
【 北海道教育委員会教育長賞 】

松本市立清水小学校 ４年 瀧澤優奈

【 北海道立文学館賞 】

返信のＲｅ：の数に比例して君への想い増える気がして 函館市立桔梗中学校 ２年 宮坂菜月

【 北海道歌人会賞 】

「スキな人ダレ？」と聴かれてこたえない鈍感すぎるそこもスキだよ 伊達市立伊達中学校 ２年 仲田光麦

【 北海道新聞社賞 】

積乱雲遠くで聞こえる雷鳴にペダルこぐ足力が入る 旭川市立広陵中学校 ３年 森皓軌

わたしより早おきするよあさがおがきれいな自分を見てほしくって 七飯町立鶴野小学校 ３年 瓜田彩夏

ぜったいにサッカーせんしゅになりたいなわたしのゆめはなでしこジャパン 釧路市立愛国小学校 １年 坂入柚夏

つるりんと水といっしょにすべってくやってみたいな流しそうめん 札幌市立石山東小学校 ６年 山本ほのか

小さな手そっと引いてぼんおどりゆかた花がら私のおさがり 札幌市立札苗北小学校 ６年 白井夏帆

ポロチセにムックリトンコリアツシ織りアイヌ文化に心満たされる 札幌市立札苗北小学校 ６年 倉佑太

妹と市電にゆられ図書館へふと気がつくとオレンジの窓 札幌市立円山小学校 ６年 瓜生有花

暗幕を真一文字に裂く星塵私の想い乗せて輝け 札幌聖心女子学院中学校 １年 瀧田小麦

真後ろに空をかまえて堂々と肩に雲かけ南部の片富士 札幌市立白石中学校 ３年 高橋杏汰

気付いたら目で追うようになっていた君のまわりがまぶしく見える 釧路市立景雲中学校 ２年 水口百音

スカートのひざ上15㎝の青春を満喫している女子高校生 藤女子中学校 ２年　 笹谷美波

しゅくだいをがんばりましたおかあさんがおっけーっていってくれたよ 稚内市立上勇知小学校 １年 佐々木大和

花だんでは花の子葉がめを出した雨のシャワーで元気になるよ えりも町立東洋小学校 ３年 中野あおい

クロールでさいごに水をがぶりのみクリアできればつぎはせおよぎ 江別市立角山小学校 3年 川口歩

思い出は寝台特急カシオペア窓から見える海の青色 札幌市立円山小学校 6年 奥原周

ビー玉の音にさそわれ振り向けば泡はじけとぶラムネさわやか 札幌市立円山小学校 6年 岸田佑亮

漁師たちカムイチャシから鯨見ておふけし浜にたくましく生きる 豊浦町立大岸小学校 6年 和田馨

木のみつに夕日があたって光ってる命をかけてひぐらしがなく 網走市立呼人小学校 4年 寺崎知佑

夏休みこんぶ作業がいそがしいこんぶの後のアイスはうまい えりも町立東洋小学校 6年 菊地修

雨の日は海と雨とがすもうするかみなり鳴って勝負スタート 知内町立湯ノ里小学校 4年 前田珠瑞根

「ありがとう」その一言が言えなくてごめんねもっと素直になるね 釧路市立景雲中学校 2年 島礼奈

タンポポの白いわたげのパラシュートどこへ行くのか風吹く初夏に 北見市立北中学校 2年 山口佑真

どうしようあなたを想うこの気持ち笑顔見るたび大きくなるよ 札幌市立澄川中学校 3年 齋藤彩実

体育館二つに分けるスマッシュの羽よもってけ私の迷い 藤女子中学校 2年 長谷川理緒

本ひらきページをめくるその度に私の世界広がっていく 共和町立共和中学校 2年 土崎華奈

頼ってよ泣きたいときは泣けばいい私はずっとあなたの味方 北見市立小泉中学校 2年 大野可織

雨上がり空に架かった虹の橋窓辺で笑うてるてる坊主 当別町立当別中学校 2年 平有璃香

さんすうでわり算をやりつかれたよはやくやめたいわたしの心 初山別村立豊岬小学校 3年 土門来夢

花が咲き家に飾ると良い気持ち花は生きてる大切にしよう 知内町立湯ノ里小学校 3年 及川航太

夏休みプールに入って気持ち良いいっぱい遊んでうれしさいっぱい 知内町立湯ノ里小学校 3年 山川日向

花火がね夜空に上がるそのときは大きな花が空に広がる 知内町立湯ノ里小学校 3年 工藤結那

いとこ来る二泊三日でキャンプにゴーたんけんしよう川の先まで 江別市立角山小学校 3年 吉川照朗

たんぽぽがさいているよねおかあさんげんきになあれおみずあげるよ 札幌市立札幌小学校 1年 酒井郁奈

歩いたら足のうらがね木になったかわをむいたら夏の思い出 千歳市立高台小学校 2年 根岸愛

きゅう食のすきなメニューがある日には学校行くのたのしみすぎる 名寄市立名寄小学校 2年 吉田夏実

赤とんぼどこへゆくのかおいかけてわれをわすれてゆうひにとける 札幌市立あいの里西小学校 1年 中村天音

ながれぼしいっしゅんだけどキレイだなかなえばいいなわたしのねがい 札幌市立太平南小学校 4年 山川冴絵

お父さんどうして行くの飲み会に飲めないけれど楽しいのかな 遠軽町立生田原小学校 4年 舟木愛公

先生のおにぎりうまい最高だしおかげんもねめちゃめちゃいいよ 北見市立東相内小学校 4年 高橋颯太

ばあちゃんのカレーライスはおいしいなソースケチャップこれがポイント 函館市立千代田小学校 4年 福島翔

※計58名　　　

夏の雲くじらわたあめヘリコプターどんどんかわる空の絵本だ

【 入選 】

第8回小・中学生短歌コンテスト入賞者一覧

【最優秀賞】

【優秀賞】

※計16名　　

※計10名　小学1～3年生から3名、小学4～6年生、中学生の各部門から4名ずつ

【佳作】



お父さん東北にいてさみしいなでもおしごとをがんばっている 千歳市立末広小学校 6年 佐々木美悠

夏の山キャンプに行って楽しいな自分で作ったカレーがウマイ 札幌市立東白石小学校 6年 中川志英

太陽がてりつけるころビー玉が光をすいこみほうせきになる 札幌市立鴻城小学校 6年 小亀紫音

和だいこの音はするどく響くけど心の中には温かく残る 札幌市立鴻城小学校 6年 進藤晴香

にいちゃんよガラスのハートがくだけちるちょっとさわるとすぐにボロボロ 札幌市立上野幌東小学校 6年 横地航大

風にゆれかすかに聞こえる夏の音雲一つない空に消えゆく 札幌市立円山小学校 6年 原和佳子

もいわ山山頂で見た札幌の赤とんぼたち秋を知らせる 札幌市立円山小学校 6年 川崎はるか

釧路川カヌーをこいだら大発見木漏れ日走る大きなミンク 札幌市立円山小学校 6年 大澤峻

家帰り宿題やれとどなられるはいはいわかった今やりますよ 浦臼町立浦臼小学校 4年 廣瀬未希

夏休みいなかの海でおよいだよコンブユラユラウキワプカプカ 函館市立高丘小学校 4年 算用子麻衣

ちんあなごあなにすんでて出てきたよ右に左にゆらゆらしてる 恵庭市立恵み野旭小学校 4年 菊地龍之介

アザラシが岩場で休むえりもみさき海のにおいの強い風ふく 恵庭市立恵み野旭小学校 4年 釣部衛

ペダルこぎやわらかな風感じてる遠くに海が光って見える 階上町立大蛇小学校 6年 中田ほのか

映画みていきなりキスシーンでちゃったよすかさず親が手をのばします 階上町立大蛇小学校 6年 濱道茜音

いろはすが飲みたいと思い百五十円ガコンと出てきたとなりのコーラ 階上町立大蛇小学校 6年 内城和生

家帰り母におこられふろそうじやりたくないがさからえないな 札幌市立伏見小学校 6年 西濱りおん

大好きな漫画を買ったうれしいなページめくれば腹筋崩壊 札幌市立八軒小学校 6年 髙島綾乃

夏休み祖父母の家で野菜取りきゅうりのトゲがチクチクささる 札幌市立八軒小学校 5年 片山智陽

僕のリリきれいな白いビビりねこいつもカゲからこっそりのぞく 室蘭市立高砂小学校 6年 浅見楽心

こんぶ干し家ぞくみんなで手を取り合いこんぶの味も努力の汗から 浜中町立霧多布小学校 4年 塚田陽昇

湿原は緑がいっぱいいやされる心の中にも緑広がる 浜中町立霧多布小学校 4年 澤山美希

夏おわり秋がくるのももう少し服もひっこしはんそでさらば！ 札幌市立札苗北小学校 6年 佐藤凛

何処だってカメラ向けられみな笑顔カメラマンにも笑顔がうつる 札幌市立白石中学校 2年 須藤璃乃

人の目をいつも怖がる君だけど怖がらなくてもいいとおもうよ 釧路市立景雲中学校 2年 小林純菜

高き壁夢だけ先にほうり投げまだ見ぬ景色へ向かってのぼる 釧路市立景雲中学校 2年 荒井裕斗

再来年みんなそれぞれ歩みだす私はその時ふみだせるかな 登別市立西陵中学校 2年 平田真夕

ひぐらしが夕ぐれ時に鳴いているなごりおしげに林の中で 枝幸町立歌登中学校 2年 木村みなみ

新チーム部活の主将任されたあぁどうしよう不安がいっぱい 訓子府町立訓子府中学校 2年 佐藤実春

海面にオレンジ色の滑走路飛んで行きたい夕日の中へ 鷹栖町立鷹栖中学校 3年 加藤大竣

楽しげにクラスメイトと話す君なんでこんなにくやしいんだろう 伊達市立伊達中学校 2年 吉（旧漢字）田淳

写真見て幼い頃を思い出す虫歯だらけの満面の笑み 寿都町立寿都中学校 3年 金子和恵

建て物の隙間に咲いたふきのとう光を浴びてきらきら輝く 札幌市立澄川中学校 3年 幡本果歩

あの日からずっと読んできたこの本は私の心に勇気をくれた 札幌市立平岡中央中学校 1年 熊田原徳乃

去年まで軽く話せた夢なのに近づいてきた現実の壁 札幌市立澄川中学校 3年 白井澄佳

ありがとう伝えたいのは言葉じゃない心の奥の感謝の気持ち 札幌市立東白石中学校 2年 吉井那緒

星占いちょっとよかった木曜日近所のネコにほほえみました 藤女子中学校 2年 高橋初美

将来の不安の闇から逃げたくてせめて部屋には明りを灯す 藤女子中学校 2年 重堂裕貴

シュートしてシュパッと決まりあみゆれるオレンジ色の青春がある 藤女子中学校 2年 廣田あいら

夏休み君に会えなくさびしくて祭りの中で君を探した 興部町立興部中学校 2年 蒲原灯希子

夕暮れのピンクに染まるひつじ雲君もこの空見ているのかな 置戸町立置戸中学校 2年 後藤真佑

放課後のオレンジ色の空の下「またあしたね」と君は手を振る 札幌市立厚別南中学校 2年 最上心琴

夕暮れの闇に飲まれず蛍たち命の限り光を発つ 橋本市立紀見北中学校 2年 向浦愛

ゴロを捕りファーストへ届けアウトとり君への想いも届くといいな 当別町立当別中学校 2年 室伏綾音

グラウンド輝く君を窓辺からいつも見つめる私の想い 当別町立当別中学校 2年 千葉まどか

入賞されたみなさま、まことにおめでとうございます。


