
平成27年度　愛媛県地域活動連絡協議会　「心のつぶやき」応募一覧

NO． 所属 ペンネーム 応募作品

1 八雲 ちゃま 末娘　いっぱい甘えて　今だけだから
2 八雲 わたちゃん 気をつけよう　同じ口調で　しゃべってる
3 八雲 わたちゃん しかった夜　寝顔を見ながら　反省会
4 八雲 ちゃま まわり見て　「赤ちゃんほしい」　母ドキリ
5 八雲 ストライプ おいしいね　その一言で　腕上がる
6 八雲 ストライプ 反抗期　態度おおきい　おさるかな
7 八雲 みき そばにいる　ただそれだけで　心強い
8 八雲 もも にぎる手を　ながめて感謝　幸せに
9 八雲 もも その笑顔　こちらも笑顔　皆笑顔
10 八雲 みき だきしめて　あなたのぬくもり　感じたい
11 八雲 みき ありがとう　大好きだから　伝えたい
12 八雲 ふみちゃん 「ありがとう」　この一言で　元気でる
13 八雲 ともちゃん 怒って！泣いて！笑って！　子どもたちとのやりとり　それが幸せ
14 八雲 めぐ ねがおみて　きょうもげんきを　ありがとう
15 八雲 みき いつも　笑顔を　ありがとう
16 八雲 しーちゃん 元気の源　愛情いっぱい　おいしいご飯
17 八雲 みい イヤイヤと　言われても最後は　ハーイの返事
18 八雲 hug テレビ観て　みんなで笑う　何でもないけど幸せ
19 八雲 みき やめよう　お酒とたばこ　家族のために・・・
20 八雲 いっちゃんママ 「ママ好きです。おっぱいください。」と息子ごあいさつ
21 八雲 hug 「いつもありがとう」　言われるだけで　がんばれる
22 宮内小 おとうさん　いかつりじょうず　すごいなぁ
23 宮内小 おかあさん　とってもとってもとっても　だいすきだから
24 宮内小 おにいちゃん　こんどいっしょに　あそぼうね
25 宮内小 ばあちゃん　おりょうりおいしいよ　ありがとう
26 宮内小 ごはんてつだってあげるよ　おかあさん
27 宮内小 おかあさん　いつもおりょうり　おいしいよ
28 宮内小 おとうさん　いつもがんばってくれて　ありがとう
29 宮内小 おかあさん　すこしやすませて　あげたいな
30 宮内小 おかあさん　おいしいりょうりを　あげたいです
31 宮内小 かあさんに　やすんでほしい　ありがとう
32 宮内小 いつもおとうさん　おしごと　ごくろうさま
33 宮内小 おかあさんおとうさんに　にじいろのおてがみ　あげるね
34 宮内小 おかあさんにおにぎりつくってあげたいな　おとうさんしごとがんばって　ありがとう
35 宮内小 おかあさんに　じぶんのおかねで　おみやげをあげたい
36 宮内小 とうさん　いつもしごと　がんばってるね
37 宮内小 おかあさん　じてんしゃれんしゅうの　おてつだいありがとう
38 宮内小 おとうさん　いつもおしごと　がんばってるね
39 宮内小 おかさんに　りょうりをつくって　あげたいな
40 宮内小 おかあさん　こうえんにつれていってくれて　ありがとう
41 宮内小 おかあさん　いつもいっしょにあそんでくれて　ありがとう
42 宮内小 おとうさん　いつもおしごとがんばって　ありがとう
43 宮内小 にちようび　いっしょにあそびに　いきたいな
44 宮内小 おかあさん　いつもおしごと　ごくろうさま
45 宮内小 かあさんへ　こまったことがあったら　たすけてあげるね
46 宮内小 おとうさん　いっしょうけんめいおしごとしてくれて　ありがとう
47 宮内小 おかあさん　なにかこまったことがあったら　いってね
48 宮内小 いつもごはんをありがとう
49 宮内小 ならいごとのあちの　ままのごはんがとってもおいしいよ。ずっとおいしいごはんつくってね。
50 宮内小 おねえちゃんと　なかよく　ぐんぐんのびていこう
51 宮内小 かあさんとうさん　いつもそだててくれて　ありがとう
52 宮内小 おとうとよ　だいじなものを　なげないで
53 宮内小 おにいちゃん　あそんでくれて　ありがとう
54 宮内小 いもうとが　ずくずくそだつ　一ねんせい
55 宮内小 おかあさん　いつもやさしくしてくれて　ありがとう
56 宮内小 おかあさんおとうさん　いつもやさしくしてくれて　ありがとう
57 宮内小 だいじょうぶ　おねえちゃんいった　やさしいきもち
58 宮内小 ぼくのかぞくは　げんきいっぱい　たのしいなぁ
59 宮内小 おかあさんと　すごすのが　たのしいよ
60 宮内小 おかあさんが　つくったごはんを　のこさずたべよう
61 宮内小 おかあさんのごはんは　じまんのごはん
62 宮内小 おかあさん　じてんしゃのれるようになったよ
63 宮内小 おかあさん　いつもやさしい　ありがとう
64 宮内小 やさしいところがいいな　おかあさん
65 宮内小 おかあさん　いつもまいにち　ありがとう
66 宮内小 かぞくみんな　なにがあっても　たすけあおう
67 宮内小 たのしいよ　ぼくのかぞくは　みんななかよし
68 宮内小 おかあさん　いつもやさしい　だいすきです
69 宮内小 おかあさん　いつもやさしくしてくれて　ありがとう
70 宮内小 やさしいよ　いつもにこにこ　おかあさん
71 宮内小 まま　ようふく３まいかってくれて　ありがとう
72 宮内小 おかあさん　ごはんをつくってくれて　ありがとう
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73 宮内小 おかあさん　じてんしゃなおしてくれて　ありがとう
74 宮内小 おかあさんに　やすませてあげたいな　おかあさんに　りょうりつくってあげたいな
75 宮内小 おとうさん　やさしいきもちって　いいよね
76 宮内小 ごはんをのこさない　これがわたしのかぞくの　じまんだよ
77 宮内小 おかあさん　やさしい　げんきいっぱい
78 宮内小 おかあさんが　やさしくしてくれて　うれしいです
79 玉谷小 ファイヤーりな たのしいな　かぞく五人で　ばんごはん
80 玉谷小 ファイヤーりな おてつだいして　ママにほめられた　「またしよう！」
81 玉谷小 ノガッパ お母さん　「げんこつはやめてよ」　いたいんだ！
82 玉谷小 ポコ太 お兄ちゃん　いっしょにあそぶ　たのしいな
83 玉谷小 キュウヒ お父さん　いっしょにねよう　「おやすみなさい」
84 玉谷小 ジバニャン 弟が　じゃましてできない　しゅくだいが
85 砥部小 からあげ おかあさん　ありがとう　いつもしょっきをあらってくれて
86 砥部小 とら たのしいな　おとうさんと　いえでゴルフあそび
87 砥部小 なまけもの パパへ　いつもゲームであそんでくれて　ありがとう
88 砥部小 かえる ママのてづくり　からあげ　だいすきだよ
89 砥部小 ぺんぎん パパへ　いつもとべやきをつくってすごいね　だいすきだよ
90 砥部小 かれい おかあさん　キャッチボールしてくれて　ありがとう
91 砥部小 おすし おとうさん　おにごっこをしてくれて　ありがとう
92 砥部小 パン おとうさん　いつもあそんでくれて　ありがとう
93 砥部小 ねこ ママへいつもパソコンをがんばってくれて　ありがとう
94 砥部小 さめ パパいつもはたらいてくれて　ありがとう
95 砥部小 ちいたあ おとうさん　ばばぬきをしてくれて　ありがとう
96 砥部小 ぶどう うれしいな　しゅうかいじょで　キャッチボール　おとうさんと
97 砥部小 いぬ ママだいすきだよ　いっしょにあそんでくれて　ありがとう
98 砥部小 ももんが たのしいな　ほんどうで　パパとラジコンあそび
99 砥部小 しばけん たのしいな　おみせでままと　おかいもの
100 砥部小 ようかいおっちゲーム ママへ　おまつりのとき　りんごあめかってくれて　ありがとう
101 砥部小 もるもっと うれしいな　にわでなわとび　おとうさん
102 砥部小 からーげ ママ　アイスをかってくれて　ありがとう
103 砥部小 うさぎ おかあさんへ　うれしいな　いつもいっしょにおふろはいってくれて　ありがとう
104 砥部小 すいか うれしいよ　おとうさん　とらんぷをしてくれて　ありがとう
105 砥部小 りす おかあさん　てづくりチャーハン　だいすきだよ
106 砥部小 はむすたあ おかあさんのサラダ　いつもおいしいよ　ありがとう
107 砥部小 ばった おとうさんあそんでくれて　ありがとう　またいっしょにあそぼうね
108 砥部小 かぶとむし おとうさん　こうえんにつれていってくれて　ありがとう
109 砥部小 やきにく かぞく　うんどうかいのあと　やきにくやさん　たのしかったよ
110 砥部小 うさぎ おかあさん　ごはんつくってくれて　ありがとう
111 砥部小 ぱんだ おかあさん　いつもおいしいオムライス　ありがとう
112 砥部小 ちいたあ おかあさんのカレーおいしいよ　いつもありがとう
113 砥部小 いちご おかあさん　いつもおかあさんの　サラダおいしいよ
114 砥部小 わに おかあさん　てづくりハンバーグ　おいしいよ
115 砥部小 すぴのさうろす お父さんのたまごやきおいしい
116 砥部小 わに おかあさんのはんばあぐすきだよ
117 砥部小 ぶどう おかあさんとかった　ぶどうおいしい
118 砥部小 やもり おとうさん　いつもおしごと　がんばってね
119 砥部小 ラーメン おとうさん　おいしいサラダ　ありがとう
120 砥部小 くわがた おとうさん　くわがたつかまえたよ
121 砥部小 わに チーズパン　おかあさんのつくるの　おいしいよ
122 砥部小 はやぶさ おとうさん　おふろであそんでくれて　ありがとう
123 砥部小 すーてき おとうさんの　カレー　だいすき
124 砥部小 みんなやさしくてうれしいよ　まいにちたのしい　なかよしかぞく
125 砥部小 りんご おかあさん　まいにちとうこう　ありがとう
126 砥部小 プリン おねえちゃんといく　おかしやさん　たのしいなあ
127 宮内小 まきろん うれしいな　かぞくとたべれて　よるごはん
128 宮内小 元気 学校へ　「いってらっしゃい」いってくれると　うれしいよ
129 宮内小 あんず いっしょにね　かぞくでラーメンやさん　たべにいきたいな
130 宮内小 みたにさあもん うんどう会　おうえんしてくれて　ありがとう
131 宮内小 はるちゃん おかあさんとおさんぽ楽しいな　おかあさんといっしょにごはん楽しいな
132 宮内小 ここ うんどうかい　ままのおべんとうおいしいね　うんどうかい　みんながおうえんうれしいな
133 宮内小 プールいっしょにみてくれてうれしいな
134 宮内小 がっちゃまん うんどうかい　おうえんしてくれて　ありがとう
135 宮内小 お母さん　おうえんしてくれて　うれしいよ
136 宮内小 まっつー かぞくでいっしょにひるごはんたのしいな
137 宮内小 あいなちゃん いつもまましごとでいそがしいのにおかいものいってくれてありがとう
138 宮内小 ゆうた かぞくでいっしょにあそんでたのしいな
139 宮内小 しんちゃん いつもおかあさんゲームしてくれてありがとう
140 宮内小 南さーもん パパときょうそうしてたのしい
141 宮内小 片岡さーもん おかあさん　おうえんしてくれて　ありがとう
142 宮内小 つむちゃん プレゼント　つくるとにっこり　おかあさん
143 宮内小 うんどうかい　おうえんしてくれて　ありがとう
144 宮内小 らいひ おかあさん　おいしいごはん　ありがとう
145 宮内小 大上大トロ ばんごはん　かぞくでたべるとおいしいね
146 宮内小 れいちゃん ゆうごはん　かぞくとたべて　うれしいな
147 宮内小 チーター おならして　わらってくれる　おかあさん
148 宮内小 はる おかあさん　いつもえがおが　すてきだよ
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149 宮内小 千ざきサーモン おとうさん　どこでもへをして　おもしろい
150 宮内小 あみちゃん おかあさん　いつもごはん　おいしいよ
151 宮内小 おにいちゃん　いっしょにあそんでくれて　うれしいな
152 宮内小 おとうさん　ありがとう
153 宮内小 お父さん　サッカーつれていってくれて　ありがとう
154 宮内小 おとうさん　ホットケーキを　ありがとう
155 宮内小 いつもいつも　おいしいごはん　ありがとう
156 宮内小 お父さんが　かいしゃをがんばってくれて　うれしいな
157 宮内小 おかあさん　ごはんおいしよ
158 宮内小 おかあさん　おしごとがんばって　ぼくもがんばるよ
159 宮内小 お父さん　まいにちしごとをしてくれて　ありがとう
160 宮内小 おかあさん　まいにちおいしいごはん　ありがとう
161 宮内小 お母さん　いつもごはんをつくってくれて　ありがとう
162 宮内小 お母さん　おいしい夕ごはん　ありがとう
163 宮内小 おかあさんお父さん　りょこうにつれていってくれて　ありがとう
164 宮内小 おかあさん　いつもごはんを　ありがとう
165 宮内小 おかあさん、お姉ちゃん　いつもおうえん　ありがとう
166 宮内小 これからも　べんきょうして　がんばるよ
167 宮内小 おかあさん　おいしいごはん　ありがとう
168 宮内小 ママすきだよ　やさしくしてね
169 宮内小 ままぼくもがんばるから　がんばってね
170 宮内小 もっざん お母さん　つくったごはん　まじおいしい
171 宮内小 おかあさん　いつもおいしいごはん　ありがとう
172 宮内小 おかあさん　いつもおそうじしてくれて　ありがとう
173 宮内小 おとうさん　休みの日としょかんとかにつれていってくれて　うれしいよ
174 宮内小 おかあさんのごはんは、おいしいよ
175 宮内小 かぞくでたのしくあそべれてうれしいよ
176 宮内小 おかあさん　いつもおしごと　ありがとう
177 宮内小 おかあさん　いつもおりょうり　ありがとう
178 宮内小 おかあさん　いつもあさごはん　ありがとう
179 宮内小 ななめちゃん 夜ごはん　みんなでたべると　おいしいね
180 宮内小 ちよよ よるごはん　みんなでたべると　おいしいな
181 宮内小 おねえちゃん　いつもがっこうつれていってくれて　ありがとう
182 宮内小 おかあさん　いつもおいしごはんつくってくれて　ありがとう
183 玉谷小 スーパーマリオ 妹とままごとじゃなくて　ゲームしたい
184 広田小 さやっち 母さんは　いつもたいへん　しごとする
185 高市小 かな お姉ちゃんが　じいちゃんてつだわない　わたしやる
186 高市小 れいち お兄ちゃん　なかまはずれに　しないでよ
187 高市小 けんしん かぞくにボールをなげてもらっているから　かんしゃの気持ちをかえしてあげる
188 麻生小 にいーちゃん おかあさん　いつもごはん作ってくれて　ありがとう
189 麻生小 フユニャン かぞくでね　いつか行きたい　ハワイりょ行
190 麻生小 いざなぎ いつもごはんを作ってくれてありがとう
191 麻生小 ゆうゆう おかあさん　いつもおいしいごはんを作ってくれて　ありがとう
192 麻生小 ワンピイス ゆうなとあそぶのが楽しかったです
193 麻生小 つめたい水 家ぞくみんなが　なかよく元気ですごそうね
194 麻生小 ここぴー かぞくでかん月さいに行けてよかったね

195 麻生小 りんか
お母さんいつもごはんを作ってくれてありがとう。お父さんおしごとごくろうさん。お兄ちゃんちょっと
あそんでくれてありがとう

196 麻生小 レモンちゃん いつもやさしくしてくれてありがとう
197 麻生小 ゆうきち お父さん　しごとたいへんだけど　がんばってね
198 麻生小 えんま大王 かぞくとね　いとこといっしょに　おでかけだ
199 麻生小 むらひな おかあさん　おいしいごはん　ありがとう
200 麻生小 ミキャン 妹のみうとおえかきをしたよ
201 麻生小 キャラ きのうかぞくでねて　犬にかおをなめられて　こちょばかった
202 麻生小 こずみ おとうさん　いっつもおしごとがんばってくれて　ありがとう
203 麻生小 いつもおいしい　夜昼朝ごはん　ありがとう
204 麻生小 ミウツー お父さん　かっこいいよ　ほめたいな
205 麻生小 こまさん ユニバーサルスタジオジャパンに行ってホテルにとまって楽しかったね
206 麻生小 アクア 母さんと　いっしょにごはん　おいしいよ
207 麻生小 みゆき いつもパパとママのごはんはおいしいよ。これらかもよろしくね。
208 麻生小 ヘムラームリンカーン お父さんお母さん　いつもおせわありがとう
209 麻生小 王さま おすもうで　おうかにかって　うれしい
210 麻生小 ゆーちゃん 楽しかったよ　かん月さい　また来年も　行きたいな♪
211 麻生小 ビート ごせんぞさま　いつもまもってくれて　ありがとう
212 麻生小 しーちゃん 妹と　大ゲンカして　おこられる
213 麻生小 お母さん　しかってくれて　ありがとう
214 麻生小 おかあさん　しんぱいかけて　ごめんなさい
215 麻生小 ありす いっしょにおふろ　またはいろうね　ありがとう
216 麻生小 おじちゃん　いっしょにしょうぎを　してくれて　ありがとう
217 麻生小 まるまるぶどう 家ぞくとね　力あわせて　まい日を
218 麻生小 お母さん　いつもめいくで　形かくす
219 麻生小 お母さんは　なんで４人も　子どもをうめるの
220 麻生小 アツギリベーコン お母さん　おこってばっか　やめてよね
221 麻生小 お母さん　ごはんはいつも　おいしいよ
222 麻生小 ホワイトキャット 家ぞくでね　いつも　りょ行に行きたいな
223 麻生小 ほしみやいちごちゃん たのしいね　ハワイにいこう　家ぞくでね
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224 麻生小 お母さんいつもおせわしてくれてありがとう。お父さんもおしごとがんばってね
225 麻生小 あかまる かぞくときのう　サイクリングして　楽しかった
226 麻生小 お母さんいつもごはん作ってくれてありがとう。お父さんいつもおしごとがんばってくれてありがとう
227 麻生小 のろいのはな子さん 姉とけんかをして、トイレに行こうとしたが、姉がこもっていたので、２かいのトイレに行きました
228 麻生小 おかあさん　わたしはいつも　大すきだよ
229 麻生小 かぞくはね　みんななかよし　ハッピーだ
230 麻生小 ありがとう　いつもやさしい　おかあさん
231 麻生小 おかあさん　お兄ちゃんをしかってくれて　ありがとう
232 麻生小 おかあさん　いつもごはんが　おいしいよ
233 麻生小 お父さん　あそんでくれて　ありがとう
234 麻生小 おかあさん　おいしいごはん　ありがとう
235 麻生小 ママいつも　おいしいごはん　ありがとう
236 麻生小 おかあさん　やさしくしてくれて　ありがとう
237 麻生小 かぞくのみんな　わたしをうんでくれて　ありがとう
238 麻生小 おかあさん　いつもいっしょに　あそんでくれて　ありがとう
239 麻生小 妹が　いじめてくるよ　いやだな
240 麻生小 お兄ちゃん　けんかやめよう　よろしくね
241 麻生小 ママいつも　ごはんを作ってくれて　ありがとう
242 麻生小 父さん　やさしくしてくれて　ありがとう
243 麻生小 ありがとう　かぞくみんなが　しあわせに
244 麻生小 つらいんだ　いつもなぐってくる　赤ちゃんだ
245 麻生小 妹にいっぱいいっぱいかみつかれた
246 麻生小 お母さん　ぼくばっかり　おこらないで
247 麻生小 みきゃん 兄にたたかれる　お母さんに言ったら　おこられる
248 麻生小 ゆっち 妹へ　いつもけんかして　たたいてごめんね
249 麻生小 かわいいりすちゃん 家ぞくと　いっしょに　くらす
250 麻生小 青キング 弟や妹をたいせつに
251 麻生小 オオカミ かぞくと　なかよく　あそぼうよ
252 麻生小 楽しいりんご 家ぞくと　いっしょ　楽しいな
253 麻生小 赤い月 お兄ちゃん　べん強いっぱい　やってね
254 麻生小 いちごがだいすき お兄ちゃんと　なかよくして　あそぶ
255 麻生小 リリ おねえちゃん　いつもわたしを　たたかないで
256 麻生小 松山 かぞくの　思いでは　わすれずに
257 麻生小 みーちゃん かあさんに　言われずにでも　かたたたき
258 麻生小 弟はわたしの強さをしらない おとうとや　わたしの強さを　知ってみろ
259 麻生小 ピョンピョンかえる おとうさん、おかあさんがだいじなものをおとしたら　いっしょにさがそうよ
260 麻生小 つっかん にいちゃんと　いつもいっしょ　たのしいな
261 麻生小 天し お兄ちゃんと　けんかしちゃったよ　くやしいな
262 麻生小 すごいメロン かぞくをね　だいじにしてね　あそぼうね
263 麻生小 あーちゃん 弟とけんかをしても　なかよくあそぼう
264 麻生小 ゆかいなねこ おにいちゃんと　けんかをしないように　あそぼう
265 麻生小 ロンげんき おかあさん　いつもありがと　うれしいよ
266 麻生小 ペットひじき かぞくといれば　なんでもできる　だいじな人
267 麻生小 いじわるけんか 姉ちゃんは　いつもいじわる　くやしいな
268 麻生小 巨ほう 家ぞくとね　いっしょにあそぼう　友だちも
269 麻生小 おかあさん　ぼくをうんで　ありがとう
270 麻生小 おじいちゃん　さけをのんだら　水をのんで
271 麻生小 弟を　けんかをして　さいていた
272 麻生小 おかあさん　ごはんつくって　ありがとう
273 麻生小 父さん　しごとがえりは　あしくさい
274 麻生小 おねえちゃん　あそんでくれて　ありがとう
275 麻生小 なやみごと　なんでもいえる　おねえちゃん
276 麻生小 かぞくでね　いつもねられて　うれしいな
277 麻生小 うさぎかわいいな かなしいな　けんかをするよ　おとうとと
278 麻生小 ことニャン お姉ちゃんがいつもいじわるなのに　やさしくはげましてくれた
279 麻生小 ゆかいなうさぎ 家ぞくと　いっしょにいれば　あんしんだ
280 麻生小 おかあさん　いつもごはんが　おいしいよ
281 砥部小 りす うんどう会　かぞくのおうえん　うれしいな
282 砥部小 みきゃん かぞくのいのち　まもりたい
283 砥部小 うさぎ 家ぞくみんなで　バイキング　なつ休みのたのしい思いで
284 砥部小 とべっち お母さん　いつもひまちゃんのおせわをしてくれて　ありがとう
285 砥部小 ゴジラ うれしいな　かぞくのおうえん　うんどう会
286 砥部小 いぬ マラソン大会　おじいちゃんのおうえん　がんばるぞ
287 砥部小 こねこ おとうとが　かけっこ３いで　えがおいっぱい
288 砥部小 みきゃん お父さんの作った　ケーキ　うれしいな
289 砥部小 キジニャン 夏休み　かぞくいっしょの　レオマワールド
290 砥部小 さかな おじいちゃんの　手作りゆうぐ　たのしいな
291 砥部小 どこんじょうがえる ありがとう　いつもやさしい　お兄ちゃん
292 砥部小 ぶどう 夏休み　かぞくでいっしょに　テントごっこ
293 砥部小 うさぎ お母さん　いつもごはんを　ありがとう
294 砥部小 たか うんどうかい　リレー４いでも　ほめられた
295 砥部小 Ａさん ばあちゃんちの　川でおよぐの　たのしいよ
296 砥部小 コリラックマ❤ 家ぞくで　しょくじ　たのしいな
297 砥部小 まつば うんどうかい　ダンスがんばり　ほめられた
298 砥部小 しか かぞくの時間　たいせつに
299 砥部小 みかん おかあさんの声でがんばれた
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300 砥部小 オロチ うれしいな　ひっこしできる　みんなの家だ
301 砥部小 ねこ いもうとが　いすにすわったよ　かわいいな
302 砥部小 ゾロリ おべんとうを　かぞくでたべた　おいしいな
303 砥部小 いちご うんどうかい　かぞくのおうえん　うれしいな
304 砥部小 みきゃん おかあさんの　てつだいをして　楽しいな
305 砥部小 とべっち たこやきパーティ　かぞくでいっしょに　楽しいな
306 砥部小 てんし 家ぞくで行った　大阪りょこう　ジンベイザメにびっくりだ
307 砥部小 けんけん おかあさん　いつもたいへんそうだね　ぼくもお手つだい　がんばるよ

308 砥部小 だいだい
お母さん　いつもぼくのすきなおいしいごはんを　ありがとう　これからもおいしいごはんをつくっ
てね　うれしいよ

309 砥部小 じん お父さん　いつもおしごとがんばってくれて　ありがとう　ぼくもべんきょう　がんばります
310 砥部小 ななピー おじいちゃん　しんどいのにはたけしごとをがんばってくれて　とてもうれしよ。もっとあそびたかっ
311 砥部小 もも おばあちゃんへ　いつもごはんやおふろをしてくれて　ありがとう
312 砥部小 りんか おかあさんおとうさん　おにいさんおねえさん　いつもありがとう　ずっとこころで　おもってい
313 砥部小 はる お母さん　いつもおいしいごはんを　ありがとう

314 砥部小 ゆうりっち
おばあちゃん　いつも九九やごはんやおふろをつくったりおしえてくれて　ありがとう　これからも
おしえてね

315 砥部小 ひな ママいつも　かじや妹弟のせわ　ありがとう
316 砥部小 はる おとうさんおかあさん　いつもみんなのためにはたらいてくれて　ありがとう
317 砥部小 まっさ お母さん　いつもおいしいごはんをありがとう　もういちどバーベキューしたいよ
318 砥部小 ゆう みんなでつくるりょうり　おいしよ　わたしもてつだうよ
319 砥部小 とっくん おかあさんありがとう　ゲームせんたーでおもちゃを　とってくれてありがとう
320 砥部小 はーは お母さんいつもありがとう　わたしはママのこと　いっしょうわすれないよ　だいすき
321 砥部小 しせい お母さん　きょうだい四人うんでくれて　うれしいよ　ありがとう
322 砥部小 りっくん お父さん　いつもかぞくのためにはたらいてくれて　ありがとう　はたらきものだね
323 砥部小 わか ありがとう！　母さんいつもごはん　おいしいよ　ありがとう！
324 砥部小 ゆう太 いつもごはんをつくってくれて　ありがとう　いつもおいしよ　こんどはぼくもてつだうね
325 砥部小 かんた お母さんお父さん　いつもごはんをつくってくれて　ありがとう
326 砥部小 さやちゃん おかあさんとおとうさん　いつもおしごとをして　おきゅうりょうをとってくれて　ありがとう
327 砥部小 らんらん お兄ちゃん　いつもやさしくして　べんきょうをおしえてくれて　ありがとう　大すきだよ
328 砥部小 ひろと おかあさん　おいしいりょうり　ありがとう　みんなえがおだよ
329 砥部小 なつみ ばあば　いつもやさしくしてくれて　ありがとう　長いきしてね
330 砥部小 くまもん さくらちゃん　すわりはじめて　うれしいな
331 宮内小 いつも　おいしいごはん　ありがとう
332 宮内小 いつもおいしいごはんありがとう。おおきくなったらおいしいごはんつくってあげるね。
333 宮内小 いつもごはんを作ってくれてありがとう。だから大きくなったらいっしょにごはんを作ろうね。

334 宮内小 たいちゃん
ママべんとうをつくるのをれんしゅうしていっておいしいごはんをつくるよ。だからいつかりょうりす
る。いつもおいしいりょうりをつくってくれてありがとう。

335 宮内小 いつもおいしいごはんをありがとう
336 宮内小 いつもごはんを作ってくれてありがとう
337 宮内小 お父さんお母さんいつもおいしいごはんを作ってくれてありがとう
338 宮内小 いつもおてつだいありがとう大きくなったらてつだうね。
339 宮内小 こーめー いつも僕の体を心配してくれて有難う。これからは給食を少なめにするよ。

340 宮内小 しゅうくん
いつもごはんをつくってくれてありがとう。いつもはたらいてくれてありがとう。いつもあそんでくれて
うれしいよ。

341 宮内小 ゆきちゃん いつもせんたくやごはんをしてくれてありがとう。つぎはわたしがせんたくやごはんをしてあげるか
342 宮内小 まい年かわいいようふくありがとう。大人になったらに合うふくを作ってあげるね。
343 宮内小 毎日おいしいごはんを作ってくれてありがとう。
344 宮内小 ごはんを作ってくれてありがとう。つぎからできるときに、ごはんを作るときにお手つだいをするね。
345 宮内小 ななちゃん お母さん　いつもいっしょにいてくれて　うれしいな
346 宮内小 お母さんいつもおいしいごはんを作ってくれてありがとう。今度はわたしがごはん作るよ。
347 宮内小 つかちゃん いつも野球につれてありがとう。うまくなくなる
348 宮内小 お母さんいつもおいしごはんをつくってくれてありがとう。いつも私をそだててくれてうれしいよ。
349 宮内小 お母さんいつもおいしいごはんをつくってくれてありがとう

350 宮内小 ゆうと
おばあちゃんいつもごはんやせんたくをしてくれてありがとう。お父さんいつもあそんでくれてあり
がとう。お姉ちゃんべんきょうをおしえてくれてありがとう。おじいちゃんいつもおこづかいをくれて
ありがとう。みんないつもありがとう。

351 宮内小 いつもえがおにしてくれてありがとう。とってもうれしいよ。いつかわたしもみんなをえがおにする
352 宮内小 ゆづ かぞくがいてよかったな　ほかのかぞくもいいけれど　いちばんは　わたしの今のかぞく
353 宮内小 りんりん まま、いつもいつも水がつめたいのにおりょうりとかあらいものをしてくれてありがとう
354 宮内小 けんちゃん いつもごはんをつくってくれてありがとう。れんしゅうしてうまくなったらぼくがつくるよ。
355 宮内小 ウッチー いつもおしごとありがとう。大きくなったらてつだうよ。
356 宮内小 ゆうちゃん おかあさんいつもりょうりを作ってくれてありがとう。大きくなったら助けてあげるよ。
357 宮内小 偉尊 毎日ごはｈんを作ってくれてありがとう
358 宮内小 みつき いっしょにごはんをたべにいってくれてありがとう

359 宮内小 あすか
おかあさんがうんでくれたからこうして生きてられるのだから、お母さんにはとてもかんしゃしてい
まもずーっと大好きでいれる

360 宮内小 ひなピー ごはんをいつも作ってくれてありがとう
361 宮内小 タッケー おばあちゃんお手つだいをしてあげたい
362 宮内小 ゆー いつもはたらいてくれてありがとう
363 宮内小 れんぞう いつもへやをきれいにしてくれてありがとう
364 宮内小 第五やたがらす丸 休みの日はかわりにごはんを作るよ
365 宮内小 まーちゃん うれしいよ　いつもみまもってくれて　ありがとう
366 宮内小 みゆう いつもしごとをがんばってくれてありがとう
367 宮内小 りんか 毎日お仕事をしてくれてありがとう
368 宮内小 ごはんを土曜日の朝つくるよ

5 / 20 ページ



369 宮内小 ゆう 休みの日に　キャンプにつれていってくれて　ありがとう
370 宮内小 りょうくん うれしかったよ　ごはんをたべれて
371 宮内小 しょう うんでくれてありがとう
372 宮内小 りゅうおう おかあさん　そだててくれて　ありがとう
373 宮内小 いろは かぞくといっしょでしあわせです
374 宮内小 しょうくん うんでくれてありがとう
375 宮内小 りこ かぞくがいて　いつもいえが　あたたかい
376 宮内小 ゆずは いつもごはんを作ってくれてありがとう。だから大きくなったらいっしょにごはんを作ろうね。
377 宮内小 ゆず 父さんと母さんとばあちゃんが作ったごはんはおいしかった。
378 宮内小 ゆうにいちゃん かぞくがいてよかったことは、お母さんのりょうりがおいしいことです。これからもがんばってね。

379 宮内小 ひな
かぞくがいてよかった　いつもおしごとがんばってくれてありがとう　いつおおりょうり作ってくれて
ありがとう

380 宮内小 ゆっきー うれしいよ　いつもはたらいてくれて　ありがとう
381 宮内小 さき お母さんやお父さんが、おじいちゃんやおばあちゃんになったら手つだってあげたいです。
382 宮内小 りょう 生んでくれてありがとうございました。
383 宮内小 みゆ かぞくでごはんがおいしかった
384 宮内小 かんな いつも朝おこしてくれてありがとう

385 宮内小
ちいさいころはいっぱいおせわになるから大きくなったらとてもおせわするよ。いつもおかあさんが
つくっているから、４年生になったらともがお手つだいするね。

386 宮内小 いつもおいしいごはんを作ってくれてありがとう。大人になったらおいしいごはんを作るからね。

387 宮内小 みー
いつもそばにいてくれてありがとう。大人になったらお母さんとお父さんのおせわもしてあげるよ。
ありがとう。

388 宮内小 大きくさせてありがとう
389 宮内小 あちこちつれていってくれてありがとう
390 宮内小 たっくん 大きくなったら、きっといい仕事をして、家ぞくみんなをよろこばせてあげるね
391 広田小 けいたっぴ 朝ごはん　家ぞくと食べると　幸せだ
392 広田小 ゆうっぴ とうさんと　はたけに行くと　えがおさく
393 高市小 ゆう あたらしい　はんの友だち　話し合う
394 高市小 ひーくん 母さんに　手紙もらった　うれしいな
395 麻生小 マーちゃん おにいちゃんがかえってきたときに　おにいちゃんにおこられて　すごくショック
396 麻生小 yuund お姉ちゃん　おこったらとってもこわい　顔になる
397 麻生小 仕事毎日　がんばれ
398 麻生小 親がおに　だけど幸せ　なんでかな
399 麻生小 よよよよ ぼくもしたい　お父さん　ゲームをやってて楽しそう
400 麻生小 ねねこ 兄弟で　さいごのおやつ　とりあいだ
401 麻生小 ユウちゃん 弟ばかりほめられる　なんでわたしは　ほめられないの
402 麻生小 saki かぞくがね　みんなえ顔　きもちいい
403 麻生小 家ぞくの　えがお　大すき
404 麻生小 おいしいな　みんなと食べる　ばんごはん
405 麻生小 とうっち いもたきを、かこむえがおが、うれしいね
406 麻生小 家ぞくは　わたしのだいじな　宝物
407 麻生小 たのしいな　家族でごはん　にぎやかに
408 麻生小 かんかん 家ぞくは　わたしの大事な　たからもの
409 麻生小 うーちゃん 妹はけんかして　いつもお母さん　おこられる
410 麻生小 バラゴ お父さん　ぼくをおこらず　いもうとを
411 麻生小 イケメンモンキー 弟と　しょうぶの後は　おこられる
412 麻生小 あつあつ お父さん　はじめてのテニス　楽しかったよ
413 麻生小 のんのん 弟と　いっしょに遊んだら　ほめられた
414 麻生小 スーパーカッパ お父さんとキャッチボールしてる時おこられた
415 麻生小 青リンゴ 弟と　いっしょに遊んだ　楽しい日
416 麻生小 赤りんご お父さん　はたらいてくれて　ありがとう
417 麻生小 なっちゃんジュース 兄ちゃんと　いつもけんかで　もういやだ
418 麻生小 自分大好き ありがと　りょこうにつれてく　お父さん
419 麻生小 つちぐさ お父さん　ときどきウソを　ついている
420 麻生小 みいちゃん いろんなことをしてくれる　おばあちゃん　ありがとう
421 麻生小 神 おねえちゃん　一人ぐらしを　がんばって
422 麻生小 あおヤンキー りょうしんへ　いつものかんしゃ　ありがとう
423 麻生小 リューシー いつもおいしいごはんを作ってくれてありがとう
424 麻生小 タータン お母さん　いつも好きと言ってくれて　ありがとう
425 麻生小 ホーホー 立場がない！！　おこられちゃったら　一人ぼっち
426 麻生小 ミイチャン 今も大人になっても　親こうこう　してあげる
427 麻生小 かっこう お父さん　家の中の遊び相手をしてくれて　ありがとう
428 麻生小 くまっち ぼくがお兄ちゃんのおなかをたたいておこられた「ごめんね」
429 麻生小 たかっち ぼくのせい　姉ちゃんなかして　おこられた
430 麻生小 かぁちゃん 妹と　なかがもどれば　またけんか
431 麻生小 ほーちゃん だっこをしたら　かみひっぱられて　たいへんだ
432 麻生小 みつつき やっちゃだめ　弟だめな事やったら　ぼくせきにん者
433 麻生小 陽ターキー お父さん　遊んでくれて　ありがとう
434 麻生小 とーたん 妹の　物がなくなり　おこられる
435 麻生小 なす 弟の　だいじな物を　兄さがす
436 麻生小 モモジ ママとぼくとパパ　ごはんをたべる　おいしいうれしい
437 麻生小 みっさー 兄ちゃん　けんかうったら　やりかえす
438 麻生小 お母さんとお父さんは、おこるとお母さんは頭からつのがはえる（お父さんも）
439 麻生小 ゴリラ 母さんは　いつもこわいよ　げきおこり
440 麻生小 GENKI・YOSHITAKE おねえちゃん　いつもたたくの　やめてよね
441 麻生小 お兄さん　つくえの上をきれいにしないと　物すてる
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442 麻生小 のんのん お姉ちゃん　部屋きれいにしないと　物すてる
443 麻生小 AoriAori お母さん　いつもおこって　おにになる
444 麻生小 はくぴー お姉ちゃん　わるい時と　やさしい時
445 麻生小 マッチー お母さん、お父さん　おもちゃを買ってくれない
446 麻生小 タッキー お母さん　たたきすぎたら　ぼくが死んじゃうよ
447 麻生小 弟　そんなになぐると　ぼくいたい
448 麻生小 ＭＯＭＯＨＡ お兄ちゃん　いつもぷんぷん　おこってる
449 麻生小 ミーシャ お母さん　いつもやさしい　えがおだね
450 麻生小 kadotataiga ありがとう　いつもなかよく　お母さん
451 麻生小 ひなこ お母さん　いつもやさしいけど　ときどきおにだ
452 麻生小 ウッチー お父さん　いつも仕事を　がんばっている
453 麻生小 てーる 姉さんと　なかよくなれたら　もう少し
454 麻生小 ともっち お兄ちゃん　いつもやさしくて　ありがとう
455 麻生小 みよっち いつもべんきょうのじゃまをしてくる妹はそんなにべんきょうがすきなのかな
456 麻生小 おでかけに　かぞくで行くと　楽しいな
457 麻生小 ふみっち 兄ちゃんが　もっとやさしくしてほしい
458 麻生小 Ｆｕａ お母さん　いつもおこって　おにになる
459 麻生小 思いやり　家ぞくの中でも　大切に
460 麻生小 生意気モンキー ありがとう　かばってくれる　お母さん
461 麻生小 こっこ お姉ちゃん　かばってくれて　ありがとう
462 麻生小 お母さん　いつもにこにこ　やさしいよ
463 麻生小 otoha 家ぞくいっしょに朝昼夜ごはん　みんなで食べればおいしい
464 麻生小 おかあさん　おこりすぎると　つのはえる
465 砥部小 そら おばあちゃん　いつもおりょうり　ありがとう
466 砥部小 家ぞくとは　たくさんわらって　よろこんで
467 砥部小 楽しいな　家ぞくの思い出　大切だ
468 砥部小 足細 ゲームして　あそんでねて　たのしいな
469 砥部小 お母さん　おかずやごはん　おいしいよ
470 砥部小 りなちゃん お母さん　子どもをうんでくれて　ありがとう　お父さん　おしごとがんばる　お父さん
471 砥部小 ちほ ありがとう　いろんなしごと　がんばって
472 砥部小 ばあちゃん　ひいじいちゃん　元気でね
473 砥部小 おいしいね　みんなでたべる　よるごはん
474 砥部小 たけちゃん 弟と　けんかをせずに　えがおでね
475 砥部小 いぶくん おかあさん　こんどやきにく　つれてって
476 砥部小 ブシニャン おばあちゃん　おじいちゃん元気でいてね
477 砥部小 悠花 かぞくとは　血のつながる物　たいせつな人
478 砥部小 ゴロ かぞくのみんな　まもってくれて　ありがとう
479 砥部小 かずくん おかあさん　ぼくたのしいよ　ありがとう
480 砥部小 一手間が　世界で一番　おいしいごはん
481 砥部小 お母さん　おいしいごはん　ありがとう
482 砥部小 エリザベス おとうさん　いつもおしごと　がんばって
483 砥部小 かぞくがね　あそんでくれて　うれしいな
484 砥部小 お母さんの　作るごはんは　おいしよ
485 砥部小 弟は　いつも元気で　うらやましい
486 砥部小 安心する　一人一人の　家族の場
487 砥部小 お母さん　いつもやさしく　ありがとう
488 砥部小 お兄ちゃん　毎日いっぱい　あそぼうね
489 砥部小 家族って　助け合って　生きてゆく
490 砥部小 お兄ちゃん　あそんでくれて　ありがとう
491 砥部小 お父さん　会社で仕事　ありがとう
492 砥部小 お母さん　そだててくれて　ありがとう
493 砥部小 おかあさん　おつかれさま　いつもありがとう
494 砥部小 お母さん　べん強おしえてくれて　ありがとう
495 砥部小 ありがとう　生んでくれて　うれしいよ
496 砥部小 うれしいな　笑っていれる　家族って
497 砥部小 Ｔ-800 おかあさん　ぼくのへやを　ちょうだい
498 砥部小 家族って　わたしをささえて　くれるんだ
499 砥部小 家ぞくがね　まもってくれる　うれしいな
500 砥部小 たくぞう けんかして　すぐにごめんね　いうゆうき
501 砥部小 かぞくはね　とってもやさしい　なかまだよ
502 砥部小 お母さんの　手作りりょう理　おいしいよ
503 砥部小 お母さん　おりょうりいつも　ありがとう
504 砥部小 あいじょうあふれる　やさしい田中家
505 砥部小 ようへい お母さん　今度にいちゃん　たんじょうび
506 砥部小 おじいちゃん　ばとみんとんを　さそってくれる
507 宮内小 なっちゃん お兄ちゃん　きみがいなきゃ　つまらない
508 宮内小 あい子 家族って　一つしかない　宝物
509 宮内小 帆乃 家族って　言えないことを　言える人
510 宮内小 しば犬 祖母から母　母から私と　つながる命
511 宮内小 りんのすけ だいじょうぶ　母の言葉に　元気でる
512 宮内小 ゆうと お母さん　ぼくを産んでくれて　ありがとう
513 宮内小 遥香 おかあさん　えがおをみると　うれしいな
514 宮内小 開斗 おちこんだ　そんなときでも　いる家族
515 宮内小 はるっち 温かい　うんでくれた　母の愛
516 宮内小 なっさん だいじょうぶ　兄の言葉の　温かさ
517 宮内小 あいちゃん 一人じゃない　家族のぬくもり　温かい

7 / 20 ページ



518 宮内小 レシラム お母さん　今日も一緒　ありがとう
519 宮内小 みよっしー 家族はね　どんな時でも　あたたかい
520 宮内小 エレン だいじょうぶ　母のはげまし　勇気わく
521 宮内小 せとパンマン 「おかえり」と　いつもの声が　聞こえるよ
522 宮内小 カエル王子 お母さん　そだててくれて　うれしいよ
523 宮内小 ボーウちゃん 「ただいま」　今日もごはん　おいしそう
524 宮内小 じごくのじょうおう おいしいな　みそしるの味　母の愛
525 宮内小 ワンパンマン☆ お父さん　おいしいごはんを　ありがとう
526 宮内小 あくまのあろま キッチンで　いそがしそうな　お母さん
527 宮内小 みーちゃん 家族でね　話し合ったら　がんばれる
528 宮内小 こっさん だいじょうぶ　母の言葉に　涙でる
529 宮内小 るなちゃん お母さん　いつもお仕事　おつかれさま
530 宮内小 ドラエモン おかえりと　むかえてあげるよ　おねえちゃん
531 宮内小 智永 おばあちゃん　おいしいごはん　ありがとう
532 宮内小 あくまのだいじゅ 妹よ　いつも元気で　あそんでね
533 宮内小 ひー 「だいじょうぶ」　その一言で　支え合う
534 宮内小 かりんとう お母さん　いつもごはんを　ありがとう
535 宮内小 ツーパンマン みそしるを　作ってくれて　ありがとう
536 宮内小 お母さん　いつもお世話を　ありがとう
537 宮内小 竜 たのしみだ　三日の休み　なにしよう
538 宮内小 みー あたたかい　みまもるこころ　やさしいな
539 宮内小 初子 お父さん　いつもお仕事　ありがとう
540 宮内小 大野 かぞくたち　みんななかよし　たのしいな
541 宮内小 ゆあんちゃん ありがとう　いつもやさしく　してくれて
542 宮内小 ゆー いつまでも　げんきでいようね　かぞくたち
543 宮内小 はるくん おかあさん　いつもえがおを　ありがとう
544 宮内小 かなんとう お母さん　いつもみんなに　やさしいね
545 宮内小 吟架 おかあさん　そだててくれて　ありがとう
546 宮内小 るー かぞくって　みんなだいすき　たからもの
547 宮内小 たくちゃん お母さん　いつもの笑顔　ありがとう
548 宮内小 尚大 お母さん　いつも元気で　やさしいね
549 宮内小 杏菜 おかあさん　元気でいてね　がんばって
550 宮内小 宮モン 母の味　おいしいみそ汁　作ってね
551 宮内小 空 おとうさん　あそんでくれて　ありがとう
552 宮内小 がっくん おかあさん　いつものごはん　ありがとう
553 宮内小 クーちゃん お母さん　いつもげんきで　ありがとう
554 宮内小 かん国は　ぼくのいとこが　いっぱいいる
555 宮内小 はるぽん いつまでも　げんきでいてね　おばあちゃん
556 宮内小 みこ なかよしだ　けんかをしても　家族だね
557 宮内小 音 妹も　遊んでくれる　かわいいな
558 宮内小 龍樹 おかあさん　いつもげんきで　うれしいよ
559 広田小 けんかして　いつもにぎやか　上本家
560 広田小 家族とね　遊びに行くよ　楽しみだ
561 広田小 ご飯はね　みんなで食べるほど　おいしいよ
562 高市小 つばさ さみしいな　手紙をわたされ　あたたまる
563 高市小 かほほ まちがわず　二人でできた　うらやすのまい
564 麻生小 化 今日こそは　がんばれ妹　すねるなよ
565 麻生小 お母さん　いつものごはん　おいしかった
566 麻生小 桜 妹と　仲よくしたいよ　でもケンカ
567 麻生小 たぬき 妹がお母さんにだきついて　ぼくにはだきつかせてくれなくてくやしい
568 麻生小 スティチ 友達は　喜びあって　笑いあり
569 麻生小 やられたら　やりかえす
570 麻生小 りっと 夜ごはん　家で食べると　おいしいよ
571 麻生小 部－コン 親孝行　大人になるまで　まっててね
572 麻生小 親孝行　いつかやるよ　まっててね
573 麻生小 お母さん　いつかはやるよ　親孝行
574 麻生小 みっこ こまったら　いつでも協力　家族の絆
575 麻生小 ゆっきー おいしいな　母の作る　ばんご飯
576 麻生小 コマさん 家族みんなで　笑顔の家庭　わたしの宝
577 麻生小 こけこっこ 両親に　いつかしたいな　親孝行
578 麻生小 たこ 家族そろった　ばんご飯　最高だ
579 麻生小 みっつー 父と母　にこにこ笑顔で　うれしいな
580 麻生小 ぷっちょ お母さん　いつもごはん作ってくれて　ありがとう
581 麻生小 父と母　いつかおんがえし　するけんね
582 麻生小 こうや 親孝行　大人になったら　やりたいな
583 麻生小 サヤインゲン お母さん　いつも手つだい　がんばります
584 麻生小 うれしいな　みんなで囲む　ばんご飯
585 麻生小 親孝行　いつかする日が　やってくる
586 麻生小 みかん 親孝行　お母さんの顔に　笑顔さく
587 麻生小 オガワン ぼくたちは　いつでも手伝い　がんばるよ
588 麻生小 なぞの人間？！ わたしには　家族が一番　大切だ
589 麻生小 Ｓｙｏｇｏ 母の飯　いつもうまいな　楽しみだ
590 麻生小 親孝行　私が大人になるまで　まっててね
591 麻生小 みかん なやみ事　家族と相談　かいけつだ
592 麻生小 雄斗 お母さん　ご飯作ってくれて　ありがとう
593 麻生小 リラックマ 妹たち　わるいのは自分たち　すべてわたしのせい
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594 麻生小 万年筆
妹に泣かれる⇒私はあやまる⇒ゆるさん⇒おもちゃのはかい
相談しているのに、「しかたない」でガン無視しないで。「死ぬなんて思うな」って大人が思わせてるも

595 麻生小 ＨＲ 兄ちゃんと　ケンカしても　おこられない　ひそかにほほえむ　いじわるな私
596 麻生小 楽しみだ　三日の休み　どこいこう
597 麻生小 いちご おもしろい　テレビをみるの　たのしみです
598 麻生小 はちみつ おもしろい　テレビをみるの　たのしみです
599 麻生小 ＭＭ みんなでね　笑顔でいると　楽しいよ
600 麻生小 ツムツム いつも大切な家族とえがおですごしている
601 麻生小 ＭＮ 妹にたたかれる　だけどたたきかえすと　母さんに言われるから　たたきかえせない　すごくくや
602 麻生小 気持ちのよい　あいさつをされたら　いい気持ち
603 麻生小 ＋ お兄ちゃん　遊んでくれて　ありがとう
604 麻生小 加藤 妹にいやなことしたら、すぐお母さんに言ってくやしい
605 麻生小 人生さん 大切な　家族の人　仲間だよ
606 麻生小 弟 弟に　たたかれても　ばいがえし
607 麻生小 耀 お母さん　おいしい料理　ありがとう
608 麻生小 兄 口ゲンカ　兄に勝てて　うれしいな
609 麻生小 ひまりん 家族とで　食べれるごはんは　おいしいな
610 麻生小 ケータイちゃん まちがい電話　よくかかってきて　こわいなぁー
611 麻生小 りっち 家族でね　みんなでごはん　温かい
612 麻生小 家族 家族と仲良く　いっしょに　くらす
613 麻生小 姉 姉と二人でケンカした
614 麻生小 花 家族で　笑がおを作られることが　うれしい
615 麻生小 男 ぼくが　楽しくできる　遊び
616 麻生小 心 こころを　だいじにしよう　家族で
617 麻生小 なお あつくなる　あにきとケンカ　戦争だ
618 麻生小 姉ちゃん 姉ちゃんと　ケンカしてお　負けちゃうぜ
619 麻生小 ＮＡ 一度は　おんがえし　してあげたい
620 麻生小 心 家族とね　いっしょにいると　楽しいよ
621 麻生小 心 家族はみな　ゆかいな　人たちだ
622 麻生小 マエひろ おやこうこう　いつかかえすよ　ぜったいね
623 麻生小 ランラン いつも楽しい家族
624 麻生小 心 家族　みんなで　楽しくよろこぶ
625 麻生小 百戦百勝 今日こそは　兄きにバスケで　勝ってやる
626 麻生小 田こ中 おもしろい　テレビ見てたら　おこられる
627 麻生小 カジキ 家族のみんなでごはんを食べたい
628 麻生小 親孝行　大人になるまで　まっててね
629 麻生小 心 親孝行　もっとたくさん　楽しもう
630 砥部小 あいりん 家族はね　笑顔ピカピカ　いつまでも
631 砥部小 なっぱ ありがとう　おいしいごはん　おかあさん
632 砥部小 神様 家族での　しょくたくいつも　幸せだ
633 砥部小 Ｎ 家族はね　わたしにとって　大事な人
634 砥部小 りんご いつもごはんをつくってくれて　ありがとう
635 砥部小 めがみさま お母さん　おいしいごはんを作ってくれて　ありがとう
636 砥部小 ロボニャンさん 弟と　いつもあそんで　たのしいな
637 砥部小 おかず お母さん　いつもおいしい　ご飯だよ
638 砥部小 つむりん 食事には一つ一つの心がこもっている「いただきます」感しゃして食べよう
639 砥部小 野原 仕事から　帰ってごはん　ありがとう
640 砥部小 みーちゃん お父さん　いつも遊んでくれて　うれしいな
641 砥部小 トマト お母さんの　ねぎいりたまご　おいしいな
642 砥部小 Ｓ お母さん　いつもごはんを　ありがとう
643 砥部小 チャーハン様 お母さん　いつものごはん　おいしいよ
644 砥部小 たかのつめだん吉田くん お母さん　家事をしてくれて　ありがとう
645 砥部小 マンゴー お母さん　おいしいごはん　ありがとう
646 砥部小 Ｓ おかあさん　すごくおいしい　ご飯だね
647 砥部小 田んぼ 家族が　いつも笑顔で　楽しいね
648 砥部小 お母さん　いつもおしごと　ありがとう
649 砥部小 けんちゃん おかあさん　ごはんをつくってくれて　ありがとう
650 砥部小 ミスターＡ ありがとう　お母さんが作ってくれた　ご飯おいしいよ
651 砥部小 けしかすくん お母さん　ごはんつくってくれて　ありがとう
652 砥部小 たかのつめだんフィリップ お母さん　いつもおいしい　ごはんだよ
653 砥部小 運動会　かけっこどべで　くやしいな
654 砥部小 おだちん　はよう　はろらてね
655 砥部小 今日も一日おつかれさまー　でも家にかえると　しゅくだいいやだー
656 砥部小 友だちと　いっしょにあそんで　たのしいな　いやなことあるけど　学校たのしいな
657 砥部小 「ありがとう」　その一言で　家族のわ
658 砥部小 ジョニー 今からやろうとしよったんよ
659 砥部小 お母さん　ごはんを作って　ありがとう

660 砥部小
いつもはづき、みずきばっかやさしくしおって！しゅくだいやろうとしようとするときに、はずき、みず
き！じゃましおって！
なんかわからんけどママいきなりぶちきれんとってくれん！はづき、みずきのわがままも聞きたくな
い！661 砥部小 あかがみのもと おいっこめいっこ　やっとうまれた　うれしいなー

662 砥部小 ほめられたいけど　ほめられない時もある
663 砥部小 たのしかった　うんどうかいも　すぐおわった！！
664 砥部小 うんどう会でほめられた　ダンスでがんばったねとほめられた
665 砥部小 Ｚ おとうとに　いっぱいほめられ　いいきもち
666 砥部小 Ｔ．Ｒ 友達と　一緒にいると　笑がおさく

9 / 20 ページ



667 砥部小 Ｋ．Ｍ すいぞくかん　魚がいっぱい　たのしいな
668 砥部小 松﨑希実 友達と　仲良くしようね　これからも
669 砥部小 ココア 家族みんなと　やさしいえがおをつくろうね　いつまでも
670 砥部小 お兄ちゃんは　いつもだまっていて　さみしいな
671 砥部小 運動会　おうえんすごく　うれしかった
672 砥部小 8 むかつくな　姉にめいれいされて　めんどくさい
673 砥部小 ザ・ビッチ うれしいな　ぼくのすきな物をかってくれて　まるで神様みたいだ
674 宮内小 ご天 お父さん　キャッチボール　ありがとう
675 宮内小 アッキー 友達と　仲良く遊ぶ　楽しいな
676 宮内小 中野っち 助けあい　家族のみんな　ありがとう
677 宮内小 ピース いつまでも　守ってくれて　ありがとう
678 宮内小 ありがとう　育ててくれて　ありがとう
679 宮内小 ベイマックス ありがとう　みんなの心　わすれない
680 宮内小 ボブ 先生　もっと宿題　減らしてね
681 宮内小 しょうのすけ お母さん　ならいごとへらして　くださいな
682 宮内小 龍 水泳で　コーチも長距離　御一緒に
683 宮内小 竹ちゃん ダイエット　はやくしてくれ　母と姉
684 宮内小 ロリー 宿題をへらしてください　おねがいします
685 宮内小 ノンタン 塾の先生よ　そろばんやさしく　教えてよっ
686 宮内小 マオー あつあつおなべ　きょうのごはんは　おいしいな
687 宮内小 アイルー 宿題は　やりたくないけど　やっておこう
688 宮内小 ひーくん お母さん　少しおこづかい　ふやしてよ
689 宮内小 しお お母さん　あと五分だけ　ねさせてよ
690 宮内小 あんず コーチ　もう少しやさしく　アタックを
691 宮内小 せぼねじじいゴット 先生しゅくだいへらして
692 宮内小 きょきょ 弟よ　どうしてそんなに　楽なのか
693 宮内小 モナカ 五時すぎても　遊んでいたい　親友と
694 宮内小 るいるい お兄ちゃん　どうしてそんなに　うるさいの
695 宮内小 Y 先生よ　しゅくだいへらして　おねがいします
696 宮内小 TIT しゅくだい　めんどくさいなぁ　やりたくない
697 宮内小 竜神王 うるさいな　おきる時の　ジリリリン
698 宮内小 R お姉ちゃん　いつもねてばっかり　おきなさい
699 宮内小 屋根の上 ライザップ　そこまでやるの？　おかしくない？
700 宮内小 こんばんは 買いたいなぁ　ネコはいやしの　効果だもん
701 宮内小 人 先生　宿題へらして　ください
702 宮内小 金斗雲 小学校　良いとこいやなとこ　いっぱいだ
703 宮内小 きなこまんじゅう お母さん　なんでそんなに　きびしいの
704 宮内小 LOVE 弟は　家族の中の　「アイドル」だ
705 宮内小 わーちゃん けんかはね　うれしい気持ちの　うらがえし
706 宮内小 ナイト この家ぞく　いつかはおれが　守りたい
707 宮内小 カエル第二号 自分よ　もっと成長　できるはず
708 宮内小 もも 日曜日　ふだん仕事の父もいて　家族そろって　朝ご飯
709 宮内小 パンプキング 妹の　かわいい笑顔　いやされた
710 宮内小 ゆう 生まれたね　家族のいやし　妹よ
711 宮内小 ナナチャン 家族とね　話す時間が　たからもの
712 広田小 こたろう 食事中　いつもにぎわう話し声　クイズ番組　声あげる
713 高市小 RYO 手紙きて　家族思って　目うるおう
714 高市小 エイミー お姉ちゃん　おかしを一人で　食べないで
715 砥部小 ベルセルク 家族には　いつもかんしゃ　ありがとう
716 砥部小 ワンワン ありがとう　いつもだいすき　よろしくね
717 砥部小 めろんパン 妹と　ケンカするから　仲良くなる
718 砥部小 ミニーＬＯＶＥ お姉ちゃん　いつもやさしさ　ありがとう
719 砥部小 十文字魔狭人 ありがとう　いつも手助け　うれしいな
720 砥部小 キャンディー お兄ちゃん　いつも笑顔　ありがとう
721 砥部小 ひなこ 「大好きだよ」と　言ってくれた　家族のささえ
722 砥部小 モス ごはんを　作ってくれて　ありがとう
723 砥部小 ももか ケンカしても　ささえてくれる　ありがとう
724 砥部小 かぞくはね　いつもやさしい　しあわせだ
725 砥部小 ひい孫 赤ちゃんのとき　ちゃんとそだててくれて　ありがとう
726 砥部小 大 家族とは　とっても大切な　人なんだ
727 砥部小 まどか うれしかった　家ぞくとの思い出　いっぱい
728 砥部小 ゆうと かぞくはね　すごく大事な　人なんだ
729 砥部小 超ミラ お母さん　いつも笑顔で　ありがとう
730 砥部小 涼介 毎日を　幸せにくらせて　うれしいな
731 砥部小 クリームパン 家族は　いつも幸せ　うれしいな
732 砥部小 彩音 助け合う　家族のすがた　すばらしい
733 砥部小 不思議さん 親孝行　ありがとうの気持ち　つたえたいな
734 砥部小 せいは たん生日　みんなでわらって　楽しいな
735 砥部小 スイーツ お母さん　お仕事いつも　おつかれさま
736 砥部小 ミッキー 家族旅行　遠くへ行きたいなと思う
737 砥部小 はやと みんな仲よし　友だちいっぱい　つくろう
738 砥部小 大ちゃん 家族はね　かなしいときに　そばにいる
739 砥部小 Ｋ 家族はね　たった一つの　宝物
740 砥部小 さくらもち 「家族」というのは　いつでもどこでも　心は一つ
741 砥部小 隼平 四人きょうだい　けんかもするけど　仲がいい
742 砥部小 Ｊ さむい夜　家族でねれば　あったかい
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743 砥部小 みさき 一人一人　大事な家族だ　なくさない
744 砥部小 マーリン 家ぞくでね　どこかにおでかけ　楽しみだ
745 砥部小 咲希 家族との　笑顔の時間　うれしいな
746 砥部小 心暖 家族の輪　子をしかる親の　親心
747 砥部小 かーちゃん 心がね　家族の幸せ　つぶやき合う
748 砥部小 ここ みんなの　えがおは　たからもの
749 砥部小 龍 えがおはね　みんなのえがおの　みなもとだ
750 砥部小 すみっコぐらし いつでもね　聞こえてくるよ　笑い声
751 砥部小 小 世界を　笑顔でいっぱいに　したいなぁ
752 砥部小 スター 家族みんなが集まるとき　みんなの心は　ほっこりしてる
753 砥部小 和仁 心のとびら　そっとのぞいて　見てみよう
754 麻生小 しょうゆう 家族の　笑顔の力は　無限大
755 麻生小 魚くん 妹と　ケンカをしたけど　なかよしだ
756 麻生小 ほの みんなといっしょに　食べるご飯は　いつもの百倍おいしいよ
757 麻生小 アンパンマン お父さん　私のヒーロー　お父さん
758 麻生小 なのか 友達が　いるから毎日　楽しいんだ
759 麻生小 ドンちゃん お母さん　毎日たいへんだけど　ありがとう
760 麻生小 いちごパフェ 楽しいよ　家族との時間　大切に
761 麻生小 いちごプリン お母さん　家事してくれて　ありがとう
762 麻生小 家 おばあちゃんとお兄ちゃんと食べるごはんは食量万点
763 麻生小 ヒヨコ 母さんの　愛情いっぱい　夕ごはん
764 麻生小 ミッキーマウス 母さんの　おいしい料理　ありがとう
765 麻生小 ドラミちゃん 母さんの　おいしい料理　食べたいな
766 麻生小 チョコレート 父さんと　話すと　なんだかすごく　楽しいな
767 麻生小 ヒカリ おかあさん　おいしいごはん　ありがとう
768 麻生小 ミク お母さん　ごはん百倍　おいしいな
769 麻生小 もえＰ お母さんの　おいしい料理　わすれない
770 麻生小 メロンパンナ 親こうこう　心の種が　さきました
771 麻生小 ドラミちゃん 父さんの　じまんの料理　おいしいな
772 麻生小 バイキンまん お母さん　愛じょうたっぷり　ありがとう
773 麻生小 ピョン吉 母や父　遊びや勉強　ありがとう
774 麻生小 キューピーちゃん お母さん　いつもおいしい料理　ありがとう
775 麻生小 馬 お母さん　いつものごはん　おいしかった
776 麻生小 フレア お母さん　おいしいご飯を　ありがとう
777 麻生小 hideyoshi じいちゃんと　温泉行って　いつもの百倍　気持ちよかったよ
778 麻生小 キューピーマヨネーズ お母さん　いつでもみんなに　大活やく
779 麻生小 アギーレ 母さんの　つくった料理　栄養まんてん
780 麻生小 四皇 ありがとう　心つながる　愛言葉
781 麻生小 黒子 母さんの　栄ようまんてんだ　おいしいな
782 麻生小 犬 毎日ね　おいしいご飯　ありがとう
783 麻生小 犬 父さんと　一緒に食べると　おいしいな
784 麻生小 ゴリラ 母さんの　料理はいつも　おいしいな
785 麻生小 ココア お父さんと　今日は何して　遊ぼうか？
786 麻生小 海馬 夜ご飯　みんなで食べると　おいしいな
787 麻生小 千手観音 家族でね　明るくくらそ　家族の輪
788 麻生小 無償の愛　みんなの愛を　ありがとう
789 麻生小 関ジャニ∞ お母さん　いつも料理を　ありがとう
790 麻生小 カビキラー お母さん　育ててくれて　ありがとう
791 麻生小 ダースベイダー お父さん　家族のために　ありがとう
792 麻生小 100 手を出せば　そっとこづかい　くれる祖母
793 麻生小 筋肉万 母のごはん　食べると元気　100倍だ
794 麻生小 時代おくれ 父親の　会社のぐちは　じごくだな
795 麻生小 くり 弟と　けんかしたけど　いつも仲よし
796 麻生小 クリボー 弟と　けんかをしたけど　なかよしなった
797 麻生小 トング けんかするけど　時には助けてくれる　お兄ちゃん
798 麻生小 なんとかなるさ☆ お母さん　みんなＤＳ　持っているのに・・・
799 麻生小 SILO 母さんと　いっしょに行った　大洲宇和島城
800 麻生小 くつろぐ　時間を　もらいたい
801 麻生小 セカオワ ピアノとえいご　いみわからんから　いきたくない
802 麻生小 紙マスク おこられても　心の中は　温かい
803 麻生小 キリバス つかれても　家族のためなら　がんばれる
804 麻生小 はまりボケ 両方の　つごうが悪くて　ぶちきれる
805 麻生小 ペペロンチーノ ぼくの家　家族の一言　会話の始まり
806 麻生小 りょーニャ けんかする　だけど仲良し　家族愛
807 麻生小 GARO お母さん　ごはんを作ってくれて　ありがとう
808 麻生小 ジョン 久しぶり　家族といっしょに　でかけるよ
809 麻生小 ゴム ありのままにいえといった　ありのままにいったらおこった　意味不明な母
810 麻生小 必勝 おまえはばかか　おまえもばかか　両方ばかだ
811 麻生小 まほ 兄弟と毎日ケンカしてるほど仲がいい
812 麻生小 りゅう☆ 家ぞくはね　いつもわたしの　ささえだよ
813 麻生小 パスタ いらいらしても　ぜったい人を　たたかない
814 麻生小 テコ 今はふざけて遊んでる　でも十年たったら　りっぱな大人
815 麻生小 ミルキー おかえりと　やさしいこえが　だいすきだ
816 麻生小 助け合い　してもされても　心温まる
817 麻生小 Ｒ へこんでも　おうちにかえれば　あったかい
818 麻生小 ボルト あ～　時間を　買いたいな～
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819 麻生小 ニャニャコ お父さん　いつもお仕事　おつかれさま
820 麻生小 ひまお 夜おそく　お仕事家事と　ありがとう
821 広田小 豆太郎 妹が何もしなくて大変だ　ぼくは姫のしつじかな
822 広田小 進撃の小人 家族だな　兄と考えが　よくかぶる
823 宮内小 犬間商事 弟に　なってくれて　ありがとう
824 宮内小 人間 ありがとう　見守ってくれる　その心
825 宮内小 アンダーバー 毎日毎日　笑ってくれて　ありがとう
826 宮内小 れんちゃん かわいいね　天使の笑顔　妹よ
827 宮内小 キリト‥‥ いつかはね　みんなはするんだ　おやこうこう
828 宮内小 クシャル‥‥ ありがとう　いつまで言っても　ありがとう
829 宮内小 ちーさん ありがとう　たくさん言っても　足りないよ
830 宮内小 ちゃたろう ありがとう　みんなのえがお　わすれない
831 宮内小 朝ごはん　家族の心　あたたかい
832 宮内小 岡ちゃん かなしいよ　するときくると　おやこうこう
833 宮内小 きのこ ありがとう　いつもそばに　いてくれて
834 宮内小 ＫＺ 大切ん　私の妹　宝物
835 宮内小 トミー あたたかい　その一言で　うれしいな

836 宮内小 かえる第1号
フカフカのあったかい犬の毛は冬に便利！
フカフカの　犬の毛気持ちいい　冬便利！

837 宮内小 ポポちゃん 妹の　めんどうみるの　バトンタッチ
838 宮内小 ボカロ大好き人間 ありがとう　ちゃんと伝えて　その言葉
839 玉谷小 フィッシュボーン お父さん　お米作りを　手伝うよ　「ありがとう」
840 玉谷小 ストライクガンダム お父さんお母さん　お仕事ありがとう　でも早く帰ってね
841 玉谷小 巫女さん お父さん　ゴルフも私も　両方よろしくね
842 玉谷小 高原キャベツ軍団 お母さんにないしょでガンプラありがとう　お父さん
843 玉谷小 にゃん この時間　とまってほしいと思う　幸せ家族旅行
844 高市小 杜色 弟と　ゲームの取り合い　おこられた
845 高市小 クスサン テレビ見て　うちのおかずは　少ないなぁ
846 高市小 カイト いやなとき　親にはなそう　なやみとぶ
847 高市小 栄樹 お姉ちゃん　半分もらい　笑顔かな
848 高市小 覚っち 希望ある　家族の中の輪が　あったかい
849 砥部小 D.H 家族のやさしさは　いつまでも　忘れられない
850 砥部小 カービィ 家族との　楽しい時間は　宝物
851 砥部小 コロン なわとびで　いっしょにしてくれた　二重とび
852 砥部小 クレープ 家族との時間を大切にしよう
853 砥部小 クミレア 寝る顔は　家族であっても　はずかしい
854 砥部小 ラナ お母さん　家族で一番　そんけいしています
855 砥部小 つりん 夜ごはん　毎日おいしい　ありがとう
856 砥部小 工藤新一 大会で　でられなかったとき　がんばったといってくれた
857 砥部小 ＵＦＯ 「うるさい黙って」　本当は言いたくないのに　言ってしまう
858 砥部小 god 家族だと　素直に言える　マジのこと
859 砥部小 ダッフィー おべんとう　つめたいけど　なんだかぬくもりを感じる
860 砥部小 ねこ お母さんの　弁当はとても　おいしいね
861 砥部小 シークレット 母ちゃんの　自転車ぶらり　ルールマナー
862 砥部小 4869 家族には　数えきれない　ありがとう
863 砥部小 目玉やきにかかったしょうゆ ゴロゴロと　している親を　見て笑う
864 砥部小 左足のかかと これからも　おしゃべりに　つき合って下さい
865 砥部小 ＡＲＳ 家族には　感謝がいっぱい　ありがとう
866 砥部小 225 お母さん　いつもめいわくかけて　ごめんさい
867 砥部小 ハリセンボン 家に帰って　洗たく物を出すと　明日にはきれいになって　もどってくる
868 砥部小 マリアリ 人生一度は　家族で　旅行に行ってみたい
869 砥部小 クロックス くやしいとき　大丈夫と言って　なぐさめてくれる母
870 砥部小 せいとくたこ 三姉妹　けんかするほど　仲がいい
871 砥部小 れいむ 家族でテレビ　クイズで正確　やったねハイタッチ　うれしいな
872 砥部小 マスカット 双子を産んだお母さん　苦労二倍　ありがとう
873 砥部小 梅干し 家族愛　困った時に　発揮しよう
874 砥部小 さら 家族と話すと　気持ちがすっきり　ホッとする
875 砥部小 あたりめ 伝えたい思い　けれど声に出せない　この気持ち
876 砥部小 アイスクリーム ご飯の時間　家族としゃべって　つい笑顔
877 砥部小 男の嫁 いざというとき　友達以上に　たよりになる
878 砥部小 ゲームガチ勢 今もある　家族のやさしさ　つづくかな
879 砥部小 こんぶ 家族とね　ごはんを食べたら　おいしいよ
880 砥部小 かびるんるん よりそって　語りあえる　いい家族
881 砥部小 ドラム 家族がいるから　いまがある
882 砥部小 ベン なにかに失敗してもささえてくれる　よき家族
883 砥部小 なすび 家族との時間はテレビをきって
884 砥部小 りつ しかられるのはいやだ　でもしかられるのは　一緒にいるというしょうこだ
885 砥部小 にくうどん ぼくが大会に　出ると言ったら　家族全員で祝ってくれた
886 砥部小 ばいきんまん いつも支えてくれて　自分のことをわかってくれる　大切な人
887 砥部小 トーマス 家族皆が　暮らしを楽しく　ささえてくれる
888 砥部小 雪 賞状が　いつもより光ってるのは　家族のおかげ
889 砥部小 あめちゃん 家族って　本当にやさしい　かたまりだ
890 砥部小 アンパン 家族なら　どんな時でも　助けてくれる
891 砥部小 天皇陛下 弟よ　たまにはおれの　言うことを聞いてくれ
892 砥部小 パーシー 大切にしよう　家族の時間
893 砥部小 影イカ 犬を飼って　良いと言ってくれたから　今が楽しい
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894 砥部小 りんご みんなでいると　心があたたかい
895 砥部小 豆しば 家族がいるから　いきていける
896 砥部小 Ａさん 家族はね　とてもたいせつな　たからもの
897 砥部小 この世のはじまり 夕食を家族全員で食べることは少ないが、みんなで食べる時間を大切にしたい
898 砥部小 しば犬 がんばる父さん　かっこいい　ぼくも勉強がんばるよ
899 砥部小 白ねこ たくさんするよ　おてつだい　つかれをとって　おかあさん
900 砥部小 ガム 毎日は　家族がいたから　楽しくなる
901 砥部小 淡雪 ありがとう　いつもそばに　いてくれて
902 広田小 しば犬 兄と僕　ピンチになると　助け合う
903 広田小 たいがっち 妹と　半分こする　笑顔かな
904 広田小 もなか おかえりと　言われるだけで　ハッピーに
905 広田小 メラメライオン 弟の「いっしょにねよう」　あたたまる
906 広田小 魚屋さん 弟よ　なんでけんかが　強いんだ
907 広田小 Ｋ お兄ちゃん　いつも助け舟　ありがとう
908 広田小 すみっこ しかられても　たよりにしています　お母さん
909 宮内小 とうさんは　妹ばかり　やさしいよ
910 宮内小 神 いままで　育ててくれて　ありがとう
911 宮内小 ぼっち えかあさん　あれしてこれして　あんたもね
912 宮内小 ホラゲオタク お母さん　兄妹あいてに　たいへんだ
913 宮内小 やまんば 今日のごはん　おいしそうだな　サイコーだ
914 宮内小 たけちゃん ありがとう　本当に　ありがとう
915 宮内小 アりがとう ありがとう　とってもとっても　ありがとう
916 宮内小 クローバ 朝ごはん　いつものように　ありがとう
917 宮内小 学校は　楽しいですね
918 宮内小 お母さん　毎日ごはんつくり　いそがしそう
919 宮内小 ネイマール 家族にね　いつまでも仲良く　よろしくね
920 宮内小 野球大好き 母親に　いつも感謝し　生活だ
921 宮内小 あいちゃん 母親が　ごはんのあとあらいもの　たいへんだ
922 宮内小 フラワー 伝えたい　支えてくれて　ありがとう
923 宮内小 アーサー このぼくを　産んでくれて　ありがとう
924 宮内小 ココ 心から　家族に「ありがとう」と　伝えたい
925 宮内小 あかつき お母さん　いつもごはんを　ありがとう
926 宮内小 テイラースウィフト 悲しいこと　あっても家族の　支えがある
927 宮内小 くり けんかする　けれど仲のいい　兄弟だ
928 宮内小 体操 お母さん　命をくれて　ありがとう
929 宮内小 ニャ魔 ありがとう　みんなに伝えたい　心から
930 宮内小 理王 親たちに　育ててくれて　ありがとう
931 宮内小 リドラⅩ 母親の　手伝いやって　気持ちいい
932 宮内小 いつまでも　家族の仲は　こわれない
933 宮内小 ネコ 温かい　家族と団らん　楽しいな
934 宮内小 れい 協力し　仲よし家族　永遠に
935 宮内小 初音ミク 学校へ　三人そろって　「行ってきます」
936 宮内小 ありがとう　とってもとっても　ありがとう
937 宮内小 スヌーピー 家族へは　伝えても伝えきれない　ありがとう
938 宮内小 ユーゴ おはようを　笑顔で言えたら　うれしいな
939 宮内小 杏姫 晩ご飯　今日の楽しい　会話タイム
940 宮内小 チサト 家族の輪　つないでくれる　私と家族の　あたたかさ
941 宮内小 仮面の野沢 みんなのね　願いが空に　届くかな
942 宮内小 （仮） 人権は　家族と仲良く　なる言葉
943 宮内小 おちゃわん お母さん　いつもごはんを　ありがとう
944 宮内小 愛情は　家族を温めるおいしい　いい言葉
945 宮内小 つらいとき　必ず母が　助けてくれる
946 宮内小 ジャガイモ 愛情を　うけつぎ育った　この体
947 宮内小 Ｍｋ あいさつで　咲かせてみせる　あなたの心　札の心
948 宮内小 聖徳太子 親孝行　したい時に　できないよ
949 宮内小 空手バカ お母さん　いつも「ガンバレ」　ありがとう
950 宮内小 まつね お母さん　いつも笑顔が　あたたかい
951 宮内小 もも 学校で　こまったことは　母に言おう
952 宮内小 ピーチ姫 おはようと　そのあいさつで　一日開始
953 宮内小 とにかくあするいやすむら つらいとき　声をかけてる　お母さん
954 宮内小 水泳バカ お父さん　いつもみまもり　ありがとう
955 宮内小 親孝行　いつからできる　楽しみだ
956 宮内小 いつでもね　家に帰るのが　楽しみだ
957 宮内小 ランちゃん つらいとき　ささえになる　家族の言葉
958 宮内小 つらい時　はげましの言葉　ありがとう
959 宮内小 いよかん 家族は　一生に一度の　宝物
960 宮内小 十年後　実現したい　親孝行
961 宮内小 けんちゃん 安心だ　家族がいれば　心強い
962 宮内小 Ｓ・ｉ 家族のために　私もがんばる　母に感謝
963 宮内小 かがみねもち しあわせな　家族との時間　大切に
964 麻生小 メロン いつもご飯作ってくれて　楽しくしてくれて　育ててくれて　ありがとう
965 麻生小 レモン 家族でね　食卓囲んで　笑顔咲く
966 麻生小 父と母　なくてはならない　存在だ
967 麻生小 いちご どうしたの？　その一言で　救われる
968 麻生小 シリー ちょっとまって！　怒る前に　しんこきゅう
969 麻生小 いつもね　いっしょにいるよ　家族とね
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970 麻生小 １０番 人にはね　みんなあるよ　重いやり
971 麻生小 春坂なり わが家での　母の料理は　温かい
972 麻生小 永遠の二番手 お年玉　親に取られて　使えない
973 麻生小 夜ごはん　いつもみんなで　いただきます
974 麻生小 一分一秒の　家族との時間　大切に
975 麻生小 大切にしよう　家族との時間
976 麻生小 愛情が　たまったごはん　おいしいよ
977 麻生小 家族の　大切な時間　宝物
978 麻生小 ふたたかい　テーブルかこんで　笑顔いっぱい
979 麻生小 姉妹で　ケンカするけど　いっしょに忘れる
980 麻生小 ジェットニャン たくさん話して　仲よし家族
981 麻生小 ｷｬﾋﾞﾄﾙ　ｵﾌﾞ　ｵﾚﾝｼﾞ あいしてる　みんなでたのしい　ごはんたべよう
982 麻生小 マキ 家族との時間　私は世界一の　幸せ者
983 麻生小 ひろっち お母さん　いつもご飯は　おいしいよ
984 麻生小 リビングで　家族とわいわい　夕ごはん
985 麻生小 なぜなんだ　ぼくばっかり　おこられてる
986 麻生小 家族の中　あたたかくて　おちつくよ
987 麻生小 沢山の愛をもらった　今度は私があげる播
988 麻生小 悲しい時　家族で解決　いい気持ち
989 麻生小 家族のね　いつもの笑顔　宝物
990 麻生小 けんさん 弟と　けんかをしても　仲直り
991 麻生小 寒い冬　家族と団らん　あったかい
992 麻生小 コマコマっち 友達に　こまったときは　相談だ
993 麻生小 はの 母一人　大人になったら　親孝行
994 麻生小 プーさん あたたかい　母の手料理　美味しいな
995 麻生小 リラックマ 家族でね　笑ったときは　心がぽかぽか
996 麻生小 じがいもＧ お父さん　家にいないから　悲しいよ
997 麻生小 りんご 笑ったら　家族みんなで　あったかい
998 麻生小 鎌田 帰ったら　ただいま一言　温かい
999 麻生小 みゅたろ おはようで　家族であいさつ　一日のはじまり
1000 麻生小 ねぎぼーず 家族を大切にしよう
1001 麻生小 さぼ 弟と　毎日けんか　もういやだ
1002 麻生小 Ｌｕｃｋ けんかしても　つながってるから　仲直り
1003 麻生小 メガネクン お父さん　作るご飯は　おいしいよ
1004 麻生小 ねるねる みんなでね　仲よくすこし　いい気分
1005 麻生小 春 よろこびや　悲しみは家族で　分けあおう
1006 麻生小 チェリー 楽しいな　家族の団らん　いつもの光景
1007 麻生小 わたし お父さんお母さん　育ててくれて　ありがとう
1008 麻生小 たかたん 家族と　仲よくすれば　夜ごはん
1009 麻生小 あ 家族と　仲よくすれば　楽しいな
1010 麻生小 神ヒコーキ 仲よく　家族で　朝ごはん
1011 麻生小 Ｋ・Ｓ ケンカはね　すればするほど　友なくす
1012 麻生小 リンゴ ぎゃくたいと　気付いた時は　すぐ相談
1013 麻生小 かっぱ 父と母　みんなで会話　笑顔出る
1014 麻生小 コマさん 家のかじの　てつだいをしよう
1015 麻生小 LIVEﾀﾞｳﾝの人気‥ 兄弟ゲンカ　仲がいいからできる　いつでも
1016 麻生小 パイナップル なやみごと　みんなに相談　解決だ
1017 麻生小 トマト 家族との　いっしょにいる時間　落ち着くよ
1018 麻生小 あーぽん 家族旅行　家族の絆が　深まる日
1019 麻生小 ふぐくん お母さん　支えてくれて　ありがとう
1020 麻生小 ＩＮ問題 家族とね　楽しい毎日　送っている
1021 麻生小 みかん 夜ご飯　家族といると　楽しいな
1022 麻生小 ともひろ 家族への　思いを向けて　ありがとう
1023 麻生小 でぶりんちょ 家族への　感謝の気持ち　忘れない
1024 麻生小 りー お母さん　おいしいご飯　ありがとう
1025 麻生小 ナルサス 家族旅行　今でもずっと　覚えてる
1026 麻生小 きのこ 家族旅行　楽しい思い出　大切に
1027 麻生小 ＴＫ 家族のみんな　いろいろな思い出を　ありがとう
1028 麻生小 コミック ありがとう　いつも家族で　助け合い
1029 麻生小 Ｋ・Ｓ 旅行で　みんなで行った　水族館
1030 麻生小 Ｙ なにげない　家族との時間　感謝だね
1031 麻生小 ＺＪ 遊園地　みんなで乗った　かんらん車
1032 麻生小 Ｍ 毎日の　かがやく思い出　ありがとう
1033 麻生小 Ａ 家族旅行　きずな深まる　思い出だ
1034 麻生小 ポン 家族とは　仲よくすれば　深まる絆
1035 麻生小 えんぴつ 家族との　思い出深い　このきずな
1036 麻生小 赤羽カルマ 家族とね　毎日いると　楽しいな
1037 麻生小 Ｔ．Ｍ いつも一緒　仲良し家族は　大切だ
1038 麻生小 Ｇ 家族とね　旅行はとても　楽しいよ
1039 麻生小 こたつ お母さん　いつも心配　してくれる
1040 麻生小 ＴＹ 家族は　いつも仲良し　絆の輪
1041 麻生小 みかん お母さん　あったかいご飯を　ありがとう
1042 麻生小 りんご 家族に　感謝をして　ありがとう
1043 麻生小 もも ありがとう　その感謝の気持ち　忘れずに
1044 麻生小 サンダル 笑顔はね　家族がいれば　倍になる
1045 麻生小 ブシニャン なやみごと　分かっています　わが家族
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1046 麻生小 ピエロ 今日の夜　今日の出来事　つまってる
1047 麻生小 むしゃ ほんとはね　あなたにも一緒の　いたみだよ
1048 麻生小 桐山 今日もまた　怒る声が　ひびいてる
1049 砥部中 おはようは　家族をつなげる　あいことば
1050 砥部中 家の中　家族のおかげで　あったかい
1051 砥部中 いつもご飯　作ってくれて　ありがとう
1052 砥部中 作ろうよ　笑顔のたえない　楽しい家庭
1053 砥部中 すず 「生んでくれてありがとう」　普段言えないけれど　感謝してます
1054 砥部中 T 一生忘れん人　そばにいたい　ず～と一緒
1055 砥部中 築きたい　笑顔あふれる　楽しい家庭
1056 砥部中 家族には　毎日しよう　おもてなし
1057 砥部中 明るい未来君 ありがとう　大切な人に　届けよう
1058 砥部中 「ありがとう」　いつもは言えない　感謝の気持ち
1059 砥部中 大吉 大切で　貴重な人　それは家族
1060 砥部中 一番ね　大切な人　みんなだよ
1061 砥部中 あこがれの背中　私もなりたい　母の背中
1062 砥部中 両親に　感謝の一言　「ありがとう」
1063 砥部中 空海 しんどいな　言わない心　大切だ
1064 砥部中 バリィさん 親からね　もらった命　大切に
1065 砥部中 梅ちゃん 夕ごはん　熱いと怒らず　毎日の　ごはんの喜び　かみしめよう
1066 砥部中 毎日が　楽しい一日　家族の輪
1067 砥部中 家族との　会話の分だけ　笑顔咲く
1068 砥部中 家族全員　そろっているときが　一番楽しい
1069 砥部中 伝えたい　いつも言えない　ありがとう
1070 砥部中 R2D2 宝物　大切な人との　絆の糸
1071 砥部中 KOU 支えてくれる　大事な人に　ありがとう
1072 砥部中 友達と　楽しく過ごそう　三年間
1073 砥部中 友達思い　その心を　大切に
1074 砥部中 いなくなって　はじめて気付く　母の愛
1075 砥部中 入学とうじは　だまっていたけど　いまは笑っている
1076 砥部中 レモン 大切な人　いてくれるからこその　今の自分
1077 砥部中 ヒナ∞ 大好きな　あなたの笑顔　みていたい
1078 砥部中 マル∞ヒナ 一言じゃ　足りないくらいの　「ありがとう」
1079 砥部中 カープ愛 父親の　弁当の味　かみしめる
1080 砥部中 雪 ありがとう　おいしいごはん　ありがとう
1081 砥部中 友達と　思い出いっぱい　最高の
1082 砥部中 久しぶり　家族みんなでそろってご飯　いつものときより　おいしく感じた
1083 砥部中 昼寝読書 「いってらっしゃい」の一言で　やるきスイッチONになる
1084 砥部中 泉元正志 ありがとう　それ以外言う言葉が見つからない　本当にありがとう
1085 砥部中 お母さん　「勉強勉強」うるさいな　でも心の中では「ありがとう」
1086 砥部中 一番に　お礼を言いたい　父と母
1087 砥部中 「今日はね・・・」とこれから始まる　家族の時間
1088 砥部中 プーさん 今日こそは　伝えてみるよ　「ありがとう」
1089 砥部中 消えいろPiS ありがとう　恥ずかしいから　心の中で
1090 砥部中 Yui☆ みんないる　それだけでもう　何もいらない
1091 砥部中 スヌーピー 私だけ？！　だけでもみんなの　役に立つ
1092 砥部中 プーさん 広大な　父の背中に　あこがれる
1093 砥部中 家族には　絆があって　温かい
1094 砥部中 家族へと　返す言葉は　「ありがとう」
1095 砥部中 よりそって　共に歩もう　この道を
1096 砥部中 家族とね　一緒にいると　温かい
1097 砥部中 あったかい　そう思えるのは　家族だから
1098 砥部中 家族の人　支えてくれて　ありがとう
1099 砥部中 No.1 あいしいごはん　いつもつくってくれて　ありがとう
1100 砥部中 家族みな　明るい笑顔　作りたい
1101 砥部中 ありがとう　家族の温かい　笑顔
1102 砥部中 ごはん食べ　会話がはずむ　家の中
1103 砥部中 語り合い　家族の「きずな」を　深めよう
1104 砥部中 No.2 帰宅して　おかえりの声聞こえたら　そこにはいつものぬくもりが
1105 砥部中 たくさんの　笑顔あふれる　家族の輪
1106 砥部中 あたたかい　支えてくれる　父と母
1107 砥部中 心から　本当は言いたい　ありがとう
1108 砥部中 けんかしても　した分深まる　家族のきずな
1109 砥部中 ぱんだ３号 家族と笑って過ごす時間は私の大切な時間
1110 砥部中 「おかえり」と　兄をむかえる　優しい言葉
1111 砥部中 妹の　うそ泣きにいつも　だまされる
1112 砥部中 ぱんだ４号 一番ね　愛を感じる　家族だよ
1113 砥部中 道真 心の穴　うめてくれるのは　家族の笑顔
1114 砥部中 いつもの明るい　家族のだんらん
1115 砥部中 家族との　楽しい会話　あったかい
1116 砥部中 いただきます　みんなで食べると　おいしいな
1117 砥部中 「おかえり」の　その一言で　あったかい
1118 砥部中 ケロロだいすき なごやかな　家族の声が　たえまない
1119 砥部中 手伝いで　感謝の気持ち　伝えよう
1120 砥部中 ありがとう　その一言が　なかなか言えない
1121 砥部中 愛のよろこび 産まれてきた　みんなの愛情　ありがとう
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1122 砥部中 家族との　過ごす時間は　永遠に
1123 砥部中 大切に　家族と過ごす　日々の時間
1124 砥部中 ブラックストーン 見つけたよ　嘉ぞうの優しさ　盛りだくさん
1125 砥部中 かい 家族は　宝物だから　守りたい
1126 砥部中 家族とね　一緒にいるとき　楽しいな
1127 砥部中 りょうべぇ～ 家族にね　支えてくれて　ありがとう
1128 砥部中 家族と　いっしょに　出かけよう
1129 砥部中 そ 世界で一番　大事な家族
1130 砥部中 せな 仲のいい　家族とおしゃべり　楽しいな
1131 砥部中 鑑真 やりたいな　いつか家族に　親孝行
1132 砥部中 愛菜 親こうこう　できたらいいな　この先ずっと
1133 砥部中 リア充 育ててくれて　産んでくれて　ご飯をつくってくれて　たくさんの　ありがとう
1134 砥部中 なつみ 「ありがとう」　その一言を　伝えたい
1135 砥部中 紫式部 親孝行　今家族に　やりたいよ
1136 砥部中 ミカンメ さりげなく　かわしている　笑顔
1137 砥部中 馬面 和ませる　笑顔のたえない　家族の輪
1138 砥部中 タイガ 家族はね　助け合ったら　幸せだ
1139 砥部中 ぱんだ１号 暖かい家　温かい家族　明日へのやる気の　エネルギー
1140 砥部中 「おはよう」は　一日をはじめる　あい言葉
1141 砥部中 しげたくGAME いつもでも　見守ってくれた　親たちに
1142 砥部中 moon 何回だってけんかできる　だって絶対　仲直りできるから
1143 砥部中 はーちゃんはる 家族にも　毎日あいさつ　大切に
1144 砥部中 ぱんだ２号 毎日毎日　支えてくれて　ありがとう
1145 砥部中 支え合う　心が落ちつく　家族の言葉
1146 砥部中 家族とは　ささえあって　いっしょにくらす
1147 砥部中 Ryuto いつまでも　元気でいよう　おたがいに
1148 砥部中 グッチ― 「がんばって」　朝の一言で　がんばれる
1149 砥部中 ナオP 帰宅して　ふろがわいてる　母の優しさ
1150 砥部中 葵 にぎやかな　一つのだんらん　ポカポカに
1151 砥部中 光架 毎日と　家族とふれ合い　楽しいな
1152 砥部中 N 毎日感謝　いつかしたいな　親孝行
1153 砥部中 サクラ かぞくには　自分のおもい　つたえれる
1154 砥部中 たっくみん 帰ったら　母の出迎え　うれしいな　また次の日も　おねがいね
1155 砥部中 咲 家族との　思い出増える　日々の生活
1156 砥部中 伊吹 悪いこと　家族はきっと　気づいてる
1157 砥部中 りな ただいまと　みんながそろって　おお笑い
1158 砥部中 22116 ありがとう　照れくさいけど　感謝の気持ち
1159 砥部中 「ただいま」と　返ってくるのは　家族の「おかえり」
1160 砥部中 6月 ありがとう　いつも支えて　くれる親
1161 砥部中 かな 寒い日も　あ母さんの「お帰り」で　私の心はあったかい
1162 砥部中 ゴブレット ありがとう　家族に言えない　感謝の言葉
1163 砥部中 M いつかしたい　親のやさしさ　恩返し
1164 砥部中 前 いつの日も　育ててくれて　ありがとう
1165 砥部中 お母さん　「勉強勉強」うるさいな　でも心の中では「ありがとう」
1166 砥部中 一番に　お礼を言いたい　父と母
1167 砥部中 「今日はね・・・」とこれから始まる　家族の時間
1168 砥部中 プーさん 今日こそは　伝えてみるよ　「ありがとう」
1169 砥部中 消えいろPiS ありがとう　恥ずかしいから　心の中で
1170 砥部中 Yui☆ みんないる　それだけでもう　何もいらない
1171 砥部中 スヌーピー 私だけ？！　だけでもみんなの　役に立つ
1172 砥部中 プーさん 広大な　父の背中に　あこがれる
1173 砥部中 家族には　絆があって　温かい
1174 砥部中 家族へと　返す言葉は　「ありがとう」
1175 砥部中 よりそって　共に歩もう　この道を
1176 砥部中 家族とね　一緒にいると　温かい
1177 砥部中 あったかい　そう思えるのは　家族だから
1178 砥部中 家族の人　支えてくれて　ありがとう
1179 砥部中 No.1 あいしいごはん　いつもつくってくれて　ありがとう
1180 砥部中 家族みな　明るい笑顔　作りたい
1181 砥部中 ありがとう　家族の温かい　笑顔
1182 砥部中 ごはん食べ　会話がはずむ　家の中
1183 砥部中 語り合い　家族の「きずな」を　深めよう
1184 砥部中 No.2 帰宅して　おかえりの声聞こえたら　そこにはいつものぬくもりが
1185 砥部中 たくさんの　笑顔あふれる　家族の輪
1186 砥部中 あたたかい　支えてくれる　父と母
1187 砥部中 心から　本当は言いたい　ありがとう
1188 砥部中 けんかしても　した分深まる　家族のきずな
1189 砥部中 ぱんだ３号 家族と笑って過ごす時間は私の大切な時間
1190 砥部中 「おかえり」と　兄をむかえる　優しい言葉
1191 砥部中 妹の　うそ泣きにいつも　だまされる
1192 砥部中 ぱんだ４号 一番ね　愛を感じる　家族だよ
1193 砥部中 道真 心の穴　うめてくれるのは　家族の笑顔
1194 砥部中 いつもの明るい　家族のだんらん
1195 砥部中 家族との　楽しい会話　あったかい
1196 砥部中 いただきます　みんなで食べると　おいしいな
1197 砥部中 「おかえり」の　その一言で　あったかい
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1198 砥部中 ケロロだいすき なごやかな　家族の声が　たえまない
1199 砥部中 手伝いで　感謝の気持ち　伝えよう
1200 砥部中 ありがとう　その一言が　なかなか言えない
1201 砥部中 愛のよろこび 産まれてきた　みんなの愛情　ありがとう
1202 砥部中 家族との　過ごす時間は　永遠に
1203 砥部中 大切に　家族と過ごす　日々の時間
1204 砥部中 ブラックストーン 見つけたよ　嘉ぞうの優しさ　盛りだくさん
1205 砥部中 かい 家族は　宝物だから　守りたい
1206 砥部中 家族とね　一緒にいるとき　楽しいな
1207 砥部中 りょうべぇ～ 家族にね　支えてくれて　ありがとう
1208 砥部中 家族と　いっしょに　出かけよう
1209 砥部中 そ 世界で一番　大事な家族
1210 砥部中 せな 仲のいい　家族とおしゃべり　楽しいな
1211 砥部中 鑑真 やりたいな　いつか家族に　親孝行
1212 砥部中 愛菜 親こうこう　できたらいいな　この先ずっと
1213 砥部中 リア充 育ててくれて　産んでくれて　ご飯をつくってくれて　たくさんの　ありがとう
1214 砥部中 なつみ 「ありがとう」　その一言を　伝えたい
1215 砥部中 紫式部 親孝行　今家族に　やりたいよ
1216 砥部中 ミカンメ さりげなく　かわしている　笑顔
1217 砥部中 馬面 和ませる　笑顔のたえない　家族の輪
1218 砥部中 タイガ 家族はね　助け合ったら　幸せだ
1219 砥部中 ぱんだ１号 暖かい家　温かい家族　明日へのやる気の　エネルギー
1220 砥部中 「おはよう」は　一日をはじめる　あい言葉
1221 砥部中 しげたくGAME いつもでも　見守ってくれた　親たちに
1222 砥部中 moon 何回だってけんかできる　だって絶対　仲直りできるから
1223 砥部中 はーちゃんはる 家族にも　毎日あいさつ　大切に
1224 砥部中 ぱんだ２号 毎日毎日　支えてくれて　ありがとう
1225 砥部中 支え合う　心が落ちつく　家族の言葉
1226 砥部中 家族とは　ささえあって　いっしょにくらす
1227 砥部中 Ryuto いつまでも　元気でいよう　おたがいに
1228 砥部中 グッチ― 「がんばって」　朝の一言で　がんばれる
1229 砥部中 ナオP 帰宅して　ふろがわいてる　母の優しさ
1230 砥部中 葵 にぎやかな　一つのだんらん　ポカポカに
1231 砥部中 光架 毎日と　家族とふれ合い　楽しいな
1232 砥部中 N 毎日感謝　いつかしたいな　親孝行
1233 砥部中 サクラ かぞくには　自分のおもい　つたえれる
1234 砥部中 たっくみん 帰ったら　母の出迎え　うれしいな　また次の日も　おねがいね
1235 砥部中 咲 家族との　思い出増える　日々の生活
1236 砥部中 伊吹 悪いこと　家族はきっと　気づいてる
1237 砥部中 りな ただいまと　みんながそろって　おお笑い
1238 砥部中 22116 ありがとう　照れくさいけど　感謝の気持ち
1239 砥部中 「ただいま」と　返ってくるのは　家族の「おかえり」
1240 砥部中 6月 ありがとう　いつも支えて　くれる親
1241 砥部中 かな 寒い日も　あ母さんの「お帰り」で　私の心はあったかい
1242 砥部中 ゴブレット ありがとう　家族に言えない　感謝の言葉
1243 砥部中 M いつかしたい　親のやさしさ　恩返し
1244 砥部中 前 いつの日も　育ててくれて　ありがとう
1245 砥部中 Ｓ・Ｋ 家族でいると　心が落ち着くね
1246 砥部中 帰ったら　ホカホカごはんと　優しい笑顔
1247 砥部中 アースチャイルド 「ただいま」と　「おかえり」響く　あったか空間
1248 砥部中 わたあめ 泣いて笑って　スマイルいっぱい　マイハウス
1249 砥部中 おと 「おかえり」と　その一言が　あたたかい
1250 砥部中 アテルイ お母さんと　ご飯を食べると　よりおいしい
1251 砥部中 ムーンライトステーション 家族皆で　一緒に楽しく　笑おうよ
1252 砥部中 口きかず　でも本当は　感謝でいっぱい
1253 砥部中 ベル おいしいな　ス属で囲む　ばんごはん
1254 砥部中 38 ただいまと　つかれて帰ると　母の声　優しい「おかえり」で元気になれる
1255 砥部中 「おはよう」と　起きると聞こえる　母の声
1256 砥部中 今は親が子どもをささえる　未来は子どもが親をささえる
1257 砥部中 つらくても　家に帰れば　元気になれる
1258 砥部中 雪見大福 家族に「ありがとう」と「ごめんね」を素直に言えたらな…
1259 砥部中 Ｋ・Ｋ 反抗期　それでも優しい　親の愛
1260 砥部中 ザビエル 何故だろう　君のそばにいると　時計百倍速
1261 砥部中 ご飯も一緒に食べることが少ないから　たまにはみんなで食べたいな

1262 砥部中 はな
お父さん　いつも私の練習につきあってくれて　ありがとう
だから２人の夢　絶対叶えてみせるよ

1263 砥部中 ちょこ 一番の　支えになるのは　いつも母
1264 砥部中 きょうだいに　いつも食べられる　おかしたち
1265 砥部中 いつもの事　私は毎日　反抗期

1266 砥部中 のっこ
本当はずっとわかってる　私に怒る理由　私を想ってのことだと　わかってはいるけれど　やっぱ
り少しめんどくさい

1267 砥部中 Ｒ 思春期の闇を打ち明けよう
1268 砥部中 家族との　日々の時間を　大切に
1269 砥部中 かみのけ おいしいな　毎日ごはん　ありがとう
1270 砥部中 たいぼー お母さん　支えてくれて　ありがとう
1271 砥部中 りょっちー 咲かせよう　心の中の　きれいな花を
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1272 砥部中 Ｐ・Ｂ 家族とね　話す時間　楽しいな
1273 砥部中 13 大きな愛　母と一緒に　海外旅行
1274 砥部中 わさおの飼い主 ふと一歩　君の努力で　花満開
1275 砥部中 隣咲清砥 努力の上に　花が咲く
1276 砥部中 そうちゃん お母さん　家事をしてくれて　ありがとう
1277 砥部中 ＮＯＷ 夜ご飯　皆で食べると　おいしいね
1278 砥部中 すぬーぴー 一日一日　笑顔で過ごせるように
1279 砥部中 母さんを　元気にさせる　魔法の言葉
1280 砥部中 親孝行　いつかしようと　夢に見て
1281 砥部中 食事中　家族とお話　いい気持ち
1282 砥部中 Ｏ 一緒にね　家族と過ごす　長い時間
1283 砥部中 みかん ありがとう　いつか家族に　伝えたい
1284 砥部中 ちくわ ありがとう　いつも言えない　その言葉
1285 砥部中 Ｙ・Ｄ・Ｋ 家族とは　世界で一番　大切だ
1286 砥部中 家族から　毎日幸せありがとう
1287 砥部中 普段なかなか　言えないけど　いつもありがとう
1288 砥部中 言いたいな　心の底から　ありがとう
1289 砥部中 お母さん　いつもご飯を　ありがとう
1290 砥部中 笑い声　いつも家の中から　聞こえるよ
1291 砥部中 何事も　家族の支えが　必要だ
1292 砥部中 あどちゃん 幸せだ　家族そろっての　夜ご飯
1293 砥部中 家族での　会話があれば　幸せに
1294 砥部中 へのへのもへじ お父さんお母さん　いつもお仕事　おつかれ様
1295 砥部中 マロン 伝えたい　普段は言えない　感謝の気持ち
1296 砥部中 きょうだいで　喜怒哀楽を　共にする
1297 砥部中 今度はね　私がつれてく　家族旅行
1298 砥部中 お母さん　いつも世話をしてくれて　ありがとう
1299 砥部中 家族みんなそろって　一つのわ
1300 砥部中 ユナ 別れぎわ　父へ一言　がんばるよ
1301 砥部中 家族と自分　比べてみれば　皆の苦労が心にしみる
1302 砥部中 家族みんなの　笑顔をみてると　私も笑顔
1303 砥部中 ありがとう　その一言が　言えなくて
1304 砥部中 Mr林 ありがとう　いつものおすしいごはん
1305 砥部中 bookmark いつも私の相談を聞いてくれる母に　心から「ありがとう」と伝えたい
1306 砥部中 家族で過ごす　変わらない一日
1307 砥部中 キノコ 学校から帰ると　おいしいごはんが　まっている
1308 砥部中 替え族と　いろいろお話　楽しいな
1309 砥部中 だいごろう 時々ケンカもするけど　大人になっても仲の良い姉弟でいたい
1310 砥部中 カラ吉 時々カワイイ私の弟　やっぱりにくい私の弟
1311 砥部中 もう一度　家族四人で　キャンプに行きたい
1312 砥部中 ふたたかい　家族の会話　楽しみだ
1313 砥部中 宿題は？　憂うつになる　その言葉
1314 砥部中 お早うと　家族でかわす　合言葉
1315 砥部中 私にとって　家族とは　一番のたからもの
1316 砥部中 藤瀧 離れて分かる　兄弟姉妹の　大切さ
1317 砥部中 だいすきな　家族の笑顔を　守りたい
1318 砥部中 お母さん　いつもしんどいのに　ご飯つくってくれて　ありがとう
1319 砥部中 OKAYAMA お母さん　大会のたびにお弁当つくってくれて　ありがとう
1320 砥部中 黒 ありがとう　何回言っても　たりやしない
1321 砥部中 Ｒさん 父と母　家族のために働いている　今日も一日おつかれさま
1322 砥部中 一人じゃなくて家族みんなでテーブル囲んでご飯食べたい
1323 砥部中 Ｔ・Ｓ おかえりなさい　お母さんいつも笑顔で　ありがとう
1324 砥部中 塩キャラメル 間違ったことばかりしている私を　叱ってくれてありがとう
1325 砥部中 泉 壁のキズ　父を怒らした反抗期
1326 砥部中 ありがとう　いつもごはんを作ってくれる　お父さん

1327 砥部中 無個性

「ありがとう」「ごめんなさい」
いつも私のことを気にかけてくれてありがとう
いつも私の世話をしてくれてありがとう
いつもめいわくかけてごめんなさい
口では言えないけれどいつも思っているよ

1328 砥部中 くぼやん テレビで笑うお母さん　いつも声が大きすぎ　楽しくしてくれてありがとう
1329 砥部中 ありがとう　おいしいご飯を　ありがとう

1330 砥部中
「いただきます」「いってきます」「おやすみなさい」
こんな一言一言を大切に　はずかしがらずに言ってみよう

1331 砥部中 Ｔ・Ｒ 「おはよう」と　あいさつをしてくれる人の温かさ
1332 砥部中 かぼちゃ 母さんの　いつもの疲労　心配だ　親孝行するから待っててね
1333 砥部中 ありがとう　いつも言えない　伝えたい

1334 砥部中 いちご星人
パパがいてママがいて私がいる　出会ってくれてありがとう
産んでくれてありがとう
私も将来パパとママみたいになりたいな

1335 砥部中 弟へ　わがままな姉で　ごめんなさい
1336 砥部中 驢馬 三度のご飯の　一食ぐらい　家族全員で食べようよ！
1337 砥部中 悩み事　家族に相談　解決だ
1338 砥部中 毎日ね　いっしょにご飯　ありがとう
1339 砥部中 なし 「ありがとう」　いつか言いたい　父母(パパママ)に
1340 砥部中 しんちゃん あいさつは　とても大事な　コミュニケーション
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1341 砥部中 毎日の　会話がはずむ　ごはん中
1342 砥部中 父母に　いつかするぞ　親孝行
1343 砥部中 イライラし　みんなこまらせ　ごめんなさい
1344 砥部中 なーちゃん お手伝い　いっぱいして　親孝行
1345 砥部中 (ｳｻｷﾞ) はずかしい　だから心の中で　ありがとう
1346 砥部中 両親に　いつかしたい　親孝行
1347 砥部中 いちごあめ ありがとう　いつもは言えない　この気持ち
1348 砥部中 楽しい毎日　いつも働く　母のおかげ
1349 砥部中 おかえりと　返してくれる　ありがたさ
1350 砥部中 共に喜び　共に悲しみ　私が何人もいるみたい
1351 砥部中 家族は　大切な　つながりだ
1352 砥部中 家族でね　一緒に食事は　楽しいね
1353 砥部中 ひとつのテーマで盛り上がれる　家族４人
1354 砥部中 たくさんの　幸せくれて　ありがとう
1355 砥部中 いつか僕も　親に感謝を　伝えたい
1356 砥部中 テレビ見て　家族みんなで　笑い合う
1357 砥部中 希望もち　前だけ向いて　生きていこう
1358 砥部中 大げんか　倍返しより　一言を

1359 砥部中 わたあめ
いつもいつも素直じゃなくてごめんなさい
表は反抗　本当は大好き

1360 砥部中 「兄ちゃん」の　背を追い続けて　十三年
1361 砥部中 未来 両親の病気がいつかなおったら　家族で旅行へ行きたいね
1362 砥部中 くるねん お父さんは　誰もかなわぬ　強い人
1363 砥部中 ねっも 肩もみが　ひょうばんよくて　私は我が家のマッサージ師
1364 砥部中 ｅｃｏ 大切に　たった一人の　ママだから
1365 砥部中 金汰 いじめゼロ　意識なしには　なくならない
1366 砥部中 ＭＯＫＡ 「おはよう」と　言われて笑顔が　かがやくよ
1367 砥部中 梨 叱られるより　ほめられたほうが　やる気が出る
1368 砥部中 るい 家族とは　一番身近な　宝物
1369 砥部中 なたでここ 「ただいま」に　「おかえり」と　返してくれる母の声
1370 砥部中 こーさん 家族みんなでなべ囲み　幸せな時間　過ぎていく
1371 砥部中 いくら 自分の子　生まれた瞬間　思いだそう
1372 砥部中 だいきんぐ 小さいことで　イライラさせる　お母さん
1373 砥部中 ｒａｂｂｉｔ 卵焼き　愛情つまった　母の味
1374 砥部中 Ｇ 虐待は　子どもの心に　傷が付く
1375 砥部中 名無し 誰にでも　心のやみは　あるんだよ
1376 砥部中 な 母の料理が　一番おいしい
1377 砥部中 大福 あいさつは　心と心をつなぐ　笑顔のかけはし
1378 砥部中 ぎん 仲よくなりたい　でもなかなか　話かけれない
1379 砥部中 ｓｍｉｌｅ おちついて　物事考え　すぐ行動
1380 砥部中 ｍｉｒｕｋａ 「しんどいな」　でもみんなの前では　「元気だよ」
1381 砥部中 くぼみ 親にムッとしたときに　ムッとするだけで終わらずに　冷静になって受け止める　すると心は軽くな
1382 砥部中 ＵＭＡ おはようの　始まりのあいさつ　家族とだ
1383 砥部中 るんるんるん ねむい朝　母の声で　目がさめる
1384 砥部中 ガン ただいまとおかえりの　あいさつは　家族の合言葉
1385 砥部中 永井 家族と　話す時間を　大切に
1386 砥部中 うみごころ 家族とは　一番身近な　集団

1387 砥部中 ユウシュケ
兄ちゃんはかなり僕にいたずらする。　けど、ときどきいいことをしてくれたり、いろんなことを教え
てくれたりする。　そして僕はその時思う。兄弟がいてよかったと。

1388 砥部中 ちい
親だって　言わなければ　わからない
勇気を出して伝えてみよう、わかってほしいほんとの気持ち

1389 砥部中 コビー いつの日か　母の気持ちが　分かるだろう
1390 砥部中 Ｍ いつまでも　笑顔がいっぱいの　家族だよ
1391 砥部中 ｔｏｓｉ つらいとき　いつも助けてくれる　家族がいる
1392 砥部中 ＭＹ 感謝から　愛情という名の　花が咲く
1393 砥部中 真 一日一日が　感謝の心で　満たされる
1394 砥部中 はる 親孝行　絶対するから　まっていて
1395 砥部中 星野 考えろ　人にはそれぞれ　価値がある
1396 砥部中 くいな 不満さえ　笑顔に変わる　家族なら
1397 砥部中 ＭＡＴ 僕の家　一番やすらぐ　思い出の場所

1398 砥部中 砂糖兔
私が話す　母はふーんと言うだけ
妹が話す　すごいね、えらいねとほめたおす
この差ってなんだろう

1399 砥部中 飛龍
争い　それは、人の進むべき選択を踏み外した選択であり、生みだすものは負の連続である。争い
にメリットは無い。争いの無い世界を私は強く望む。

1400 砥部中 ブハー ネコだって　家族の一人　大切に
1401 砥部中 メル 疲れも忘れ　合いの手まで入れる　Ｍｙｈｏｍｅ
1402 砥部中 みに子 毎日の　なにげない幸せ　ありがとう
1403 砥部中 亜豆 お母さん！　給食カレー食べたのに　今日の夕食カレーかい！
1404 砥部中 空 いつか　したいな　親孝行
1405 砥部中 家族との　やすらぎの時間　大切に
1406 砥部中 成瀬順 毎日支えてくれる両親に　感謝の言葉をささげよう‥‥
1407 砥部中 ５番 勉強を　たまに教えて　くれる兄
1408 砥部中 あや ありがとう　感謝の気持ちで　胸いっぱい
1409 砥部中 Ｐ おめでとう　その一言で　元気出た
1410 砥部中 心から　笑顔でいられる　家族の輪
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1411 砥部中 はな 家族の笑顔　見るたび幸せ　あふれるよ
1412 砥部中 お母さん　産んでくれて　ありがとう
1413 砥部中 ち 親孝行　大人になったら　できるかな
1414 砥部中 金魚 いつも　いろいろとしてくれて　ありがとう
1415 砥部中 ミーア 家族には　文句も言うけれど　愛してる
1416 砥部中 アリー お姉ちゃん　帰ってくるのが　楽しみだ
1417 砥部中 むー つないだ手　そのぬくもりは　家族のぬくもり
1418 砥部中 岩桃 「いつまでテレビ見てるの」　「あと５分だけ」　このやりとり７回目
1419 砥部中 みれれ いつまでも　温かい心　家族のぬくもり
1420 砥部中 キュー 悩み事　どんなことでも　まず相談を
1421 砥部中 あ ありがとう　感謝の気持ち　伝えたい
1422 砥部中 Ⅰ 家族と　食べる食事は　おいしいな
1423 砥部中 たっつー いつの日か　親孝行を　できるかな
1424 砥部中 病気の時、そばにいたのは家族で、家族がいたおかげで今日も笑顔でいられる
1425 砥部中 イヨケン ありがとう　その一言が　言える日へ
1426 砥部中 たむ 日々の感謝　いつか恩返し　親孝行
1427 砥部中 支えてくれる　家族みんなにありがとう

1428 砥部中 かな
私が今まで生きてこられたのは、支えてくれた家族のおかげ
だから私も家族のためにみんなを支える人になろう

1429 砥部中 プリン ありがとう　親に感謝を　伝えたい
1430 砥部中 親孝行　ぼくにもできる日　いつか来る
1431 砥部中 家の中では　みんな同じながめ　そんな家族がいいな
1432 砥部中 なっつん 家族には　なかなか言えない　ありがとう
1433 砥部中 神威 親孝行　できるといいな　どこかでは
1434 砥部中 み いつまでも　あたたかい家族　きづきたい
1435 砥部中 ふーぴー お母さん　そんなにガミガミ　おこらないで
1436 砥部中 207258810 伝えたい　迷惑かけてごめんねと　育ててくれてありがとう
1437 砥部中 サボすけ お父さん　いつも応援　ありがとう
1438 砥部中 月白 家族の和　ほっこりあたたか　仲良くね
1439 砥部中 Ｓ・Ｊ よい事すると　家族みんなで　大喜び
1440 砥部中 人一つ　尊い生命　守ろうよ
1441 砥部中 青朽葉 家族との　笑顔で話す　あたたかさ
1442 砥部中 朝早く　作ってくれる　朝ご飯
1443 砥部中 いちご おいしいな　家族と一緒に　食べるごはん
1444 砥部中 オレンジ 怒られて　あとから気付く　親の愛
1445 砥部中 ｋ 家族との　なにげない時間を　大切に
1446 砥部中 ゆう 心の中を　ピカピカにしたいから　すぐ相談
1447 砥部中 りお 大切に　家族の平和笑顔から
1448 砥部中 白鐘クシロ 泣いているよ　心と体が　キズついて
1449 砥部中 家族はね　支え合うのが　家族だよ
1450 砥部中 ありがとう　感謝の気持ち　忘れない
1451 砥部中 せいま いじめゼロ　目指していこう　いつまでも
1452 砥部中 エギ おぼえてる？　あの日つくった　思い出を
1453 砥部中 ヘルメット がまんせず　誰かに悩みを　伝えよう
1454 砥部中 比べないで　兄弟と私　違う人間なのだから
1455 砥部中 ま 気付いてよ　心の奥の　深い傷
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