起こされるなら かわいい子 金石中 2年3組
入賞 日焼けして 肌色ソックス ぬげません 金石中 2年4組
入賞 花火鳴り 共に広がる 笑顔たち 金石中 2年3組
入賞 電柱の 日陰じゃちょっと せますぎる 金石中 3年3組
入賞 清宮に よく似ていると 母は言う 金石中 3年1組
入賞 おでこには 前髪のあと 笑われる 金石中 3年4組
入賞 カブトムシ とりにいったが 庭にいた 金石中 3年4組
入賞 夢のため 今はひたすら がんばるぞ 金石中 3年4組
入賞 弟が やらかしまくって 母激怒 金石中 3年3組
入賞 夏休み することなくて 昼寝する 金石中 1年2組
入賞 スイカわり 自分の前に わられちゃう 金石中 1年1組

平成２７年度 ＰＴＡ川柳大会結果発表!!
 この平成２７年度ＰＴＡ川柳大会には、金石中学校生徒の皆さん、金石町小学校・木曳野小学校・大野町小学校の６年生、それ
ぞれの保護者・先生たちから、９３７句（５２９名）というたくさんのご応募をいただきました。誠にありがとうございました。
 ＰＴＡ・育友会の代表メンバーにて厳選した６０句の入賞作品から、中学生徒の皆さん全員による投票にて、最優秀賞と優秀賞
を決定しました。おめでとうございます!
 どの作品も、思わずニンマリ、ウンウンわかる、なるほどうまい、あららら苦笑い、、、などなど、皆さんの思いがひしひしと
伝わるものばかりで、とても心を揺さぶられました。それぞれの作品の背景や、ここにある作品がたくさんの共感を得て選ばれて
きたことなど、そこにある想いを想像し、親子・先生・友達ともに、楽しく話題にしていただければ嬉しく思います。

● 中 学 生 の 部 門



賞 作品名 学校名 クラス
最優秀賞 おこづかい 花火とともに 散ってゆく 木曳野小 6年2組
優秀賞 片思い かべドンしたら 平手打ち 大野町小 6年1組
優秀賞 先生の ⾧いお話 みなあくび 木曳野小 6年1組
優秀賞 今やろう 思ったときに 母の声 金石町小 6年1組
優秀賞 「今日カレー?!」 においはまさかの となりん家 木曳野小 6年3組
入賞 家の中 子どもはゲーム 親スマホ? 木曳野小 6年3組
入賞 スライダー かいぱんやぶれ 夏終る 木曳野小 6年2組
入賞 ほ習なし 本人よりも 親はしゃぐ 木曳野小 6年2組
入賞 ありがとう その一言で 母笑顔 木曳野小 6年3組
入賞 サッカーで 入ったと思ったら くつだった 大野町小 6年1組
入賞 せまるきき 終わらなければ かみなりが!!  木曳野小 6年3組
入賞 ヒマワリが 私と身⾧ きそってる 木曳野小 6年1組
入賞 習い事 ねこの手借りたい 子どもでも 木曳野小 6年3組
入賞 今年こそ 絶対見たい 流れ星 木曳野小 6年1組
入賞 計画を 立ててもなぜか 親おこる 木曳野小 6年2組
入賞 夢あれば それにむかって がんばれる 金石町小 6年1組
入賞 大会で 打たれまくって 涙ぐむ 木曳野小 6年3組
入賞 中学で 勉強、部活 がんばるぞ 金石町小 6年2組
入賞 飛び込みで 水しぶきがね レインボー 木曳野小 6年3組
入賞 例大祭 伝統文化で いっぱいだ 大野町小 6年1組

賞 作品名 学校名 クラス
最優秀賞 ベッドより 寝ごこちいいのか? その机

                 ―悩む教師― 金石中 2年3組 先生
優秀賞 出さぬなら 出させてみせよう 夏課題

              （〆切過ぎてますよ…） 金石中 1年2組 先生
優秀賞 運動会 生徒と走って ムキになる 金石中 3年4組 先生
入賞 ＬＩＮＥより 気にしてほしい ボーダーライン 金石中 2年1組 先生
入賞 給食の ありがたみ知る 夏休み 金石中 2年3組 保護者
入賞 成⾧期 変わらないのは 寝顔だけ 金石中 3年4組 保護者
入賞 宿題を 教えれるのも あと少し 金石町小 6年1組 保護者
入賞 中学生 どこまで許すか 悩ましい 金石中 3年1組 保護者
入賞 孫の夢 かなえと願う じじとばば 金石町小 6年1組 保護者
入賞 ラジオ体操 子よりはりきり 肉体改善 金石町小 6年2組 保護者

以上

● 小 学 ６ 年 生 の 部 門

● 保 護 者 ・ 先 生 の 部 門

※作品は原則、いただいた文面のままにワープロしています。その上で、明らかに読めない誤りと思われた部分は修正しました。
もし、それ以外の誤字・脱字などありましたら、大変申し訳ありません。何とぞご容赦の程お願いします。


