【小学生の部】
（学校名・学年・年齢）

夕ごはんのあと家族でトランプをする

セミの鳴き声がする

コオロギ達が面白そうに鳴いている

ミーンミンミン

今日はだれが勝つのかな

チョウがいっぱいとんでいる
ひらひら
平和だから生きものが生きている

（三の丸小学校・1 年・―）

（三の丸小学校・4 年・―）

むかし新玉小学校に

みじかにいるひと

ばくだんがおっこちてせいとも先生もしん かぞくやともだち
じゃった

へいわだからつくれるえがお

だけど今はみどりのしばふにわらい声
たのしいところ
（新玉小学校・2 年・―）

（足柄小学校・1 年・―）

あのね

わらってる

わらいごえがきこえると

スポーツできて

みんなたのしくなるんだよ

たのしいな

（足柄小学校・1 年・―）

（足柄小学校・2 年・7 歳）

なつやすみ

公園で友達と遊んだ帰り道

パパはおひるね

カレーのいい匂いがしたよ

へいわだなー。

今日は何かな
おいしいごはんが毎日食べられる幸せ
（足柄小学校・3 年・―）

（足柄小学校・4 年・9 歳）

やさしい友達と

友達といると楽しい

大切な家族と

家族といると落ち着く

キラキラ光る笑顔と

勉強はめんどくさい
おバケはこわい
でもぼくは幸せなんだ。

（足柄小学校・4 年・10 歳）

（足柄小学校・5 年・10 歳）

きらきら輝く水

ぼくたちは

それは平和ですって

いつでもゲームができる

言っているんだ

平和だな。

平和って素敵だね
（足柄小学校・5 年・10 歳）

（足柄小学校・5 年・11 歳）
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今の世の中幸せ？

おいしいものをおなかいっぱい食べられる

本当にぼくたちの理そうの世の中？

安心してくらせる

世界中の子どもたちは本当に幸せなの？

それはしあわせ

ぼくはちがうと思う。

平和ってことだね

（足柄小学校・5 年・―）

（足柄小学校・5 年・―）

当たりまえ普通の日々が

青空に ひびき渡る 風鈴の音

過ごせる毎日

のんびりすごせる 静かな街

家族や友達 素敵な笑顔

緑あふれる 平和で 幸せな日々

ずっとずっといつまでも。
（足柄小学校・6 年・11 歳）

（足柄小学校・6 年・12 歳）

1 人が笑えば皆が笑う

なつやすみのキャンプ

笑顔と幸せの連さが

ともだちとかわであそび

悲しみや苦しみを

よるはかぞくよにんでひとつのテントにと

なくしてくれますように

まった。
らいねんはちゅうごくのともだちといっし
ょにいきたいな

（足柄小学校・6 年・―）
ぼくが冗談を言ったら

（芦子小学校・1 年・―）

お姉ちゃんが笑っ へいわってどうゆうこと？

た

けんかをしないってこと、

お母さんもお父さんも笑った

「みんなげんきでうれしいなあ」っておも

ぼくも笑った

うこと、

友達のうちも

先生のうちも

みんなじぶんかってにしないってこと、

みんなのうちも笑っていますように

みんなとなかよくすること、
かぞくがいるってこと、
へいわってこういうこと

（芦子小学校・5 年・11 歳）

（早川小学校・1 年・7 歳）

かぞくがぜんいんいるよ

ねこがいる。

せんそうがないくにはへいわ

ねこがおもしろいからみんなえがおにな

そういうくにがたくさんあるといいね

る。
ねこがにげる。
でもみんなえがおになる。

（早川小学校・1 年・7 歳）

（早川小学校・2 年・8 歳）
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友達と

ニッポンって？

元気いっぱい

衣・食・住すべてが整う

水あそび

平和な国
（早川小学校・4 年・―）

（早川小学校・4 年・10 歳）

みんなで進めよう

魚がとれる小田原の海

世界のやさしい人を

みかんやタラの芽がとれる一夜じょう

ふやすんだ

あゆつりでにぎわう早川
この平和な町をぼくは大切にしたい
（早川小学校・5 年・10 歳）

（早川小学校・5 年・11 歳）

あつい夏

「平気」「大丈夫？」の声かけ

せみの鳴き声

人と人が助け合う

きこえてる

人と人がつながる
このつながり宝物
（早川小学校・6 年・12 歳）

（早川小学校・6 年・―）

祖父が育てるみかんの木

かぞくそろってゆうごはん

父が受け継ぎ、ぼくも真似

まいちにえがおでくらしてる

ずっと変わらずそのまた孫まで続くといい せかいじゅうのみんなにわけてあげるね
な。

しあわせなきもちを・・・
（早川小学校・6 年・―）

（久野小学校・1 年・―）

みんなとね

へいわってやさしいことだね

なかよくあそび

みんなにわけてあげたくなるね

ピースだよ

たくさんわけてあげたくなるね
（久野小学校・1 年・―）

（久野小学校・1 年・―）

おいしくごはんを、たべました。

わらえる

プロレスの DVD を、みました。

なける

ぼくもおとうさんもえがおです。

さけぶこともできる

えがおがずっと、つづきますように。

それはうれしいこと

（久野小学校・1 年・―）

（久野小学校・2 年・8 歳）

日本では

天気よく、

てっぽう買うなら

へいわな町で、

おもちゃやさん

せみの声。
（久野小学校・2 年・―）

（久野小学校・3 年・8 歳）
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日本はね

あたたかな手と手を合わせてたすけ合う

平和でくらし

みんな友達

いい国だ

やさしく笑顔で生きようね

みんな仲間

（久野小学校・3 年・9 歳）

（久野小学校・3 年・9 歳）

スーパーで家族でおかいもの

日本が大好き。

学校で友達と楽しくお勉強

平和ってすてきだね

夏は、プールで友達と泳いで

世界中のみんなと手をつなごう

みんな平和なたのしいくらしずっと

幸せがひろがっていくよ。

つづいてほしいな。
（久野小学校・4 年・9 歳）

（久野小学校・4 年・―）

おはようと

みんなが毎日くれるから

言える毎日

ぼくも毎日かえしたい

いつまでも

大きなひまわりみたい心の笑顔
ずっと大事にするからね
（久野小学校・5 年・10 歳）

ともだちと
楽しくて

（久野小学校・5 年・11 歳）

あそんでるのが
そのまい日が

平和なんだね

大切な命

一人に一つ

だけの命

だから

助けあおう
（久野小学校・5 年・―）

（久野小学校・5 年・―）

平和だからこそ

へいわだな

今日がある

たいようひかる

今日も明日も

このちきゅう

ずっと幸せ
（久野小学校・6 年・11 歳）

（久野小学校・6 年・11 歳）

さぎなどが

みんなのて、

なくなり安心な

あなたのきずな

世の中でいっしょうけんめい

きずなみち

いきたいな。

みんなのきずな
この、世界に
（久野小学校・6 年・12 歳）

（久野小学校・6 年・12 歳）

手をつなぎ

せんそうは

みんな笑顔で

いっしょう

平和の輪

しない。
（久野小学校・6 年・12 歳）

（富水小学校・1 年・―）
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なつやすみ

ぼくのしあわせは家族といることです。

たのしいうみが
まっている
（富水小学校・3 年・8 歳）
今年も行ったね

（富水小学校・6 年・11 歳）

家族旅行

平和だからこそ

それはみんなが健康でいられているからだ できることは
ね

笑うこと

来年もまた行けるといいね
（富水小学校・6 年・11 歳）

（富水小学校・6 年・11 歳）

学校で毎日勉強でき

なにもなく

サッカーの練習試合が当然のようにできる

世界のみんな

この平和が世界中に広がりますように

笑顔で手をつなごう！

（富水小学校・6 年・11 歳）

（富水小学校・6 年・11 歳）

みんなで食事ができたり

おばあちゃん

９２年生きてきて

きれいな景色を見たり、

戦争だけはしないでと言う

生きていられるのも、
平和だからあること。
（富水小学校・6 年・11 歳）

（富水小学校・6 年・11 歳）

世界中

いじめがない

地域をこえて

学校は

関わって

すてきだな

はじめて一つに
なる素晴らしさ
（富水小学校・6 年・11 歳）

（富水小学校・6 年・11 歳）

ふうりんが

学校にかよえること

風になびいて

友達と遊べること

音がなる

家族とご飯を食べれること
みんな平和じゃないとできないこと。
（富水小学校・6 年・11 歳）

（富水小学校・6 年・11 歳）

友達と

夏休み家族でいろんな所へ行って

外で遊んで

たくさん遊ぶぼくって平和だな〜

楽しいね！

でも学校の宿題忘れずに
（富水小学校・6 年・11 歳）

（富水小学校・6 年・11 歳）
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あおい空を

みんなで笑い

ゆっくり見られ

みんなで悲しみ

平和だな。

みんなで喜ぶ
平和っていいな
（富水小学校・6 年・11 歳）

（富水小学校・6 年・11 歳）

あたたかい

みんなが笑顔

その手のぬくもり

みんなが幸せ

みんなつたえよう

それが平和

それは平和にしようということだから
（富水小学校・6 年・11 歳）

（富水小学校・6 年・11 歳）

世界中の子どもが

夜空にはきらきら光る星の家族

たくさん笑い

明るい黄色まぶしいな

たくさん食べ

いつまでもこの夜空が続いてほしいな

友達と元気に過ごせますように
（富水小学校・6 年・11 歳）

（富水小学校・6 年・11 歳）

わになって

学校は仲間と学び

みんな仲良く

仲間と遊び

過そうよ

家では楽しく家族と

きっとそこには

ご飯を食べる

笑顔がみえる
（富水小学校・6 年・11 歳）

（富水小学校・6 年・11 歳）

友だちとディズニーに行ったり

ご飯ほかほか

家族で夕食を食べたりできるのは

一人でご飯少しさみしいけど

日本が平和だからできるんだね

二人三人みんなで食べると楽しいね。

（富水小学校・6 年・11 歳）

（富水小学校・6 年・11 歳）

夏の夜

お盆だよ

蛍がきらきら

実家に帰って

光ってる

墓参り
（富水小学校・6 年・11 歳）

（富水小学校・6 年・11 歳）

みおくりで

友だちと、仲良く遊び

泣いたホームの

けんかをしないで、

僕と父

楽しく遊ぶ
（富水小学校・6 年・11 歳）

（富水小学校・6 年・11 歳）
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夏休み

友達は

ふうりんの音は

みんなであそぶと

きれいだな

たのしいな
（富水小学校・6 年・11 歳）

（富水小学校・6 年・11 歳）

地域のみんなとお祭り

先生と

友達と一緒にプール遊び

勉強をやり

家族で楽しく旅行

楽しいな

この平和を守りたい
（富水小学校・6 年・11 歳）

（富水小学校・6 年・11 歳）

家族とね

戦争がない日本

平和で過ごし

協力しあえるクラス

幸せだ。

優しい人たちがたくさんいるから平和なん
だね
（富水小学校・6 年・11 歳）

（富水小学校・6 年・11 歳）

毎日が

一緒に泣いたり笑ったり

えがおになれば

そんな友達に出あえたことが

平和だな

輝く宝物になるよ
（富水小学校・6 年・11 歳）

（富水小学校・6 年・11 歳）

早寝、早起きは、僕達

平和とは、学校で楽しくすごすこと

の健康な、体を作って

平和とは、家族仲良くできること

くれる。

平和とは、世界の、子どもたちが、しあわせ
を、感じれること。
（富水小学校・6 年・11 歳）

（富水小学校・6 年・11 歳）

大好きなサッカー。楽しくておいしいご飯

家族みんなで

あたりまえのことをあたりまえにできるの いっしょにいることが、
が

ぼくのしあわせ

世界で一番平和
（富水小学校・6 年・11 歳）

（富水小学校・6 年・11 歳）

たすけあい

まい日が

みんなをつなぐ

みんな平和に

みんなのわ

なるように

（富水小学校・6 年・11 歳）

（富水小学校・6 年・12 歳）
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田んぼが緑においしげり

温かいご飯に

畑にはいろんな作もつがみのり

楽しいおしゃべり

旬をしょくす幸せかな

あたりまえの事が幸せなんだね

（富水小学校・6 年・12 歳）

（富水小学校・6 年・12 歳）

どんな事があっても

たくさんの

１日を安心して過ごせる

命集る

それは世界中の人々が支えあっているから

地球だな

（富水小学校・6 年・12 歳）
朝

昼

（富水小学校・6 年・12 歳）

晩

ぼくのこえ

三食取れるの

世界に広がれ

平和だな

あたたかく
（富水小学校・6 年・12 歳）

（富水小学校・6 年・12 歳）

温かい日の光

けいさつ所

家族ゆったり過ごす

それがなくなる

こんなこと平和じゃないと

時代もいつか

できないね

きっとくる
（富水小学校・6 年・12 歳）

（富水小学校・6 年・12 歳）

夏休み一家だんらん平和だな

ケンカした弟

２人と手をつないだら仲良

しの輪
家族みんなで手をつないだらもっと大きい
仲良しの輪
世界のみんなで手をつないだらもっともっ
と大きい仲良しの輪になるのかな
（富水小学校・6 年・12 歳）

（富水小学校・6 年・12 歳）

外を歩けばおばあちゃんたちが見守ってく 花さいた
れる

平和な世界

学校に行けば友達がいる

うれしいな

家に帰れば、家族が待っている
蛇口をひねれば、水がでてくる
こんなあたりまえの事が、すばらしいこと
なんだね。

（富水小学校・6 年・12 歳）

（富水小学校・6 年・12 歳）
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学校でみんなと仲良くお勉強

今みんなで

当たり前だと思っていたけど

平和について考えている

世界には学校もない国があるなんて

そのことが平和への第一歩。

早くこの楽しさがつたわりますように。
（富水小学校・6 年・12 歳）

（富水小学校・6 年・12 歳）

おいしい食べ物が

夏休み

たくさんとれる時代

甲子園が

平和になったねこの国は

楽しみだ。

（富水小学校・6 年・12 歳）

（富水小学校・6 年・12 歳）

木々の葉っぱが優しくゆれている

一人はみんなのために

友達と仲良くおしゃべりできる。

みんなは一人のために

できることから一つずつ

みんなで協力して生きていこう

この平和をいつまでも
（富水小学校・6 年・12 歳）

（富水小学校・6 年・12 歳）

真夏日に

夏休み

あつさでとける

家族とプール

かき氷

楽しみだ。
（富水小学校・6 年・12 歳）

（富水小学校・6 年・12 歳）

家で家族と会話

暴釣だ

その幸せは、一生忘れない

いっぱい釣れて

でもその幸せを、みんなに届けたい

楽しいな

（富水小学校・6 年・12 歳）

（富水小学校・6 年・12 歳）

今はもう

これからも

戦そうがなく

ずっといっしょに

安心だ

いられるね
（富水小学校・6 年・12 歳）

（富水小学校・6 年・12 歳）

平和って

人々の争いなくなり

きずかないけど

町はしずか

すぐそばに

鳥はゆうがに鳴いている
あぁこれって平和

（富水小学校・6 年・12 歳）

（富水小学校・6 年・12 歳）
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おだやかな

今あるやさしさ

時代や国に生きている

それが世界中に広がるとき

それをむだには

平和の字が浮きあがる

せず生きたいな
（富水小学校・6 年・12 歳）

（富水小学校・6 年・12 歳）

原爆が

ごちそうさま

広島長崎

毎日食べられる

落とされて

ありがとう

この日を忘れる
ことはない
（富水小学校・6 年・12 歳）

（富水小学校・6 年・―）

平和

争そいがなく

みんなといっしょに遊べる事

勉強ができて

平和

話し合いで解決

ごはんをいっぱい食べれる事

するから平和なんだね。

平和
家族といっしょにいられる事
（富水小学校・6 年・―）

（富水小学校・6 年・―）

なりひびく

学校で勉強できる人とできない人

スズメの声が

外で元気に遊べる人と働かないといけない

きこえるね

人
家族と笑い合える人とそうでない人
皆が幸せな世界になりますように
（富水小学校・6 年・―）

（富水小学校・6 年・―）

友達と遊ぶ

学校で

家族と幸せにくらす

楽しく過ごせば

どれも平和だから

平和だね。

できるんだね！
（富水小学校・6 年・―）

（富水小学校・6 年・―）

人は十人十色

今も戦争している国もある

いろんな意見の人がいる

サッカーしたり遊んだりできない子もいる

いろいろな意見を合わせよう

ぼくは、やりたいことがいっぱいできる

戦争で決める必要はない

世界中の子どもたちがみんな幸せで

だからぼくたちは平和にくらす

いられたらいいな

（富水小学校・6 年・―）
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（富水小学校・6 年・―）

やすらぐ風

世界の一人一人の

いつもおちつく

みんなが平和になる

平和だなあ

争いのない世界を作ろう
（富水小学校・6 年・―）

（富水小学校・6 年・―）

あなたのぬくもり

助け合い

気持ちいだから

仲間とともに

みんないわけたい

がんばろう

（富水小学校・6 年・―）

（富水小学校・6 年・―）

食べ物が

平和だから楽しいことも多い

食べられるのは

でも悲しいこともある

幸せだ
（富水小学校・6 年・―）

（富水小学校・6 年・―）

学校で

私のまわりすべの人たちが

みんなと遊び

毎日たのしく

お勉強

健康でいられるよの中で

いつものように

いますように

過ごす毎日
（富水小学校・6 年・―）

（富水小学校・6 年・―）

夏休み

夏休み

宿題より

高校野球

遊びたい

楽しみだ！
（富水小学校・6 年・―）

（富水小学校・6 年・―）

日をあびて

母親が

ぐんぐん

作る料理は

そだつ

陽（あたた）かい

ひまわり
（富水小学校・6 年・―）
ひさしぶりのスイミング

（富水小学校・6 年・―）
夏休み、家族みんなで、ゴロゴロだ。

思っていたより気持ちがいい。
水の中ってなんて楽なんだろう
いつか、魚と一緒に泳ぎたい。

（富水小学校・6 年・―）
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（富水小学校・6 年・―）

ご飯を食べ

笑い声

風呂に入り

絶えない家族

布団でねれる

すてきだな

それだけで幸せ
（富水小学校・6 年・―）

（富水小学校・6 年・―）

お母さん、お父さんの温かいぬくもり

たすけあい

毎日三食おいしいご飯を食べれる

世界をつなぐ

おだやかな状態である

一つのわ

ふつうに生活ができるって、幸せだな
（富水小学校・6 年・―）

（富水小学校・6 年・―）

みんなで

テレビ見て

楽しく外遊び

笑って暮らせて
平和だな
（富水小学校・6 年・―）

（富水小学校・6 年・―）

わたしも、みんなも、にっこり笑顔、

友達と遊んだり

おいしい食事も食べられる。

家族でおでかけしたり

戦争もなく、学校に通える。

なにかをできるということがしあわせなん

安心できる、この国

だね

大好き

（富水小学校・6 年・―）

（富水小学校・6 年・―）

平和の「和」を「輪」にかえて

夏限定一日中

皆で手をつなぎ合い大きな「輪」にする

友だちと遊び

そんな社会にしたい

家族と過ごす幸せな日々

（富水小学校・6 年・―）

（富水小学校・6 年・―）

夏休み

ほら耳をすませてごらん

たくさんでかけ

小鳥のさえずり

思い出に

子供たちの声
これは平和ではないと聞こえないね
（富水小学校・6 年・―）

（富水小学校・6 年・―）

元気に学校へ行けること

夜空には

おいしいご飯が食べられること

かがやく笑顔

毎日のあたりまえのこと一つ一つが

キラキラと

平和のあかし
（富水小学校・6 年・―）
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（富水小学校・6 年・―）

この国は、平和だ

ごはんを家族と食べられることや

蛇口をひねれば水が出るし

友達と遊べること

戦争をしない

あたり前に思えることは

私は、この国に生んでもらって幸せだ

実は大きな幸せ

（富水小学校・6 年・―）

（富水小学校・6 年・―）

毎日、

外あそび

いろいろな人と

友達いっぱい

楽しく笑顔で

へいわだな

うれしいな
（富水小学校・6 年・―）

（富水小学校・6 年・―）

世界のみんなと手をつなぎ

ママのてがあったかい。

笑顔あふれる

ママのてがやらかくてきもちい

世界中に

ママといっしょにいるとリコのこころがぽ
っかぽか

（富水小学校・6 年・―）

（町田小学校・1 年・6 歳）

かぞくでがいしょく

人をきずつけたり

わいわいたべる

人をかなしませたりする言葉を言わない

もり上がるのが

みんなでなかよくあそぼうね

へいわのしるし

（町田小学校・2 年・7 歳）

（町田小学校・2 年・8 歳）

おべんとう、ぼくのすきな肉づめを

平和には

いっぱい作ってくれて、ありがとう

まずは友だち

また作ってね、お母さん。

なかよくね！

（町田小学校・3 年・9 歳）

（町田小学校・3 年・9 歳）

学校は友達たくさんいるんだよ

なすにきた 三年ぶりだ

ケンカをしてもする仲直り

馬、牛、うさぎ、やぎ、ひつじ

たくさんの笑い声あふれてるね

みんな元気
こんどは、晴れてね

（町田小学校・3 年・9 歳）
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（町田小学校・3 年・―）

すいかわり

ぼくの家にオーストラリアからジョージア

みんなニコニコ

がきた

楽しそう

ぼくは、英語が話せないからきんちょうし
た
だけど気持ちがつたわったよ
世界中の人が仲良くなって気持ちがつたわ
ればいいのにな
（町田小学校・3 年・―）

（町田小学校・3 年・―）

外であそべる

おいしいごはんがあって、

学校に行ける

みんなの笑顔があって、

せんそうのない国だからできること

仲間といられる今が幸せ。

（町田小学校・3 年・―）
運動場で大きな雲を見つけたよ

（町田小学校・4 年・9 歳）
平和って、何だろうと考えてみた。

ぼくが雲になったら、世界中の風景を見た テレビで毎日流れる戦争、自然災害、事故、
いな

事件

みんなでなかよく遊んでいる風景を

いつものくらしができるって平和なんだと

いろんな動物たちや、虫たち魚たちを

思う

（町田小学校・4 年・―）

（町田小学校・5 年・―）

われわれが

下府中しょうがっこうの、

必ずやるのは

ともだちだけじゃなくて、せかいや

人とせっすること

ほかのしょうがっこうの、ともだちともな
かよくしたい。

（町田小学校・6 年・11 歳）

（下府中小学校・1 年・6 歳）

かぞくみんなでゆうごはん。

みんながけんかしないように

たのしいね！

かぞくでなかよくくらせるように

うれしいね！

へいわなみらいまってるよ
（下府中小学校・1 年・―）

（下府中小学校・2 年・―）

せんそうがないちきゅうでくらしたい

朝ごはんに、毎日出てくる、目玉やき。

ぼくのおもいが

平和だから、食べられるんだね、目玉やき。

みんなにとどけ

今日は、しょうゆで食べよう目玉やき。

（下府中小学校・2 年・―）

（下府中小学校・4 年・9 歳）

せみのうた

平和だと

ミンミンミンミ

お家でテレビを

なつのこえ

見すぎちゃう
（下府中小学校・4 年・9 歳）
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（下府中小学校・4 年・10 歳）

ブランコで遊ぶこと虫をつかまえること

海、山、川にかこまれた

自転車でたんけんに行くこと

小田原をこれからも、

あたりまえのことだけど、へいわだからで 守ろうね。
きること
（下府中小学校・4 年・―）

（下府中小学校・4 年・―）

戦なし

友達を、かなしませちゃいけません

世の中治まり

世界中ここちよくくらせますように

平和だな

せんそうをみんなでいっしょにふせごうね
（下府中小学校・4 年・―）

（下府中小学校・4 年・―）

夜空見て

国や県を平和にするなら

平和な世界

まずは家庭から

いつまでも

家庭でぼう力があったなら

夜空に願う

まずそれを解決しよう
（下府中小学校・5 年・10 歳）

（下府中小学校・5 年・10 歳）

１人で生きてはいかれない

「平和な日」

人にやさしくする事はできる

ただそれだけで

笑顔を明日へのパワーにして！

「すてきな日」

（下府中小学校・5 年・11 歳）

（下府中小学校・5 年・11 歳）

青い空があって、白い雲があって

友達と元気に仲良くたくさんあそんで

海に魚がいて緑の山があって

家に帰ると

鳥がないて、虫がないて

たべたかったビーフシチューのいいにお

何気ない風景だけど平和の証

い。
体も心もほっかほか

（下府中小学校・5 年・11 歳）

（下府中小学校・5 年・―）

世界が笑顔でくらせる

おれをみろ

おたがいの国がたすけあう

平和だろ

そんな地球で一日でもはやくくらしたい。

おまえもな。

（下府中小学校・5 年・―）

（下府中小学校・5 年・―）

やさしくされるとうれしい

平和だと

やさしくするとうれしい

ゲームや遊びが

みんな豊かな気持ちになるね

やりほうだい

（下府中小学校・6 年・11 歳）
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（下府中小学校・6 年・11 歳）

笑顔たくさん友達と

平和って何だろう

学校で先生とお勉強

何の争い事もなく、みんなが笑ったり、

家族で笑って話し合い

自由に行動が出来る事だと思う

みんな平和だからできるんだね

そんな平和が世界中に広がる事を願いま
す。

（下府中小学校・6 年・11 歳）

（下府中小学校・6 年・11 歳）

学校で授業をうける

朝は、ラジオ体そう。

学校で給食のご飯を食べる

昼間はよく遊び

学校のグラウンドで遊べる

よるはよくねて

みんな戦争があるとできません

平和な一日を待とう。

（下府中小学校・6 年・11 歳）
たいせつな

（下府中小学校・6 年・12 歳）
ぼくたちの手で広げよう平和の輪

命をつなごう
いつまでも
（下府中小学校・6 年・12 歳）

（下府中小学校・6 年・12 歳）

世界にも知って欲しいな

事故のもとに気をつけるなど

平和憲法

警察などだけに頼らず

第９条

個人個人で平和を
作っていく
（下府中小学校・6 年・12 歳）

（下府中小学校・6 年・―）

家族と

大空を

いられる事に

あおいで伸びる

日々感謝

夏休み
平和な風を
感じて歩く
（下府中小学校・6 年・―）

（下府中小学校・6 年・―）

困った時に

えがおが

みんなの優しい言葉

あふれる

たくさんのボランティア

まち

助け合う力

平和な日本
（下府中小学校・6 年・―）

（千代小学校・2 年・7 歳）

ぼくがべんきょうしてるとお母さんがうれ あたたかいこころで
しそうだから

きもちよくすごすと

がんばる、べんきょうもサッカーも

せかいはにっこり

お母さんがわらっていると
わが家は平和だから
（千代小学校・3 年・9 歳）
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（国府津小学校・1 年・6 歳）

かぶとむし

わからないとき

つのがなければ

みんながいるから

たたかえぬ

わかるんだね
みんなせかいにいるから
ちきゅうがあるんだね
（国府津小学校・1 年・6 歳）

（国府津小学校・1 年・―）

センソウはこわいね。

にっこりえがおまいにちたのしく

やっちゃだめだね。

くらせるよ

なかよくしようね。
（国府津小学校・1 年・―）

（国府津小学校・1 年・―）

虫のこえ

ままのにおい

とりのこえ

いいにおい

かぞくのわらいごえ

だいすき

えがおできける
へいわだね。
（国府津小学校・1 年・―）

（国府津小学校・―・6 歳）

わたしのすきのもの

あらそうことなくくらせること。

おとうさんと

まい日、わらいあえるなかまがいること。

きれいなおへや

せかいが 1 つのこころになれますように。

（国府津小学校・―・6 歳）

（国府津小学校・2 年・7 歳）

おにいちゃんまい日たくさんけんかばっか 平和ってどんなこと
り

おいしいごはんが

だけどときどきやさしい

いるとあんしん

食べれること

いもうと・・・・とってもなまいきすぐたた 学校に行ったり
くわからんちん

ゆう園地であそんだり

だけどなかよしとってもかわいい

みんな楽しいね

みんながそろうとわらいがいっぱい
キャッキャッキャッ
（国府津小学校・2 年・―）

（国府津小学校・3 年・9 歳）

ごはんが食べれるのは

平和だと

平和だからなんだよ

世界中が

かんしゃして食べないとね

あたたかい

（国府津小学校・3 年・―）
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（国府津小学校・4 年・9 歳）

わたしにも

平和はね

あなたたちにも

世界をまもる

心ある

いい言葉
（国府津小学校・5 年・10 歳）

（国府津小学校・5 年・10 歳）

にっこりな

昔から

君の笑顔で

色々やって

かがやける

今へいわ
（国府津小学校・5 年・10 歳）

（国府津小学校・5 年・10 歳）

世界中が平和になりますようんみ。

平和な日

春、夏、秋、冬、どんなときでも

いつも元気で

美しい町ができる。

楽しいな

近い未来、叶えられるように。
（国府津小学校・5 年・10 歳）

（国府津小学校・5 年・10 歳）

人々は

病気には、ね

みんな平和だ

あぶないかかわり

うれしいな

あるんだよ
（国府津小学校・5 年・10 歳）

（国府津小学校・5 年・10 歳）

わたしたち

にっこり

食べ物もあるせんそうもない

げんきで

外国はせんそうだらけ日本は平和

こうずしょう。

なんでだろう
（国府津小学校・5 年・10 歳）

（国府津小学校・5 年・10 歳）

日本は

たのしいな

ずっと

みんなですごす

平和だ

平和だな
（国府津小学校・5 年・10 歳）

（国府津小学校・5 年・10 歳）

ぼくたちは毎日朝、昼、夜と 3 回

争いを

あたり前のようにごはんを食べている

してもなにも

キレイな水を飲んでいる

変わらない

世界のみんながそうなればいいな

だからみんなで
平和なくらし

（酒匂小学校・5 年・10 歳）

（国府津小学校・5 年・11 歳）
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青い空ときれいな風をあびると

平和な町だ

心がスッキリして

キレイなところですみごこちもよい

笑顔でいられる

ずーっとこのままの町がいい。

私には、ただそれだけで平和です。
（国府津小学校・5 年・11 歳）

（国府津小学校・5 年・11 歳）

けんかなし

毎日が

いじめもなくし

楽しいことに

へいわだな

感謝です
（国府津小学校・5 年・11 歳）

（国府津小学校・5 年・―）

君の言葉で心が温かくなり

今日もまた

私の言葉で笑顔になれる

学校へ行けるよ

そんな未来になるために

平和のおかげ

心からそう願う
（国府津小学校・5 年・―）

（国府津小学校・5 年・―）

平和はね

朝おきて

みんな笑顔に

まいにち食べる

なるんだよ

朝ごはん
（国府津小学校・5 年・―）

（国府津小学校・5 年・―）

戦争が終ったこの時代

みなさんで

いつまでも、いつまでも

平和をまもろう

続くと良いな平和な日々を。

たいせつに

（国府津小学校・5 年・―）

（国府津小学校・5 年・―）

平和なことで

いつもみんな笑顔

みんなが元気になれる

それは
いつも平和で安心してくらせているからだ
ね

（国府津小学校・5 年・―）

（国府津小学校・5 年・―）

けんかなく

悲しみは

みんながえがお

明日にはきっと

楽しいなぁ

わすれるよ

（国府津小学校・5 年・―）
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（国府津小学校・5 年・―）

未来はね

へいわだね

平和な町を

みんながえがお

願ってる

うれしいな
（国府津小学校・5 年・―）

（国府津小学校・5 年・―）

友達が

友達と

いるから今が

楽しく遊ぶ

あるんだよ

平和だな
（国府津小学校・5 年・―）

（国府津小学校・5 年・―）

平和だし

ああ けっこん式うれしきなみだあふれだ

じけんもなにも

す

おこらない

ああ まちきれぬはやくよめがおみたい
けっこん式がはじまって
ユビワキラキラ
かわいい子が生まれた
（国府津小学校・5 年・―）

（酒匂小学校・3 年・―）

本を持ったら読むんだよ

わたしたち

クレヨンを持ったら絵をかくさ

かぞくみんながえがおだと

バイオリンを持ったら奏でるよ

たのしくなるね

ボールを持ったら遊ぶんだ

たのしかったら

さあ銃おいてグリップ持って僕とまわそう えがおになるね
よ
みんな集まれ国境こえて縄跳び大会のはい
まりだ
（酒匂小学校・3 年・―）
これからも
復興だ

手をとりあって

（酒匂小学校・4 年・―）
友だちとたのしくわたしのいえであそん

絆でつなぐ

だ。

あかるい未来

みんなしあわせにくらせて、ゆかいな世か
いを作りたいです。
（片浦小学校・5 年・11 歳）

（曽我小学校・3 年・―）

アフリカでは毎日たくさんの人のいのちが 家族でおんせん体も心もあたたまる
うしなわれています。

ぼくは日本に生まれてしあわせだな。

ぼきんをして 1 人でもおおく生きさせてあ
げてください。
へいわが一ばん
（東富水小学校・3 年・8 歳）
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（東富水小学校・3 年・―）

ごはんを食べられること

かぞくといっしょに

学校に行けること

あそぶこと。

ふとんの上でねむれること

がっこうのともだちと

平和について考えること

おべんきょうをすること。

今 私がしあわせだからできること

それが
わたしのしあわせです。

（下中小学校・5 年・10 歳）

（矢作小学校・1 年・7 歳）

ぼくはけんかをするといやなきもち。

せんそうがなくてよかった

ぼくはなかなおりするとうれしいきもち。

平和なまちでよかった

せかいのみんながなかよくなれたら

ずっと平和なまちでいたい

みんなうれしいきもち。

平和をだいじにしたいとおもった

（矢作小学校・1 年・7 歳）

（矢作小学校・1 年・7 歳）

かぞくみんなで

平和はね、

あそぶとき

大事にしないと
いけないよ
（矢作小学校・2 年・―）

（矢作小学校・2 年・―）

友だちのえがお

一人がえがおになったら

かぞくのえがお

まわりの人もえがおになる

みんなのえがお

そしてみんながえがおになって

わたしのたいせつなたからもの。

地球はえがおであふれている

（矢作小学校・2 年・―）

（矢作小学校・3 年・8 歳）

わたしの名前は、ひまわり

人をきずつけず、いのちを大事にして、

ヒマワリの花を見ると元気になる

自ぜんや動物にやさしくする、

みんな元気になあれ！

みんながそんな気持だったらいいな。

（矢作小学校・3 年・8 歳）

（矢作小学校・3 年・8 歳）

家族全員

ぼくたちは

みんなそろってごはんを食べる

楽しいなかま

ずっといっしょにいられる

あふれてる

それが平わ
（矢作小学校・3 年・8 歳）

（矢作小学校・3 年・8 歳）

天体望遠鏡で宇宙(そら)を見た

夏休みに弟がうまれたよ

月を見た

3 人兄弟になったよ

土星も見えた

なかよくみんなであそぼうよ

流れ星は見えなかったけど
この無限の宇宙(そら)に
平和の思いを届けよう。
（矢作小学校・3 年・8 歳）
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（矢作小学校・3 年・8 歳）

ぼくは、白いごはんが大すき

ともだちとなかよくそとであそんだり、

ごはんつぶものこさず食べるよ

みんなとなかよくあそんだり、

のこすとおこられちゃうもんね

いえでなかよくごはんをたべて、

世界には食べれない子もいるんだよね

へいわにくらす。

ぼくってしあわせだなー
（矢作小学校・3 年・8 歳）

（矢作小学校・3 年・8 歳）

せんそうがない

みんなで食べるとおいしいごはん

どろうぼうがいない

いつもきれいにすっきりおふろ

平和なくらしがいいんだ。

あそんでつかれてぐっすりおふとん
毎日、毎日、いっぱいしあわせ

（矢作小学校・3 年・8 歳）
明るい朝が来て「おはよう」が言える

（矢作小学校・3 年・9 歳）
みんな仲良くくらせる

あたたかいごはんがあって「いただきます」 みんなで学校に行ける
が言える

みんながいるからできること

「ただいま」と言うと「おかえり」と言って
くれる家族がいる
こんなしあわせ大切にしたい
（矢作小学校・3 年・9 歳）

（矢作小学校・3 年・9 歳）

せんそうはしたくないな

ぼく、学校でホウセン花を育てているよ。

みんななかよく平和にくらしたいな

そして、やさしい気持ちも育てているよ。

いつかはこのゆめを実げんできるといいな
（矢作小学校・3 年・9 歳）

（矢作小学校・3 年・―）

家族といっしょの毎日

あいさつで

あたりまえにすごせることに

はんざいなくそう

ありがとう

町作り
（矢作小学校・3 年・―）

（矢作小学校・3 年・―）

帰ったら

いただきます

おいしいごはん

ごちそうさま

食べれるよ

今日もごはんがたべられてよかったな。
（矢作小学校・3 年・―）

（矢作小学校・3 年・―）

けんかしないで

今はいいね。

なかよくしよう

みんなたすけあって生きている。

そしたらみんなしあわせだ

家族に大切にされている。
一日を大事にすごしていこうね。

（矢作小学校・3 年・―）
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（矢作小学校・3 年・―）

毎日すごしていることだから

おなかいっぱい食べれて

気がつかないけれど

みんなえ顔でいれる

これが平和なことなんだね

そんなふつうのことが
平和だね

（矢作小学校・3 年・―）

（矢作小学校・3 年・―）

平和って･･･？

クラスで給食

しあわせって･･･？

夏はプール

世界中のみんながえがおでいられることだ 学校は楽しいね
よね

こんなしあわせつづくといいね
（矢作小学校・3 年・―）

（矢作小学校・3 年・―）

朝、おはよう。

8月6日

昼、こんにちは。

家ぞくでケーキを食べたよ

夜、こんばんは。

テレビをつけるとみんなでおいのり

こんな日がずうっとつづくといいな。

とても大切な日なんだって。
それがぼくのたん生日

（矢作小学校・3 年・―）

（矢作小学校・3 年・―）

毎日ごはんが食べれて

いつもあたたかいごはんが食べられる。

毎日友だちとあそべて

いつもえがおでいられる。

毎日家族といっしょにいれて

平和にくらせる毎日にありがとう。

しあわせだなー
（矢作小学校・―・9 歳）

（矢作小学校・―・9 歳）

おにぎりいっぱい食べてわらってる

大切な友達

ひとりがわらうとみんなもわらう

大切な家族達と

はじめて会った人もわらってる

わらったりできるのは

ぼくのまわりはえがおであふれている

平和だからだね

あなたもえがおになれますように
（矢作小学校・4 年・9 歳）

（矢作小学校・4 年・9 歳）

平和な国を一生つづけ

手をつなごう

みんなの命を

地球の星は

大切に

ただ一つ
（矢作小学校・4 年・9 歳）

（矢作小学校・4 年・9 歳）

ぼくたちの未来

家でごはんを楽しく食べる

きらきら、わくわくする未来

友達と仲良く遊び

戦争で消さないでほしい

学校で楽しい、いろいろなことをまなぶ。
みんな平和だからできること。

（矢作小学校・4 年・9 歳）
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（矢作小学校・4 年・10 歳）

安心に

ぼくは朝おはようといい

暮らせていいね

いってきますと学校へいく

平和だね

ふつうにただいまと帰ってくる

未来もきっと

学校に行けるのは平和だからなんだね

ずーっと平和
（矢作小学校・4 年・10 歳）

（矢作小学校・4 年・10 歳）

毎日楽しく元気で幸せいっぱい

ひまわりや

みんながあたたかい目で見てくれる

みんなで食べる

みんなすくすく育ってる

カレーライス

（矢作小学校・4 年・10 歳）

（矢作小学校・4 年・10 歳）

青空に

うれしいな

太陽にっこり

四つ葉のクローバー

平和だね

見つかった
（矢作小学校・4 年・10 歳）

（矢作小学校・4 年・―）

小田原は

みんなが笑顔でいるために

戦争がなくて

世界は平和でいなきゃダメなんだ

平和だね

この幸せの輪をもっともっと広げよう

（矢作小学校・5 年・11 歳）

（矢作小学校・5 年・―）

おいしく食事ができる喜び

すてきだね

楽しく学ぶことができる喜び

笑顔は世界の

将来の夢を語り合う喜び

共通語

明日に希望が持てる喜び
世界中の人々がたくさんの喜びを
持つことができますように
（矢作小学校・6 年・12 歳）

（矢作小学校・6 年・―）

あさがおがさいて

うれしいな

しぼんでまたさいて

やさしいパパがかえってきた

そんなしあわせが

ゴルフ、やきゅう、サッカーに

つづくといいな

テニス、バドミントン、テレビ、えいが、ト
ランプ
きょうはなにであそぼうかな。

（報徳小学校・1 年・7 歳）
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（報徳小学校・2 年・7 歳）

せんそうだったら

ごはんをたべることができる。

おとうさんとおかあさんがいなくなるかも いえにすむことができる。
しれないけど

ようふくをきることができる。

今はみんなといっしょでよかったな

（報徳小学校・2 年・8 歳）

（報徳小学校・2 年・―）

家族がいると、楽しいね。

ぼくたちの

みんなでわらって

町の平和は

みんなであそべるのは、

うれしいな

家族がいるからなんだね

（報徳小学校・3 年・9 歳）

（報徳小学校・4 年・10 歳）

幸せは

「おはようございます」

みじかな所に

笑顔であいさつ

あるんだよ

平和のしるし
（報徳小学校・5 年・10 歳）

（報徳小学校・5 年・10 歳）

家族皆

私は家族のぬくもりを感じている

いつも笑えて

みんなのあたたかい心で地球は一つにでき

平和だな

る
一つの幸せな家族になれたらいいね
（報徳小学校・5 年・10 歳）

（報徳小学校・5 年・11 歳）

友達と

せんそうでこわいおもい

いっしょに楽しく仲よく遊べること

かなしいきもちになるひとがいなくなるよ

これって平和だな

うに
みんながたのしくあかるいみらいになるよ
うに。

（報徳小学校・5 年・11 歳）

（豊川小学校・1 年・―）

せんそうは

いませんそうがなくてうれしい。

かなしみいがい

ピアノがひける。

うまれない

カレーがたべられる。
おねえちゃんとけんかができる。
あさがおがきれいでうれしい。
こんなまいにちがつづきますように。
（豊川小学校・1 年・―）
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（豊川小学校・1 年・―）

ともだちをいじめない

みんなをだいじに

かぞくでごはんをたべる

こころやさしく

おおきくなってやりたいことだってある

いきていく。

しあわせになるためにうまれてきたんだか
ら
（豊川小学校・1 年・―）

（豊川小学校・―・7 歳）

だれかを思いやるやさしさ。

ともだちときょうりょくしあう

みんなだれかに、思われている。だから、

家族とたすけあう

みんなが平和になれますように。

１日１日が楽しいと思える

（豊川小学校・3 年・8 歳）

（豊川小学校・3 年・8 歳）

学校では、元気にあそべて

やさしいえがお

楽しい家では、気もちよく

やさしい心

ねれる。

やさしいがあふれる世界
（豊川小学校・3 年・8 歳）

（豊川小学校・3 年・8 歳）

ミサイルを打ち上げない、つくらない

おかあさんのごはんおいしかった。

ぼう力のない世界

明日はおとうさんと本屋にいきたい

みんなが笑顔な地球

こうきとゲームをしたい。
これがずっとつづくといいな。

（豊川小学校・3 年・8 歳）

（豊川小学校・3 年・8 歳）

どりょくして

君のあたたかいえ顔

じこをおこさないようにがんばろう

そのあたたかいえ顔がぼくをえ顔にさせて

ちきゅうのへいわをまもるために

くれる
世界中にそのえ顔がとどきますように

（豊川小学校・―・8 歳）

（豊川小学校・3 年・9 歳）

せんそうがおこらない町

「ありがとう」

みんなが学校に行ける事

「ごめんなさい」って

家族みんなで話ができる。

ことばはね

ずっと、せんそうがおこらず平和でいられ 平和になれる
たらいいな。

まほうなんだよ
（豊川小学校・3 年・9 歳）

（豊川小学校・3 年・―）

まもりたい

あかちゃんがね

へいわなこのくに

私の手をぎゅっと

いつまでも

にぎったよ
心があたたかくなるね
（豊川小学校・3 年・―）
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（豊川小学校・3 年・―）

みんなで楽しくおしゃべりをして

朝起きると朝ごはんのいいにおい

外で思いっきりあそぶ

まどを開けてしんこきゅう

いつまでもえがおがいっぱいの毎日だとい 今日も新しい一日がはじまるよ
いな！

平和っていいよね。

（豊川小学校・3 年・―）

（豊川小学校・3 年・―）

たのしく外であそび

あなたの、顔やさしそう。

けんこうにたべる

見れば、見るほど、あいじょうにつつまれ

みんなへいわでくらそう。

る。
おおぜいの人が、あいじょうにつつまれて
いる。
そういう子がいるから、平和なんだね。

（豊川小学校・3 年・―）

（豊川小学校・3 年・―）

夏休み

未来のために

昼は決まって

戦争がない美しい地球を目指し続けよう。

めん類だ。

そして引きついでいこう平和な小田原市
（豊川小学校・4 年・―）

（豊川小学校・4 年・9 歳）

戦争は

あたたかい手のぬくもり

命と時間の

それは動物

むだ使い

世界中のだれもが

（豊川小学校・4 年・9 歳）

人間
かんじてほしいね

（豊川小学校・4 年・10 歳）

家族とおいしい朝ごはん

かぞくのやさしい心

友達と楽しい給食時間

その心が私にえがおをくれる

みんなといっしょで平和だね

このやさしさがみんなにも伝わりますよう
に

（豊川小学校・4 年・10 歳）

（豊川小学校・4 年・―）

朝起きてごはんが食べられること

だれかを思いやる心

青空の下でみんなとサッカーができること

みんなだれかに思われてる

ゆっくりふとんでねむれること

みんなの思いやりで

みんなぼくの好きなこと

みんなが平和になりますように

ずっとつづいてほしい
世界中のみんなに
（豊川小学校・4 年・―）
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（豊川小学校・5 年・10 歳）

いつものように、起きて、

ぼくたちは

いつものように食べて、

いつまでも平和

いつものように、遊んで、

な国を守る

いつものようにねる、
あたりまえの毎日が平和なんだな
（豊川小学校・6 年・12 歳）
家族がいること
核兵器がない世界
人と人が助け合う世界
世界が平和であること
（豊川小学校・6 年・―）
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（豊川小学校・6 年・12 歳）

