
賞 名前 相手 作品

1 最優秀賞 川島 夏実 支援センターの先生へ

「育児は立派な仕事やで」夫とのケンカの後かけ込んだ支援センターでの先生の一言は、涙が出
る位うれしかったです。半人前の母ですが、息子と共に育っていこうと思います。ありがとうござい
ます。

2 優秀賞 中山 真実 大好きな先生へ

「無理ってすぐ言わない！」あの時はまだ分からなくて、「無理なものは無理」って思ってたけど、先
生があの時あの言葉を私に送ってくれたから、今夢に向かって頑張ってるよ。

3 優秀賞 原 成美 みんなへ

おともだちよりも体のよわい私。今はずいぶん、くろうをかけるけど私が大きくなったとき今よりずっ
と強くなりこまっている子やおとしよりを助けてあげます。毎日、先生おともだちのみなさん、やさし
くしてくれてありがとう。

4
地域・職場ふれ

あい賞
中西 あんじ 地域のおばさんへ

「いってらっしゃい」お花に水をあげながら、にっこり笑顔で言う一言にいつも元気をもらいます。だ
から私も元気に「いってきます！」

5
みえの子ども応

援賞
田中 翔稀 彼女

毎日お弁当をつくってくれてありがとう。君のお弁当が、僕の力の源になっているよ。

6 入選 小林 慧 親友へ

るりちゃん、今までありがとう。たった１１年間だったけど、るりちゃんとの想い出は最高で素敵な時
間だったよ。るりちゃんが病気と闘っている姿をみて、私もちゃんと生きようと勇気をもらいました。
世界は違っても、るりちゃんの分まで頑張って生きるから見ていてね。

7 入選 髙橋 莉子 そうじのおばさんへ

いつもマンションのまわりをきれいにしてくれてありがとう。そうじのおばさんとあったときいつも楽
しそうなえがおをみてると私も元気になれるよ！私もそうじのおばさんみたいにえがおをわすれな
いようにするよ。

地域・職場の絆/個人部門 受賞者一覧



賞 名前 相手 作品

8 入選 産屋敷 仁奈 担任へ

いっつも暴言ばっかりはいて困らせてたのに、卒業式の日「お前がおってくれて毎日学校楽しかっ
たよ」って。３年間担任ありがとう。大好きです。

9 入選 岡 和代
電車で席を譲ってくれた

男の子へ

ありがとうは魔法のことば。言うのも言われるのも気持ちいい。

10 入選 倉田 航暉
関わっている人すべて

へ

育ててくれてありがとう。支えてくれてありがとう。守ってくれてありがとう。無数の「ありがとう」を胸
に刻んで私は今を生きています。

11 入選 大西 玲奈 ５年２組だった皆へ

本当は「ごめんね」とずっと言いたい。「途中でいなくなってごめんなさい」て。中途半端だったけ
ど、担任でいさせてくれてありがとう。皆の生命力に圧倒されていたへなちょこ担任を、受け入れて
くれてありがとう。

12 入選 山本 愛琳 友達へ

私のとなりにいてくれるのはあなた。笑わせてくれるのも、一緒に悩んでくれるのもあなた。そのお
礼に何ができるだろう。そうだ、私もあなたの支えになろう。

13 入選 栁瀬 優菜
朝、横断歩道にいる

おまわりさんへ

いつも「いってらっしゃい」と言ってくれて、たまに「今日は雨やから大変やな」とか話しかけてくれる
おまわりさん。ありがとう、いってきます。

14 入選 松本 嶺邑 先生へ

支えとなってくれてありがとう。先生がいてくれたからそろばんに熱中できました。僕に大きな翼を
もたせてくれて本当にありがとう。

15 入選 石原 聖仁 先生へ

一年間ありがとうございました！さいごの日ないてかえったからかなしかったです。また、あいたい
です。ありがとうございました。



賞 名前 相手 作品

16 佳作 石田 夕稀 地域の方へ

「行ってらっしゃい」「おかえり」私は毎日、その言葉を楽しみにしています。いつも笑顔で声をかけ
てくれてありがとうございます。

17 佳作 中根 千晴 地いきの方へ

いつも、おうだんほどうで「おはよう」、「いってらっしゃい」の一言で１日がはじまった気がします。い
つもありがとうございます。

18 佳作 宮崎 琉汰 ライバルへ

いつも走っている所を見ると、きれいだなと思う。時々、速く走れる方法を教えてくれてありがとう。
一日でも早くライバルを超えてやる。

19 佳作 小松 遥華
私と友達になったあの

人へ

くせのある変な字も、レベルの低い絵も、不器用な私の歌も、「上手だね」と貴方はほめた。あの時
言えずにいた。埋もれていたはずの言葉「私を愛してくれてありがとう」

20 佳作 吉川 衣颯 言葉の教室の先生へ

いつも言葉の教室で吃音のことを教えてくれたり、１週間どんなことがありましたか？と聞いてくれ
てありがとうございます。おかげで楽に話せたり、吃音の自由研究もできました。これからもよろし
くおねがいします。

21 佳作 庄野 真由希 友達へ

いつもあたしのしょうもない話を最後まで聞いてくれてありがとう。美杜の「お前ならやれる！」「大
丈夫。大丈夫。」がいつもあたしをはげましてくれる。ずっとあたしの太陽みたいな存在でいてくだ
さい。やれるお！

22 佳作 大森 心葉 地域の人へ

毎日、橋で安全に横だん歩道をわたらせてくれてありがとうございます。いつも、「おはよう、はい
わたるよ」と言ってくれるおかげで元気がでるし、信号が青になってきづかない時に言ってくれて、
とても分かりやすく、すごく安全に事故なくわたれています。





賞 名前 相手 作品

1 最優秀賞 雨宮 里紗 お母さんへ

「頑張らなくて いい日もあるんだよ」 あなたがそう言ってくれるから私は今日も
頑張れます。いつも本当にありがとう。

2 優秀賞 三浦 健 息子へ

9年待ち続けて授かったあなた。君の笑い顔、泣き顔、寝ている顔、この3年間
の全てがお父さんの宝物です。生まれてきてくれてありがとう。

3 優秀賞 海瀬 天志 父へ

いつも僕のことを「感情を出さないやつだ」と言うけれど、本当に気持ちをかくし
ているのはお父さんの方。つらいときはいつでもそばにいるよ。

4 家族の絆賞 廣瀬 心咲 天国のお母さんへ

10カ月だった私が6年になりましたよ。お母さんが生んでくれたおかげで、家族と
いう愛を知ることができました。ありがとう

5
みえの子ども

応援賞
松田 瑠菜 妹へ

服は取るし、勝手におかしも食べちゃうバカ妹。でも、何故かにくめない大切な
妹。私の妹で居てくれてありがとう。

6 入選 伴 唯栞
おっきぃばあば（ひ
いばあちゃん）へ

いつも、「ただいま」と大声でいうと、「おかえり」とやさしくいってくれて、つつまれ
ているようなかんじで、うれしいです。いつもありがとう。長いきしてね。

7 入選 榊原 恵子 母へ

他の言葉はききとりづらいけど「ありがとう」の言葉ははっきりききとれます。こち
らこそ「ありがとう」

家族の絆/個人部門 受賞者一覧



賞 名前 相手 作品

8 入選 平松 有吾 息子へ

息子よ。おれも時には仕事に行きたくない日があるんだ。でも、朝、お前をおこ
しにいくと変身するんだ 元気マンに！今日も「いってらっしゃい！」「いってきま
す！」

9 入選 竹口 淑子 息子へ

未熟児で発達障害の診断を受け18年。4月から新しい社会へ前進し始めてのお
給料で買ってくれたたこやき、いつもの何倍もおいしかったよ。生まれてきてくれ
てありがとう。これからもたくさん笑って生きていこう

10 入選 塚本 東吾 お母さんへ

お母さんの手はまほうの手みたい。ぎゅーとしてくれると、ぼくはえ顔になれる。
がんばれる。

11 入選 村部 俊彦 息子へ

この間までウルトラマンになりたいと言っていたのに大工さんになりたいと。そう
か、大工さんになりたいのかぁ。そうか、大工さんかぁ そうか…。そうか…そう
か。

12 入選 宮下 穂乃花 ママへ

ママはいま、障害者になって耳をわるくしたけど、耳がわるくなってもだいすきだ
よ。ママといっしょにおふろへはいったりねてたのしかったよ。障害者になっても
お仕事がんばってね。いっしょにしゅわをおぼえようね。

13 入選 辻出 隆之介 お父さんへ

いつも家に帰ってくると服がよごれています。それは、いつも仕事をがんばった
しょうこです。いつもありがとう。

14 入選 南 咲良 祖父へ

反抗期の頃、どれだけ暴言を吐いても毎日気にかけてくれた。亡くなる前、小さ
な声で名前を呼んで手をにぎってくれた。頑張るね。



賞 名前 相手 作品

15 入選 八巻 遥香 お母さんへ

「本当にあきらめちゃっていいの？」私を後一歩のところで止めてしまう魔法の
言葉。私がきらいだったその言葉。すてきなすべり止めだね、ありがとう、お母さ
ん。

16 入選 吉見 亜美 お兄ちゃんへ

お兄ちゃんがお迎かえのときはいつも歩いて帰る。そのときに何も言わずに手
をさし出して荷物を持ってくれたり、わたしのペースに合わせて歩いてくれる。そ
んなやさしいお兄ちゃんが大好きです。いつも迎かえにきてくれてありがとう。

17 入選 塩﨑 愛來 ママへ

よるのだっことぎゅうであいらはしあわせ。

18 入選 早川 玲花 お母さんへ

毎朝、私の髪を結わえてくれてありがとう。中学生になったら自分でするので、
小学生の間だけはお願いします。私はその朝の時間が幸せです。

19 入選 上高原 博 妻へ

キミが元気がないと、毎日ションボリしてしまいます。元気になってもらうために
は、もう何だってするよ！

20 入選 佐々木 舞 おばあちゃんへ

久しぶりにあった時、必ず、ずっと手をにぎって話をきいてくれて、握られている
手から伝わる体温で安心できます。いつも、何でも聞いてくれてありがとう。

21 入選 内山 新大 たけるへ

ちょっとたける おまえのおかげで家族がにぎやかになるじゃねーか。来年には
立っぱな1年生になれよ。生まれてきてありがとう。



賞 名前 相手 作品

22 入選 太田 愛乃 お母さんへ

お母さんは魔法使い どんなに冷たく凍った心も優しく溶かしてくれる あなたの
おかげで、私は今日も幸せです

23 入選 奥野 晏奈 お母さんへ

小さいころから夜中、体がかゆくて起きてしまうアトピーの私。そんな時お母さん
はまた私がねむるまでずっと背中をかいてくれます。ありがとう。お母さんの手
はまほうの手です。

24 入選 片岡 優月 おとうさんへ

いつもおちゃらけて、家族を明るくしてくれるおとうさん。毎年4ヵ月間、家族とは
なれて北海道でサンマ漁をがんばってくれてありがとう。おかげで家族みんな健
康に過ごすことができます。

25 入選 黒田 結佳子 お父さんへ

お父さんの熱さ、声の大きさ、真面目なところ、人として尊敬できます。言わなけ
れば伝わらないので、今度声に出して言います。いつもありがとう。

26 入選 中濵 和泉 おかあさんへ

お母さんのごはんは、おなかも心もいっぱいだよ。

27 入選 瀬々奈 流亜 お父さんへ

いつも夜の散歩で話をきいてくれてありがとう。めいわくしかかけてないけどい
つも気にかけてくれてうれしいです。ありがとう。

28 佳作 尾上 大和 お母さんへ

バレーでおこるお母さんちょっといや。でもそのおかげで、うまくなる気がする。
絶対県1位になってみせるよ。



賞 名前 相手 作品

29 佳作 片野 夏実 お父ちゃんへ

いつも家の外仕事おつかれさまです。農業は1年中休みがないし、牛の仕事は
たいへんだけど、元気でいてくれてうれしいよ。でも、むりせずがんばってね。私
も牛や、外仕事の手伝いを今まで以上にがんばるね。

30 佳作 水谷 颯 月ちゃんへ

わが愛する妹へ お前はいつもおれをおこらせる。だが、それによっていつも自
分のたりない所が分かる。いまこうやって文字を書いてるのも、月ちゃん、お前
のおかげかもしれない。

31 佳作 山田 絵未莉 お母さんへ

いつも家事や仕事をしてくれてありがとう。当り前のことかもしれないけど、それ
がどれくらい大変なことかを自分が大きくなるたびに分かります。いつものことだ
から忘れがちになるけど、当り前のことを当り前ですまさず、日々一緒にいてく
れていることに感謝していたいです。

32 佳作 田口 葵 お母さんへ

いつも私の長い話を聞いてくれてありがとう。心がスッキリして毎日が気持ちが
いいよ。

33 佳作 匿名希望 孫の○○へ

障害をもって生まれてきたけど、不思議にまわりをあたたかく優しい気持ちにし
てくれる○○の笑顔が大好きだよ。泣き顔も怒った顔も全部大切な私の宝物。
生まれてきてくれてありがとう。元気に育ってほしい。そして、いつかパパ・ママ・
みんなに、“ありがとう”が言える子に育ってほしいな。

34 佳作 南 翔太 お母さんへ

気づいたら用意されているおいしいご飯。気づいたら用意されている綺麗に畳
まれた服。毎日当たり前だと思っていた魔法のような出来事。そんな魔法はお
母さんの努力のおかげだったんだね。

35 佳作 大久保 昊 お父さん

ちょっぴりきびしいお父さん お父さんのいうようにできないこともあるけれど こ
れからもいっしょうけんめいがんばるから ぼくの一番のおうえんだんちょうでい
てね



賞 名前 相手 作品

36 佳作 服部 一斗 父へ

僕が勉強や高校のことで悩んでいるとき 初めて真剣に話し合ってくれた。そん
な父に感謝しています。ありがとう。

37 佳作 倉野 莉音愛 ちえちゃんへ

家につくと、いつも温かい笑顔でむかえてくれて、ありがとう。最近、物忘れが激
しくなって、いろんなことを忘れてしまうけど、ちえちゃんが私と遊んだ思い出を
鮮明に覚えていて、とても嬉しかったよ。これからも元気でいてね。

38 佳作 一尾 颯世 はるせへ

弟が生まれてきたときずっとまもっていこうと心にきめました。ぼくの弟になって
くれてありがとう。ずっとずっと大すきだよ。

39 佳作 宇納 直美 父さんへ

私は正直、父さんからの期待がつらい。私が試合に出れなかったら父さんは私
より悔しがる。それがつらい。でも、私が試合で活躍できたとき、父さんは私以
上に喜んでくれる。そんな父さんからの期待があるから私はあきらめられなくな
る。そしてがんばれる。ありがとう。期待に応えられる日がくるまでがんばるよ。

40 佳作 西川 耕平 親父へ

小さい時から、親父の背中をずっと見てきました。優しさ、厳しさ、誠実さなど親
父の背中が道しるべでした。今度は私が息子に背中を見せる番です。親父のよ
うな背中を見せられる立派な親父になってみせます。

41 佳作 匿名希望 お嫁さんへ

当年とって62才の主婦です。二人の息子も独立し家庭を持ち四人の孫がいま
す。どの子も非常に可愛い。そんな孫をこの世に産んでくれたお嫁さん本当に
「ありがとう」これからは自分の人生を楽しむと同時に精一杯孫を大切にしたい
と思います。

42 佳作 藤村 東加 母へ

弁当をつめている母 仕事に疲れ眠る母 昼食も食べず眠る母 夕食を準備す
る母 運転席に座る母 疲れが取れず眠る母 私は見ているいつだって言えな
い思い「ありがとう」



賞 名前 相手 作品

43 佳作 河原田 美緒 お母さんへ

私はあなたの事がきらい。だっていつも自分だけがんばって、私をたよらない。
だから私にもたよってね。私も、もう中学生なんだから。ありがとう、大好きだよ。

44 佳作 藤田 実希 お父さんへ

「おかえりなさい」は言えるけど、「いつもありがとう」は、少し照れくさくて言えま
せん。けど、いつか、必ず感謝の気持ちを伝えます。

45 佳作 川口 莉乃 ままへ

いつも家族のために一生懸命になってくれてありがとう。剣道の大会で負けて
いつも泣く私を抱きしめてくるから、余計に泣いちゃうよ。でも、ままのそばは心
地いいから、これからも泣く私を優しく抱きしめてね。いつか優勝してままを泣か
せてあげるから。

46 佳作 諸岡 成 双子の兄へ

ありがとう。僕は兄さんといっしょに生まれてよかったと思います。兄さんは、体
が不自由だけど僕がその分がんばります。

47 佳作 島田 花恋 ママへ

困ったとき、一番に相談したいのはママです。ママのアドバイスを素直に聞けな
いのが私です。それでも、私の相談相手をやめないでいてくれてありがとう。い
つか私が、ママの相談相手になるからね。

48 佳作 霧畑 未来 ままへ

おしごともおうちのこともいっぱいありがとう。わたしもかぞくにかんしゃされるひ
とになります。まっててね。

49 佳作 内田 おじいちゃんへ

おじいちゃんが「がん」になってすごい悲しかったけど、おじいちゃんはこうがん
ざいとかえらい薬とかにも、必死で生きようとしとる姿がすごいかっこいい。私の
自慢でかっこいいおじいちゃん。大好きやで。



賞 名前 相手 作品

50 佳作 上野 瑠南 ぱぱへ

ぱぱ、りょこうへつれってくれてありがとう。ぱぱ、うんどうかいきてくれてありが
とう。ぱぱ、ほんとうにありがとう。ほんとにありがとう。

51 佳作 匿名希望 三人の弟へ

周りの人は、「弟三人も大変ね」と言うけれど、私は三人のことが大好きです。う
るさいし、けんかもたくさんするけれど、やっぱり、四人そろうと楽しいです。生ま
れてきてくれてありがとう。

52 佳作 川島 夏実 両親へ

子どもを産んで改めて、自分がいかに愛されて大切に育てられたかを知りまし
た。息子をあやすあなた達を見て、幸せな気持ちになります。私をここまで育て
てくれてありがとう。これからもよろしくね。




