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作　品

寄居町 寄居町立折原小学校 1年 町田　あかり

川口市 川口市立戸塚北小学校 6年 保永　捺希

川口市 川口市立安行東小学校 5年 大熊　夏実

鴻巣市 鴻巣市立鴻巣南小学校 3年 柴崎　友菜

上尾市 上尾市立原市小学校 1年 藤瀬　哲平

草加市 草加市立稲荷小学校 匿名希望

草加市 草加市立稲荷小学校 3年 五十嵐　れもん

草加市 草加市立清門小学校 5年 延原　蒼

戸田市 戸田市立戸田第一小学校 1年 堀　陽菜

桶川市 桶川市立桶川東小学校 6年 新野　彩

熊谷市 熊谷市立熊谷東小学校 5年 北川　莉奈

熊谷市 熊谷市立熊谷南小学校 1年 瀧野　愛夏

寄居町 寄居町立男衾小学校 1年 山下　颯太

寄居町 寄居町立男衾小学校 3年 清水　里珠

加須市 加須市立高柳小学校 6年 関口　愛結

行田市 行田市立南小学校 1年 齋藤　稜太

行田市 行田市立西小学校 5年 桑原　瑞希

春日部市 春日部市立粕壁小学校 6年 高木　更紗

羽生市 羽生市立川俣小学校 6年 入江　紗也華

越谷市 越谷市立大相模小学校 6年 中田　真菜

蓮田市 蓮田市立黒浜南小学校 2年 日向野　萌加

幸手市 幸手市立権現堂川小学校 6年 阿部 温大

宮代町 宮代町立須賀小学校 5年 丹野　菜々子

白岡町 白岡町立西小学校 1年 佐藤　綺海

い いただきます　かんしゃをこめて　たべようね 川口市 川口市立領家小学校 6年 屋良　麻琴 羽生市 羽生市立須影小学校 2年 阿久津　尚大

う うんどうかい　ちからをあわせて　がんばろう 久喜市 久喜市立本町小学校 2年 佐谷　宥和 久喜市 久喜市立本町小学校 2年 佐谷　宥和

え えがおで　あいさつ　ともだちいっぱい 深谷市 深谷市立川本北小学校 5年 村岡　姫佳 深谷市 深谷市立川本北小学校 5年 村岡　姫佳

お おてがみが　はじめてかけたよ　あいうえお 新座市 新座市立東北小学校 1年 藤井　皓 新座市 新座市立東北小学校 1年 藤井　皓

か かえったら　くつをそろえて　てあらいうがい 羽生市 羽生市立新郷第二小学校 1年 石原　優也 戸田市 戸田市立芦原小学校 5年 瀬田　和花菜

き きがえよう　じぶんひとりで　できるかな 小川町 小川町立八和田小学校 6年 小野田　将 さいたま市 在住 吉澤　幸恵

く くぬぎのき　かぶとむしを　みつけたよ 久喜市 久喜市立本町小学校 5年 後閑　湧志 久喜市 久喜市立本町小学校 5年 後閑　湧志

け けんかして　なかなおりして　おともだち 行田市 行田市立太田西小学校 4年 若山　望海 神川町 神川町立神川中学校 1年 羽山　朱音

こ 「これよんで」　えほんのせかいで　だいぼうけん 草加市 草加ひまわり幼稚園 教諭 内田　千枝子 草加市 草加ひまわり幼稚園 教諭 内田　千枝子

さ さかあがり　きっとできるよ　あとすこし 桶川市 桶川市立桶川東小学校 3年 四ッ屋　ちひろ 宮代町 宮代町立東小学校 5年 栗田　大成

し しんせつは　してもされても　うれしいね 埼玉県 在住 坂口　由紀 埼玉県 在住 坂口　由紀

す すいどうの　じゃぐちはしっかり　しめようね 行田市 白鳩保育園 保育士 伊藤　由利子 行田市 白鳩保育園 保育士 伊藤　由利子

せ せんせいに　なまえよばれて　いいへんじ 草加市 草加市立稲荷小学校 4年 二藤部　陽太 深谷市 在住 35歳 山本　裕美

そ そとにでて　みんなであそぼう　たのしいよ 熊谷市 熊谷市立吉見小学校 4年 澤口　大樹 熊谷市 熊谷市立吉見小学校 4年 澤口　大樹

た たんけんだ　いろんなふしぎを　みつけよう 東松山市 松山南幼稚園 教諭 堀口　裕美 東松山市 松山南幼稚園 教諭 堀口　裕美

ち ちょっとみて　はっぱのうえにも　ちいさないのち 熊谷市 熊谷市立吉見小学校 5年 三村　萌花 熊谷市 熊谷市立吉見小学校 5年 三村　萌花

つ つんつんつん　さわるとまるまる　だんごむし 東松山市 松山幼稚園 4歳 岩崎　映 川越市 ひまわり幼稚園 5歳 木藤　伊吹

て テレビけし　みんなでごはん　おいしいね 草加市 草加ひまわり幼稚園 5歳 岩崎　登磨 草加市 草加ひまわり幼稚園 5歳 岩崎　登磨

と ともだちや　かぞくのひとに　ありがとう 越谷市 越谷市立鷺後小学校 6年 中村　雄太 寄居町 寄居町立寄居中学校 3年 奥野　澄子
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あさごはん　しっかりたべて　いってきます 寄居町 寄居町立折原小学校 １年 町田　あかりあ
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な なつやすみ　げんきいっぱい　ぼくとせみ 越谷市 越谷市立大相模小学校 1年 白畑　祐唯 松伏町 ゆたか保育園 保育士 内田　絵梨

に にがてでも　みんなでたべると　おいしいよ 杉戸町 杉戸白百合幼稚園 園長 水野　順子 久喜市 久喜市立鷲宮中学校 3年 鈴木　綾乃

ぬ ぬまやかわ　あぶないばしょで　あそばない 久喜市 久喜市立本町小学校 2年 野原　望夢 久喜市 久喜市立本町小学校 2年 野原　望夢

ね ねるまえに　ちゃんとはみがき　してるかな 行田市 行田市立長野中学校 2年 髙橋　ひかり 行田市 行田市立長野中学校 2年 髙橋　ひかり

の のこさずに　なんでもたべて　げんきなからだ 羽生市 羽生市立須影小学校 6年 三澤　遼介 久喜市 在住 32歳 武井　伴幸

は はんぶんこ　なかよくたべると　おいしいよ 行田市 行田市立泉小学校 1年 森　優太 行田市 行田市立泉小学校 1年 森　優太

ひ ひらがなを　おぼえてうれしい　いちねんせい 加須市 加須市立鴻茎小学校 2年 村山　かんた 加須市 加須市立鴻茎小学校 2年 村山　かんた

ふ ふろあらい　ぼくがするよ　おかあさん 行田市 行田市立東小学校 1年 松田　岬 行田市 行田市立東小学校 1年 松田　岬

へ 「へえ　そうなんだ」　いろいろわかると　おもしろい さいたま市 在勤 匿名希望 本庄市 ほほえみ子どもの国保育園 保育士 小林　清美

ほ ほねや はを　つくるてつだい　ぎゅうにゅう さかな 羽生市 羽生市立岩瀬小学校 4年 渡邉　来希 羽生市 羽生市立岩瀬小学校 4年 渡邉　来希

ま まかせてよ　じぶんのことは　ぼくがやる 羽生市 羽生市立羽生南小学校 1年 棚橋　奏太 越谷市 越谷市立北越谷小学校 6年 仁上　日南子

み みんなで　うたうと　たのしいね 春日部市 春日部市立武里西小学校 1年 松澤　心音 春日部市 春日部市立武里西小学校 1年 松澤　心音

む むしのこえ　あきをしらせる　あいずかな 宮代町 姫宮成就院幼稚園 5歳 鈴木　達也 宮代町 姫宮成就院幼稚園 5歳 鈴木　達也

め めざましどけい　ちゃんとじぶんで　はやおきだ 杉戸町 杉戸町立西小学校 1年 川鍋　夢里歩 三郷市 三郷市立新和小学校 3年 鶴田　翔

も もみじの は　ちいさいてのひら　みたいだね 宮代町 姫宮成就院幼稚園 5歳 秋谷　陽香 嵐山町 嵐山町立七郷小学校 4年 早川　翔大

や やってみよう　ちからいっぱい　チャレンジだ 熊谷市 熊谷市立熊谷東小学校 1年 松澤　美佑 熊谷市 熊谷市立熊谷東小学校 1年 松澤　美佑

ゆ ゆめいっぱい　おおきくなったら　なにになる 羽生市 羽生市立新郷第一小学校 6年 飯田　健太郎 加須市 加須市立加須幼稚園 6歳 反町　愛香

よ よみきかせ　こんどはぼくが　いもうとに さいたま市 在住 45歳 田邊　知子 さいたま市 在住 45歳 田邊　知子

ら ランドセル　いっしょにがんばる　ろくねんかん 上尾市 上尾市立上尾小学校 3年 小川　侑紗 上尾市 上尾市立上尾小学校 3年 小川　侑紗

り リュックをせおって　みんなでえんそく　たのしいよ 行田市 行田市立西小学校 2年 辻　映南 行田市 行田市立西小学校 2年 辻　映南

る ルールをまもろう　こうつうあんぜん　みんなのねがい 長町 長町立長第一小学校 2年 藤原　秋穂 川口市 川口市立神根中学校 1年 中山　沙梨衣

れ れんしゅうを　いっぱいしたよ　ほらとべた 宮代町 姫宮成就院幼稚園 5歳 藤本　柚奈 桶川市 桶川市立桶川東小学校 1年 伊藤　みち子

ろ ろうそく　ろっぽん　うれしいひ さいたま市 せいか幼稚園 5歳 生垣　梨紗 さいたま市 せいか幼稚園 5歳 生垣　梨紗

わ わらおうね　ともだちいっぱい　げんきいっぱい 伊奈町 伊奈町立南中学校 3年 永末　奈々 越谷市 越谷市立東越谷小学校 2年 山田　一葉

を じゅんばんを　まもるとなかよく　あそべるね 加須市 加須市立騎西南幼稚園 5歳 松永　遥 加須市 加須市立騎西南幼稚園 5歳 松永　遥

ん 「うん」じゃない　「はい」とげんきに　こえだして 熊谷市 熊谷市立久下小学校　 養護教諭 飯田　美雪 加須市 加須市立水深小学校 1年 飯塚　美葵
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