
【 北海道教育委員会教育長賞 】

マスク越し旧友つどい笑い合う変わる背丈と変わらぬ絆 札幌光星中学校 2年 岡本　佳晃

【 北海道立文学館賞 】

ひまわりがうつむいている通学路ちょっぴりさびしい秋の夕暮れ 札幌市立札苗北小学校 5年 水野　夏帆

【 北海道歌人会賞 】

立ってみて。二人並んで背くらべ見上げる私は必死に背のび 北海道小樽未来創造高等学校 2年 齋藤　夢花

【 北海道新聞社賞 】

瞬き止め息さへ忘るる一音目畳を叩き札舞ふはらり 北海道札幌東高等学校 1年 細川　愛佳

えにっきもかんそうぶんもこうさくもぜんぶきょうりゅうあーたのしかった 網走市立網走小学校 1年 吉田　大

ち図を見て同じ名前を見つけたよ行ってみたいな美里どうくつ 網走市立網走小学校 2年 吉田　美里

すいかわりすいかの気持ち考える「まっすぐ来たわおれもうだめだ。」 札幌市立西岡小学校 6年 伊部　智成

山々が色づいていくゆっくりと自分にあう色さがし出しながら 室蘭市立天神小学校 6年 藤原　実柚

窓あけてふわりと薫る夏の風葉と葉のあいだ青空覗く 安平町立早来中学校 2年 城畑　有玖

百円のラムネのびんから見る夜空朱色の花火とじこめた夏 立命館慶祥中学校 2年 鈴木　雛乃

あと何度この制服を着るのだろう青春脱いでスーツ着るまで 北海道釧路商業高等学校 2年 千葉　香凜

雑音の社会が嫌で、やわらかいあなたの右の耳たぶが好き。 北海道札幌西高等学校 3年 小野寺弘泰

なつのにわやさいはなたちそだってるでもにがてなのパセリとトマト 北広島市立東部小学校 2年 多門　花佳

球迫る外角打った転がったボールが走る自分も走る 札幌市立幌南小学校 3年 松浦　結斗

かおしっぽみみつめからだめはなあしぜんぶかわいいだいすきなゾウ 札幌市立札苗小学校 1年 坂上　彩月

ぐーんとねぶりっじしたらさかさまのふしぎなけしきひひひとわらう 札幌市立中央小学校 1年 橋本　作

夏の朝かすかに香る葉のにおい心やわらぎ今日が始まる 札幌市立篠路西小学校 6年 須藤　さち

廃線の大夕張鉄道の蒸気機関車さびてさびしい 札幌市立新琴似小学校 4年 佐々木　優

ハラハラと母のお腹をなでているもうすぐ会えるぼくの弟 札幌市立新琴似小学校 4年 皆川蒼大朗

すいみん中もがき苦しむ熱帯夜あっちにごろりこっちにごろり 札幌市立手稲鉄北小学校 6年 菊地　舜弥

おかあさん口紅ぬってとなきじゃくる鮮やかピンクにあこがれる時期 江別市立大麻東中学校 2年 山内　星來

二年間会わぬ祖父母にまだ見せぬセーラー服の私前髪作った私 札幌市立向陵中学校 1年 矢野　七雨

ラフティングどこもかしこも深緑と普段きかない鳥のさえずり 札幌市立東白石中学校 2年 千葉　縁

学力も打球のようにのびていけ目標ラインは観客席だ 登別市立鷲別中学校 2年 尾﨑　悠空

太陽が海へと沈むその前に光でつなぐ一筋の道 北海道小樽未来創造高等学校 3年 阿部　光佑

友達の着信無視した言い訳を綺麗な嘘に書き換える朝 北海道小樽未来創造高等学校 3年 西岡　伊織

夕日追うカメラ片手に人々が綺麗と感動心和らぐ 北海道釧路湖陵高等学校（定時制） 4年 森谷　麻未

恋をしたいつもと違う話し方なんでかバレるお母さんには 北海道釧路商業高等学校 2年 鈴木　日毬

カッキーンバットにあてたどまんなかつぎのだせきもまたうってやる 札幌市立栄北小学校 3年 木村　桜空

丸まってすやすやねむる白いねこ見ている私もふぁーとあくび 札幌市立桑園小学校 3年 安井　心美

十さいのうちのインコはげん気だようたをうたうしニコニコわらう 札幌市立中央小学校 2年 井上　椿

なつのうみきもちいいのはみずの中サラサラのすなつるつるわかめ 札幌市立日新小学校 1年 木島ほのり

部屋の中さらさらさらとすなどけい一つぶずつが大事な時間 札幌市立平岡南小学校 3年 伊藤ひかり

ふわふわのわた雪みたいうさぎの毛とけちゃいそうねさわってみたら 札幌市立伏見小学校 2年 三上　凛花

なつやすみたのしかったなあの花火なんどもしたいふゆでもしたい 札幌市立北陽小学校 2年 西山　陽也

いつの日か会いにいけたらいいのになタイムマシンでカムイサウルス 新ひだか町立高静小学校 3年 原　万琴

おんせんできもちよさそうかぴばらさんしっとりぬれたつるつるせなか 北海道教育大学附属札幌小学校 1年 石塚　立夏

動物園夜にはねてたよアライグマ二ひきそろってしっぽをまいて 旭川市立豊岡小学校 4年 和田優空音

いつもはねひとりであるくかえりみちきょうはあなたとてをつなぐみち 小樽市立奥沢小学校 6年 成田　花梨

【 入選 】
※計60名

第16回 北海道 小・中・高生短歌コンテスト 受賞・入選者一覧

【 特別賞 】

【 優秀賞 】
※計8名

【 佳作 】
※計16名　



天狗山衣がえだな秋の服赤黄オレンジ色づいている 小樽市立奥沢小学校 6年 山谷　海斗

待ってるよみんなわいわいくっついてマスクはずして笑える日まで 釧路市立鳥取西小学校 5年 山根　悠聖

ゆかたきてお家でやった夏祭りくじのはずれはお手伝い券 札幌市立北小学校 5年 松浦　梨瑚

文字だけの工作みたいでおもしろい指おりかぞえ31（サーティワン）に 札幌市立幌北小学校 6年 川村　煌

夏休み線香花火見つめてる細いひもからにげる火の玉 札幌市立札苗北小学校 5年 奥　桜心美

ついにきたそろばんだましい見せてやる目の色変えて競技にのぞむ 札幌市立札苗北小学校 5年 新倉　咲音

おそくまでテレビで応援東京五輪無観客でもあふれる感動 札幌市立新琴似小学校 4年 五十嵐優真

ザーザーと流れる川で魚たちがすばやく泳ぐかみなりのように 札幌市立新琴似小学校 6年 一條　宏太

手作りの風鈴がゆれカラカラと私の身体涼しんでいる 札幌市立新陽小学校 6年 上坂　亜季

「やめるなよ」先生の言葉思い出し今日も泳ぐよ私の初恋 札幌市立東光小学校 5年 高橋　佑奈

水不足雨がふらない野菜たちかわいた土もひめいあげてる 札幌市立屯田南小学校 5年 枝元　凌大

熱風にカレーライスの香りするぼくのおなかはぐうーっとなる 札幌市立北都小学校 5年 時田航乃介

スイスイと自転車をこぐ真夏の日くだり坂では足をうかせて 札幌市立北光小学校 5年 赤坂　璃子

一年中冷たくきれいなエメラルドぼくが育ったマレーシアの海 札幌市立宮の森小学校 6年 須部　玲瓏

教室のまどから見える太平洋世界をつなぐ大きな海 室蘭市立天神小学校 6年 菊地　穂香

交差点ふたり止まって長話過ぎゆく車四回目の青 旭川市立中央中学校 2年 田中　夏海

入学し給食時間でマスクはずしはじめて見た顔同じ学校 網走市立第三中学校 2年 藤川　渓寿

はじめてのマスク生活はや二年も一度みたいあの子の笑顔 網走市立第三中学校 2年 矢尾　実冬

泣いた夜母が放ったあの言葉結果は銀賞努力は金賞 石狩市立樽川中学校 2年 吉田　咲季

懐かしい会話飛び交う給食が今は黙々個食の時間 江別市立大麻東中学校 2年 和田明倖実

この時代普通になったオンラインたまにはみたいみんなの笑顔 小樽市立望洋台中学校 2年 成田　一音

自粛せよそう言われてもわからないテレビを見ると人がいっぱい 釧路市立共栄中学校 2年 笹川　歩夢

「トモダチ」の以上も以下もなれぬままこの道を何度歩けるだろう？ 釧路市立共栄中学校 2年 髙瀬　遥陽

母さんのカルボナーラのいいにおいハッピーバースデイお父さん 札幌光星中学校 2年 住吉　康生

体育館シャトルの音色なり響く不満を砕くスマッシュの音 札幌市立栄町中学校 1年 松倉　永和

真っ青な雲一つない空の下蝦夷富士眺め初ラフティング 札幌市立東白石中学校 2年 中野　美央

ラフティング班のみんなと協力しゴール出来たよニセコの川を 札幌市立東白石中学校 2年 山本　実空

目の前が見えてるときの決意など壁の前では役に立たない せたな町立瀬棚中学校 3年 川南　愛奈

友達と遊ぶ妹見送って寂しくもある姉離れの日 苫小牧市立明野中学校 2年 三浦　星

まどをあけ小鳥さえずるねむい朝ほのかにかおる卵焼きあり 苫小牧市立光洋中学校 2年 勝木　章太

一週間始まり告げる月曜日私のシャッターあれ、開かない 登別市立鷲別中学校 2年 野崎奈菜子

積み上がる減らぬ課題を枕にし現実逃避夏の夕ぐれ 立命館慶祥中学校 2年 廣瀬　莉子

父の日に初めて作ったミルフィーユ父の笑顔がくれた思ひ出 池上学院高等学校 2年 柏原可奈子

夏休み課題に追われGoogleの検索使って答えを探す 帯広北高等学校 1年 藤村　瀬那

勉強を始めたらすぐ言われたよ「あらめずらしい」「明日は雨ね」 帯広北高等学校 2年 馬渕　彩

楽しみで待ち合わせ場所に早く着く今から時計ゆっくりになれ 帯広北高等学校 3年 田中碧依

汗をかき滴り落ちるこの暑さだけど食べるは熱いラーメン 帯広北高等学校 3年 渡邊　颯

さみしいなそつぎょうのじきちかくなりともとすごしたひびたからもの 札幌市立北翔養護学校 3年 堅田　真衣

学校祭修学旅行も無くなった卒業前にロスタイム乞う 札幌創成高等学校 3年 金𠮷　真暉

橘の香る庭先前歩く君の袖引く淡い恋の日 北海道小樽未来創造高等学校 3年 池田　有沙

墓参りご先祖様に会いに行く「あなたは今はひいひいばあちゃん」 北海道小樽未来創造高等学校 3年 小川　大輝

朝七時見慣れた道と同じバス学生服もあと少しだね 北海道小樽未来創造高等学校 3年 金澤　彩果

掛け声で手繋いで飛ぶ一瞬の波打ち際の夏の思い出 北海道小樽未来創造高等学校 3年 竹生　亮太

縁側で蚊取り線香火をつけて光とともに恋に落ちてく 北海道小樽未来創造高等学校 3年 長谷川愛唯

放課後に私ひとりの教室でこっそり居眠り彼の机で 北海道小樽未来創造高等学校 3年 渡邊　乃愛

変わりゆく友の姿によろこびとせつなさおもうひとりの夜に 北海道釧路湖陵高等学校（定時制） 4年 米澤　一哲

誰にでも隠しておきたいものはあるマスクの下のニキビの跡とか 北海道札幌北高等学校 3年 武藤　由奈

リモートの授業にも慣れ今ゆえの愉しさ見つける高一の春 立命館慶祥高等学校 1年 名取秀太郎

振り向けばいつもそこには君がいて式を解いても出せない正解（こたえ） 立命館慶祥高等学校 3年 今　裕矢

入賞されたみなさま、まことにおめでとうございます。


