
（敬称略）
学校名 学年 氏名 標語

東部小学校 2 掃部　聡介 へいわだな けんかをしない よのなかだ
東部小学校 3 阿部　愛羅 みんな なかよく 平和にくらす

東部小学校 3 安部　凛香
せんばづるは 人がなくなったひとのために せんばづるはつく
られます

東部小学校 3 飯坂　咲心 せかいじゅう ありがとうでいっぱい 子どもたち
東部小学校 3 磯　結衣子 おりづるは ねがいをこめて 作るのだ
東部小学校 3 岩田　あさひ えがおいっぱい げんきな声が せかいをすくう！！！
東部小学校 3 大段　優奈 おりづるは しあわせいっぱい こもってる
東部小学校 3 加藤　拓心 おりづるを 作ってえ顔 平和にね
東部小学校 3 河崎　真衣 おりづるを おってみんなで いいえ顔
東部小学校 3 菊池　元瑳 せかいには ぶきがあるから なくそうよ
東部小学校 3 黒川　遥生 平和とは あらそいのない 事である
東部小学校 3 小林　琉輝 あらそわず え顔すてきな 友だちね
東部小学校 3 紺谷　杏音來 あらそわないで へいわがあれば きもちがいいさ
東部小学校 3 齋藤　理子 折りづるで みんなで交流 みんなにつなげる
東部小学校 3 鈴木　道誉 あらそわなければ えがおになるよ
東部小学校 3 鈴木　結依菜 おりづるに ねがいをこめて 千羽づる
東部小学校 3 高橋　絆斗 このせかい せんそうしない いいせかい
東部小学校 3 髙橋　芙咲子 せかい中 え顔でなかよくする
東部小学校 3 谷川　未宇 おりづるをおってしあわせ、えがおでいると平和になる
東部小学校 3 土門　莉子 思いやり ちゃんと考え 平和だね
東部小学校 3 長崎　花歩 いいせかい せんそうしない このせかい
東部小学校 3 中島　柊莉 せんそうを なくしてみんな 平和だよ
東部小学校 3 橋場　洸星 へいわはね みんなあんぜん うれしいな
東部小学校 3 丸本　妃乃果 おりづるを みんなでつくろ たのしくね
東部小学校 3 向　新太郎 みんな しあわせに いきる
東部小学校 3 諸原　虹悠 おりづるを おってしあわせ みんなのえ顔
東部小学校 3 山添　あい花 おりづるは せかいを平和に するんだよ
東部小学校 3 山本　恭世 せかい中 せんそうしない せかいだ
東部小学校 3 湯浅　飛鳥 おりづるで せんそうしない このせかい
東部小学校 3 横道　香穂 せかいじゅう はしりまわって えがおだね
東部小学校 3 渡邉　夏奈 世界中 え顔いっぱいの 思いやり
東部小学校 3 嵐　菜琴 安全に気をつけて いつも平和にね
東部小学校 3 池松　宏二郎 ひろしまに ゲンシばくだん おちちゃった
東部小学校 3 池谷内　那奈 けんかする すぐになかよく したらいい
東部小学校 3 今渕　大斗 友だちと 平和をねがって つるをおる
東部小学校 3 岩本　梨沙 けんかせず いつも学校 たのしいな
東部小学校 3 上野　穂乃花 つるをおり ひろしまにささげて もうあんしん
東部小学校 3 恩田　莉桜 へいわな日 たのしくあそぼう 夏の歌
東部小学校 3 加藤　悠乃 これからも 安全にすごすように がんばります
東部小学校 3 神藏　瑠那 安全に楽しい しあわせのせかい
東部小学校 3 工藤　琉月 広島に 1000ばのつるを おくります
東部小学校 3 後藤　妃奈 安全にくらすへいわ
東部小学校 3 佐々木　柚愛 あんぜんに みんなでくらそう しあわせに
東部小学校 3 佐々木　莉子 しあわせな せんそうがない 安全な国
東部小学校 3 定塚　大雅 安全にけんかをしない国
東部小学校 3 杉森　智稀 安全が ずっとつづくと 平和になる
東部小学校 3 髙橋　歩夢 あん全な 平和な国を 作りたい
東部小学校 3 丹治　はづき せんそうがない あんぜんなしあわせ
東部小学校 3 永井　春菜 あんぜんに みんなでなかよく あそびます
東部小学校 3 中﨑　玲偉 せんそうが おこらないように しましょうね
東部小学校 3 長縄　唯人 あんぜんで へいわなくにを いのります
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学校名 学年 氏名 標語
東部小学校 3 野原　萌楓 安全に 楽しいしあわせ とどけます
東部小学校 3 花本　優 みんなで作ったつるを ひろしまにとどけます
東部小学校 3 林　家新 つるおって 安全にくらす わたしたち
東部小学校 3 福嶋　悠愛 せんそうのない 平和な国に なってほしい
東部小学校 3 堀米　心花 しあわせに せんそうがない 平和のくに
東部小学校 3 松永　莉花子 けんかせず へいわにくらす 子どもたち
東部小学校 3 松本　慧環 平和だよ この学校は たのしいよ
東部小学校 3 村井　俊太 おりづるを 平和のために おりました
東部小学校 3 山本　春樹 へいわな日 たのしい日びを おくるんだ
東部小学校 4 岩﨑　遼 世界には 友だちがいる だれにでも
東部小学校 4 内野　こころ 手をとって 平和になろう 明るい世界
東部小学校 4 大澤　悠斗 わるいこと 平和にしよう ぜったいに
東部小学校 4 帰山　大河 なかよくね 手と手でつなぐ 平和の輪
東部小学校 4 木川　凛子 みんなで助け合い 楽しくくらそう！
東部小学校 4 岸　和史 みなさんで 平和を守ろう 全世界
東部小学校 4 北村　瑞季 人ごろしや はんざいのない 世界にしよう
東部小学校 4 窪田　陽泉 思いやり それが平和な 世界の一歩
東部小学校 4 小金澤　俐音 戦争のない 時代を作る 私たち
東部小学校 4 佐藤　利哉 幸せだ 戦争なく くらせてる
東部小学校 4 澁谷　健真 日本を よりよく 平和にする
東部小学校 4 下野　千佳 戦争がない 安心してくらせる 世界にしよう
東部小学校 4 住田　琉奈 せんそうを なくして幸せ あんぜんだ
東部小学校 4 関口　百那 かくへいき 平和のために なくそうよ
東部小学校 4 相馬　未優 平和とは みんな仲よし くらすこと
東部小学校 4 高橋　真央 平和だな 日本に生まれて よかったな
東部小学校 4 髙屋　団平 せんそうは 平和をこわす 始まりだ
東部小学校 4 田谷内　悠陽 あいさつで みんなに広がる 笑顔の輪
東部小学校 4 野中　ゆい子 全世界 あらそいもせず しあわせよ
東部小学校 4 原　浩一 へいわだな みんななかよく くらしてる
東部小学校 4 安田　美夢那 へいわじゃない国をへいわにしよう
東部小学校 4 阿部　倫久 せんそうを もう二度としないで 平和になろう

東部小学校 4 雨森　壮太
全国で、人を殺したり、国の取り合わないで、みんなで仲よ
く、やさしい、安全な、国になってほしいです。

東部小学校 4 石田　結衣 せんそうのない へいわな世界にしよう
東部小学校 4 井上　和哉 みんなで、仲良くしよう
東部小学校 4 今井　一輝 せんそうは いいことではないから やめよう

東部小学校 4 江口　結愛
世界の人びとが幸せになれるようにせんそうはやめ、平和な
世界をつくろう

東部小学校 4 小野　夏希
みんなでなかよくしましょう へいわのためにせんそうをやめま
しょう

東部小学校 4 木下　陽菜 平和な毎日をすごそう

東部小学校 4 木村　澪音
みなさんで、たすけあい、せんそうをなくし、幸せに、くらしま
しょう

東部小学校 4 小舘　翼 おりづるで みんな幸せ なったんだね
東部小学校 4 後藤　依夏 みんなでなかよくして せんそうをやめよう
東部小学校 4 佐藤　加惟 けんかをしないようにしよう
東部小学校 4 佐藤　彩姫 みんながなかよく元気に長生きできるといいな
東部小学校 4 柴田　結芽 みんなで、仲よく平和に日々を送ろう
東部小学校 4 髙橋　釉土 戦争をやめよう
東部小学校 4 田代　凌太 幸せのために みんなのために せんそうをなくそう
東部小学校 4 田谷内　椋蘭 みんなのいのちを しあわせにしよう
東部小学校 4 千葉　皓太 せんそうをやめましょう
東部小学校 4 茶木　侑希 たくさんの命がなくなるまえに へいわをまもろう

東部小学校 4 中野　苺華
せんそうのない ぜんぶの国が仲よくできる へいわな国にしよ
う

東部小学校 4 林　透空 みんながへいわになれるよう せんそうをやめよう
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学校名 学年 氏名 標語
東部小学校 4 伏見　果音 地球を守るために せんそうをやめよう
東部小学校 4 前田　桜花 みんなでなかよく平和な国にしよう
東部小学校 4 松田　一真 われわれに平和を！自由を！
東部小学校 4 森　悠翔 せんそうがなくなって 命がむだにならないようにしよう
東部小学校 4 守下　真生 みんなで仲よく 平和を作ろう

東部小学校 4 吉田　侑史
せんそうをやめて 世界の人びとと 仲よくしましょう
おりづるをおって 広島の人たちをよろこばせよう

東部小学校 4 渡邉　夕夏 日本を平和な国にしよう
東部小学校 5 安部　凌我 戦争は 一つの命を うばいさる
東部小学校 5 石破　唯衣 もういやだ 苦しみの声 聞きたくない
東部小学校 5 井出　唯斗 失うよ 平和の命 戦争で

東部小学校 5 今渕　優菜
命の火 あなたも持っている命の火 戦争で何人の命を犠牲
にしたのだろう。
人はなぜ、罪をせおうのだろう。

東部小学校 5 上野　香菜 おりづるは 悲しむ人の そばにある
東部小学校 5 内海　潤平 やめてよね 核兵器とか 戦争を
東部小学校 5 大﨑　音々 涙粒 流させるのが 戦争だ
東部小学校 5 岡田　啓斗 青空を見上げると 熱々の太陽 あざやかな 風ふく！！
東部小学校 5 開発　結 きこえない げんばくどかん 平和だね
東部小学校 5 熊岡　正悟 おりづるは 犠牲者のそばに いつもいる
東部小学校 5 小池　由茄 戦争で 夢持つ子ども また失うの
東部小学校 5 斎藤　愛莉 戦争は 大切な命 うばってく
東部小学校 5 櫻庭　海志 戦争は 人の思い出 こわしてく
東部小学校 5 笹　葵 灯に 平和をこめて 願うんだ
東部小学校 5 杉浦　菜月 げんばくは 人の心を うばうもの
東部小学校 5 杉村　秋凪 おりづるの 中に思いを こめてわたす
東部小学校 5 鈴木　楽斗 原爆で すべて取られる 喜びも
東部小学校 5 髙橋　大輝 灯に 永遠の平和を 誓おうよ
東部小学校 5 髙橋　実遥 願いこめ 折り鶴飛ばそう 広島へ
東部小学校 5 髙屋　銀平 戦争もなく 明るく幸せにくらそう
東部小学校 5 谷口　旺介 灯は 平和を願う 灯だ
東部小学校 5 土屋　あこ みんな仲よく 平和なくらし
東部小学校 5 富樫　帆乃加 折り鶴は 平和の願いを こめた鶴
東部小学校 5 冨山　日菜子 広島へ 願いのこもった 折り鶴を
東部小学校 5 長崎　竜太 戦争は 心をきずつけ 涙出る
東部小学校 5 中島　柊真 せんそうは だいじな命 こわしちゃう
東部小学校 5 原田　真登 戦争は 笑顔の百の内 半分以上なくなる
東部小学校 5 日野　月花 核兵器 みんなの平和 こわしてる
東部小学校 5 間山　真白 戦争は ちいさないのちを うばうんだ
東部小学校 5 皆木　穂乃 折り鶴で みんなの平和を 願ってる
東部小学校 5 谷津　さくら 未来の光、今の平和をつくる
東部小学校 5 山下　真生 平和な世界で 原子爆弾 核兵器なき世界を誓う
東部小学校 5 山本　悠心 灯に 平和を誓う 今日この日
東部小学校 6 有塚　夏季 夜の中に 笑顔の花を 咲かせよう
東部小学校 6 池松　隼之介 平和だと 人を笑顔に してくれる
東部小学校 6 池谷内　心奈 仲の良く 手をつなぎながら 歩いてく
東部小学校 6 内野　歩 争いが ない世の中を 目ざそうよ
東部小学校 6 江口　友貴 ムダなこと みにくい戦い 命取る
東部小学校 6 大内　紗那 願ってる いつでも平和が 一番と
東部小学校 6 河永　佑哉 平和とは みんなが笑顔で いることだ
東部小学校 6 菊池　隼人 へいわとは みんなで楽しく いることだ
東部小学校 6 黒田　煌弥 平和をね みんなで協力 して守ろう
東部小学校 6 小舘　羽音 平和とは 心がきれい 幸せだ
東部小学校 6 小松　拓海 平和はね 人がみんな ねがってる
東部小学校 6 佐藤　南咲 人の事 思いやるほど 美しい
東部小学校 6 佐藤　雪月 平和への 道のり１歩 あなたから
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学校名 学年 氏名 標語
東部小学校 6 志田　美月 すんだ空 緑の大地 平和だな
東部小学校 6 島田　悠吾 幸せな みんなのひびを 守ろうよ
東部小学校 6 関口　言葉 今もまだ 食べ物ない子 いるんだよ
東部小学校 6 高岡　正和 おりづるで 平和になれば しあわせだ
東部小学校 6 髙橋　咲久子 目をとじて 幸せ世界 うかんでる？
東部小学校 6 遠山　和花 大切な みんなの笑顔 守ろうよ
東部小学校 6 中島　莉央 心の中 やみと平和の かくれんぼ
東部小学校 6 中野　桃華 平和とは なか良くくらす ことだよね
東部小学校 6 新田　仁平 楽しいな 全員笑顔 友だちだ
東部小学校 6 二本柳　拓弥 平和とは 世界の人が ほほえみを
東部小学校 6 藤田　信弘 戦争は 悲しむ人が 増えるだけ
東部小学校 6 堀米　愛永 青い空 この空続けと 願う日々
東部小学校 6 皆川　舜太郎 食べ物を 食べれることが 平和だね
東部小学校 6 吉田　陽依 平和とは みんな笑顔に なれること
東部小学校 6 浅原　唯人 ゴミひろい 平和のために 動くのだ
東部小学校 6 荒木　純平 １人のね 意識で変わる 平和にね
東部小学校 6 石田　愛歩 平和とは 笑顔が表る 国と言う
東部小学校 6 小川　瑠月 せかいでね へいわをまもれ いつまでも
東部小学校 6 加藤　千尋 平和を たもとう 未来まで
東部小学校 6 加藤　凪悠 せんそうは えがおがきえる ざんねんだ
東部小学校 6 角谷　瑞希 つらいこと 手をとりあって 生きていこう
東部小学校 6 掃部　陽和 戦争は 悲しむ人が 増えるだけ
東部小学校 6 河崎　太一 平和とは みんなえがおの 世界だよ
東部小学校 6 黒川　丈瑠 こんにちは その一言で 平和だよ
東部小学校 6 小金澤　伶芽 手をとって みんなが平和に くらそうよ
東部小学校 6 後藤　菜緒 平和とは みんなが笑顔に なることだ
東部小学校 6 後藤　陽輝 自転車は どこでもスピード おとさなきゃ
東部小学校 6 佐藤　早畝 手をつなぐ そしたらせかいは へいわです
東部小学校 6 澤田　怜磨 仲間をね 思えばそれだけ 平和ぜよ
東部小学校 6 定塚　杏那 いじめはね 人がきずつく もとになる
東部小学校 6 十亀　由昇 平和とは みんなでつくる ものなのだ
東部小学校 6 瀧澤　一輝 平和で 生るぼくたち 平和を守る
東部小学校 6 田中　誠 いつまでも 平和を守る みんなでね
東部小学校 6 玉田　美咲 平和はね 皆と会えて 楽しいよ
東部小学校 6 鶴飼　凌大 平和には みんなの笑顔 あふれてる
東部小学校 6 冨田　結友 命とは みんなのものだ 守ろうよ
東部小学校 6 中易　音々 生きている 命尊し 平和かな
東部小学校 6 長谷部　尋 平和なら 笑顔いっぱい 幸せだ
東部小学校 6 花本　藍 あたり前 そう思わずに 守ろうよ
東部小学校 6 南崎　結友 お母さん 今まで本当に ありがとう
東部小学校 6 横山　美月 みんなでさ 平和にいきよう これからも
西部小学校 1 浅野　美羽 たのしいせかい
西部小学校 1 池田　桜和 たのしみのおまつり
西部小学校 1 市川　実依那 たいせつないのち
西部小学校 1 内田　瑠輝 ふわふわえがお
西部小学校 1 大原　頼空 ふわふわ
西部小学校 1 亀畑　里咲 たいせつないのち
西部小学校 1 川島　愛美 えがおがたくさん
西部小学校 1 河本　圭佑 たいせつな せかいはたのしく
西部小学校 1 北野　寧菜 ふわふわなまいにち
西部小学校 1 木野田　陸人 しあわせたくさん
西部小学校 1 久保田　優奈 たくさんのいのち
西部小学校 1 齊藤　來々 ふわふわがたくさん
西部小学校 1 笹岡　美空 えがおがいっぱい
西部小学校 1 齊藤　心遥 ふわふわのまいにち
西部小学校 1 佐藤　瑠璃 たのしいいのち

4



学校名 学年 氏名 標語
西部小学校 1 塩沢　光哉 たいせつなせかい
西部小学校 1 高橋　美衣 たいせつのせかい
西部小学校 1 竹内　拓海 ふわふわえがお
西部小学校 1 千田　惟愛 たいせつないのち
西部小学校 1 長谷　友萠 たのしいまいにち
西部小学校 1 中村　天 たのしいまいにち
西部小学校 1 林　清正 ふわふわのまいにち
西部小学校 1 林　理愛菜 たくさんのえがお
西部小学校 1 日根野　匠真 たいせつないのち
西部小学校 1 前川　蓮 みんなの たいせつないのち
西部小学校 1 松田　悠翔 しあわせなまいにち
西部小学校 1 松久　こころ ともだちをたいせつにする
西部小学校 1 溝内　要 たのしいせかい
西部小学校 1 道中　悠成 たいせつないのち
西部小学校 1 宮内　涼那 たのしいがたくさん
西部小学校 1 八木　美咲 たくさんのまいにち
西部小学校 1 山下　実倫 たのしいまいにちや せいかつがいっぱい
西部小学校 1 山下　紬 たいせつないのち
西部小学校 1 渡辺　大和 へいわがまいにち
西部小学校 2 赤田　愛璃 あんぜんね あいするだね うれしいな
西部小学校 2 五十嵐　心花 しぜんでね きれいなことが へいわだよ
西部小学校 2 小林　希実陸 たいせつに へいわをまもる うれしいな
西部小学校 2 末永　撰 あたたかくて元気で なかよくすることが へいわだよ
西部小学校 2 鈴木　瑠花 あんぜんに たのしくすごす けがなく
西部小学校 2 高嶋　聖恋 しぜんはね いきものがいる ほんがある
西部小学校 2 高橋　到志 みんながケガをしないのが へいわだよ
西部小学校 2 武田　英志郎 せんそうがなくていい気持ち へいわだよ
西部小学校 2 田辺　葵 しあわせなまいにち せかいなへいわ うれしいな
西部小学校 2 林　花恋 うれしいな みんななかよく しあわせに
西部小学校 2 原子　優衣 みんながね なかよくすること へいわだね
西部小学校 2 平沼　昇也 しあわせな へいわがあれば うれしいよ
西部小学校 2 藤巻　遥大 しあわせで あたたかいばしょが しあわせだ
西部小学校 2 増井　瑛大 むしがいる げんきにあそぶ くさがある
西部小学校 2 道野　楓花 おだやかな へいわがあれば すてきだね
西部小学校 2 三井　拓海 いいせかい かじとじしんが ないせかい
西部小学校 2 皆川　太志 へいわだと しあわせな気持ち あかるいね
西部小学校 2 森谷　璃空 じゅうたくが しあわせのきもち へいわだよ
西部小学校 2 横山　祐梨 みんながくらせるばしょ
西部小学校 2 梅野　凛 せんそうは しちゃダメダメ ぜったいに
西部小学校 2 小形　莉子 あんぜんに くらせるように せんそうだめ
西部小学校 2 加藤　虹太 ぼくたち せんそうをしないために みんなでがんばろう
西部小学校 2 木谷　圭佑 大切な いのちをまもろう みんなで
西部小学校 2 日下　修令 人のいのちはたいせつだ。とってはいけない
西部小学校 2 窪田　優佳 せんそうは ぜったいだめよ だめだめだめ
西部小学校 2 小泉　璃里愛 しあわせに楽しくくらそう。せんそうしない
西部小学校 2 小助川　大輝 せんそうは やったらだめだよ しあわせに
西部小学校 2 斉藤　逞心 せんそうはぜったいにしない。へいわのために
西部小学校 2 坂口　碧斗 せんそうは やったらダメ ぜったいに
西部小学校 2 佐々木　陸翔 せんそうは ぜったいだめだよ たいせつないのち
西部小学校 2 下山　神維 まもろうよ せかいがへいわ ラッキーさ
西部小学校 2 神野　あかり せかいを たいせつにするために せんそうしない
西部小学校 2 高橋　絆人 せんそうは いのちにかかわる だからだめ！
西部小学校 2 照井　羽奏 せんそうは 人の心と体を きずつける
西部小学校 2 中山　涼星 あんぜんに楽しくくらせる大切ないのち
西部小学校 2 西尾　華美 へいわはね、すてきなものだよ。みんなでまもろう
西部小学校 2 細井　和哉 しあわせに くらせるように せんそうダメ
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学校名 学年 氏名 標語
西部小学校 2 山口　友琥 あんぜんに楽しくくらそう。せんそうだめ
西部小学校 2 渡邉　拓真 ぼくたちへいわのくらすため せんそうしない
西部小学校 2 渡邊　ひらり せんそうは いのちがだいじ だからダメ
西部小学校 3 奥山　心葉 せかいをね みんなで守ろう 平和にね
西部小学校 3 神田　琴乃 いい町は せんそうしない 平和だよ
西部小学校 3 菅野　晃生 人間は 平和をまもる 全国が
西部小学校 3 北口　翔隆 せんそうを しないで生活 みんなでね
西部小学校 3 小池　光風 おりづるは へいわなものだ 大切に
西部小学校 3 笹岡　龍飛 人生を みんなで守る おまじない
西部小学校 3 佐々木　美咲 たいせつに せかいをみんなで なかよくね
西部小学校 3 鈴木　祐稀 みんなでさ平和にしよう日本
西部小学校 3 関　こもも さあ今日も みんなでつくろう へいわの町
西部小学校 3 竹中　修人 人々は せかいのへいわを いのっている
西部小学校 3 谷川　蓮 千羽づる 平和をねがって みなでおる
西部小学校 3 千田　颯 せんそうがなければ しあわせだ
西部小学校 3 中村　綺来 作ろうよ しあわせの国 みんなでさ
西部小学校 3 橋本　悠樹 おりづるは たいせつなもの いいものだ
西部小学校 3 波多江　幸之助 きれいだな 見ると元気だ さくらの木
西部小学校 3 林　愛理 せんばづる せかいをへいわに してくれる
西部小学校 3 牧野　心春 これからも 平和な町を 作ろうよ
西部小学校 3 山北　実結 みんなでさ にっぽん作ろう 世界一の
西部小学校 3 山口　健 苦しさをなくし日本を広げよう
西部小学校 3 山中　蒼翔 助けあい みんなでなかよく くらそうよ
西部小学校 3 山本　遼 せんそうを しない町を みなでね
西部小学校 3 渡辺　紗花 日本をしぜんみどりの町にしよ
西部小学校 3 我孫子　莉王 日本はね 平和なせかい たからもの
西部小学校 3 岩館　玖思 せんそうは やっちゃいけない いつまでも
西部小学校 3 上平　彩愛 かぞくとね しあわせなくらし しようね
西部小学校 3 及川　練 いつまでも かがやく命 えいえんに
西部小学校 3 小川　凛子 せんそうは ただかなしみが つもるだけ
西部小学校 3 葛西　乃々葉 人間は 命を落とすと 未来なし
西部小学校 3 久島　颯人 しあわせは ぜったいまもる やさしさも
西部小学校 3 小玉　斗真 ぜったいに せんそうやめよう 平和にね
西部小学校 3 小林　彩芭 せんそうは 火がぼうぼうと もえている
西部小学校 3 紺野　沙奈 せんそうは ぜったいやめよう えいえんに
西部小学校 3 佐々木　花歩 大切な 命を守ろう ぜったいに
西部小学校 3 佐藤　双葉 日本はね しあわせいっぱい いつまでも
西部小学校 3 佐藤　礼菜 日本にね 生まれてよかった 本当に
西部小学校 3 杉村　羽琉 せんそうは 命がキケン やめようね
西部小学校 3 外川　歩夢 平和はいいけどせんそうしちゃだめだ
西部小学校 3 高橋　快 せんそうは ぜったいしては いけないよ
西部小学校 3 高橋　花歩 いつまでも かがやく地きゅう 平和でね
西部小学校 3 千葉　煌大 せんそうは 未来をわるく するげんいん
西部小学校 3 西川　瑠夏 命はね 一つしかない たからもの
西部小学校 3 藤本　桧凪 せんそうは たすけ合うこと だいじです
西部小学校 3 前田　怜 守ろうよ 命は一つしか ないんだから
西部小学校 3 渡邊　凛太郎 あらそいは 命にかかわる やらないで
西部小学校 4 大屋　水蘭 戦争は してはいけない ぜったいに
西部小学校 4 小笠原　魁斗 みんながしあわせになる平和な世界
西部小学校 4 川崎　天空 広島に 送るおりがみ 千羽づる
西部小学校 4 河野　ゆい むかしより いまのほうが へいわだよ
西部小学校 4 菊地　結衣 ゆめがある 平和な時間 つくりたい
西部小学校 4 木野田　大和 戦争は 昔のことだ 今はない
西部小学校 4 桑島　亜実 平和はね みんないるから 平和だよ
西部小学校 4 小林　彩太翔 平和はね 何より大事 大事だよ
西部小学校 4 佐藤　愛実 戦争だ 昔から今 平和でね
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学校名 学年 氏名 標語
西部小学校 4 柴崎　美侑 戦争は とてもあぶない なくそうね
西部小学校 4 高嶋　紫聖 戦争が 終わってやっと 平和だよ
西部小学校 4 田辺　結 みんなでね 自由に生きる のびのびと
西部小学校 4 袴田　梨乃 まもりたい みんなのえがお のびのびと
西部小学校 4 濱名　康成 みんながね いつもけんこう うれしいな
西部小学校 4 春山　蒼矢 やさしくね くらべられずが 平和だよ
西部小学校 4 日根野　沙耶 平和の火 ともしびつづけ しあわせへ
西部小学校 4 藤巻　結音 平和をね みんなで願う かなうかな
西部小学校 4 藤村　颯真 げんばくで なくなった人に えいこうを
西部小学校 4 細井　菜々子 めぐられる 平和にしよう 世界中
西部小学校 4 前川　愛乃 広島は げんばくドーム 世界いさん
西部小学校 4 松久　冬磨 みんながね なかよしだったら へいわだよ
西部小学校 4 宮川　雪華 広島は こわかったんだ せんそうが
西部小学校 4 宮田　祐瑠 みんなのね スマイルはずっと えいえんに
西部小学校 4 村越　紗良 戦争が おこらないように なるように
西部小学校 4 森谷　大馳 せんそうが おこらないなら へいわだね
西部小学校 4 山田　創太 かこのこと あゆんでいける ふりかえて
西部小学校 4 山本　翔大 北広は 平和でいるよ いつまでも
西部小学校 4 渡辺　大地 へいわはね みんななかよく くらすこと
西部小学校 4 渡邉　蓮汰 ともだちと えがおいっぱい 生きていく
西部小学校 4 綿谷　一輝 戦争を もうしたくない 戦争を
西部小学校 4 赤松　謙介 平和への 思いを願って 仲よくね
西部小学校 4 石倉　葵 戦争は とても悲しい あらそいだ
西部小学校 4 石田　菜々子 平和はね ずっと続いて お願いだ
西部小学校 4 岩崎　由奈 光りかがやきみちびく道
西部小学校 4 上原　舜矢 せんそうと、つみを起こす人が いない人
西部小学校 4 大貫　雄正 戦争はかなしいものだと思った
西部小学校 4 小澤　叶芽 兵器なし せんそうなし その世界
西部小学校 4 川島　ゆい いつまでもどうかこのまま平和でいられますように
西部小学校 4 河本　美羽 命はね 大切にして 守ろうね
西部小学校 4 北野　暖奈 未来への 平和をつなぐ 命の列車
西部小学校 4 坂本　彩菜 平和はね せんそうなしで いい国だ
西部小学校 4 佐々木　美羽 せんそうは 今はないけど おそろしい
西部小学校 4 佐藤　利乃羽 いつでもね 平和でほしい ねがいだよ
西部小学校 4 佐藤　涼平 平和への 思いを乗せた 千羽鶴
西部小学校 4 真井　芽唯 れっしゃにね 平和ときぼう 乗せながら
西部小学校 4 竹内　結衣 戦争のない町は平和にくらせてよいことだ
西部小学校 4 千葉　悠湖 平和はね とってもいいよ 何もなく
西部小学校 4 蝶野　達也 この世で一日も戦争がおこらないように平和でいること
西部小学校 4 富岡　心翔 戦争は おきてはならない たたかいだ
西部小学校 4 中村　一愛花 自分はね 平和願って 生きていく
西部小学校 4 永吉　七成 戦争は命をなくす だから平和がいい
西部小学校 4 野木　琉之介 平和のね 願い伝える 広島へ
西部小学校 4 早川　蒼汰 平和では あったらいいな 平和な日
西部小学校 4 藤田　成翔 戦争は やっちゃだめだよ 戦争は
西部小学校 4 古舘　優奈 平和がね 人間みんな 笑顔だよ
西部小学校 4 星　翔太郎 平和はね 力を合わせ がんばるよ
西部小学校 4 松田　玲菜 やめてよね 戦争なんて やらないで
西部小学校 4 松村　実奈 戦争は みんなの心 きずつける
西部小学校 4 山崎　光莉 平和はね 大事大事な ことなんだ
西部小学校 5 秋場　乃愛 仲良くね 笑顔がいっぱい 楽しいね
西部小学校 5 芦名　広夢 本当の平和とりもどそうよ みんなとね
西部小学校 5 荒木　優花 友達と 幸せのにじ 見にいこう
西部小学校 5 五十嵐　烈央 えいえんに 明るいみらい しあわせに
西部小学校 5 井上　檀 友や家族 笑顔のおかげで 幸せに
西部小学校 5 蛯名　莉緒 いつまでも だれもがにこにこ 幸せだ
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学校名 学年 氏名 標語
西部小学校 5 大井　皐冴 世の中に かくはいらない 花はいる
西部小学校 5 大西　杏奈 幸せは 笑顔のもとに つながるよ
西部小学校 5 岡　瑳和希 この世界 みんなの笑顔が もとになる
西部小学校 5 小笠原　愛海 幸せが いつまでも続く そんな世界に
西部小学校 5 窪田　里恵 幸せに みんなで仲良く くらそうよ
西部小学校 5 小泉　莉也 わすれるな げんばくのさけび 泣きごえよ
西部小学校 5 小助川　まひろ 戦争は つみのない者 きずつける
西部小学校 5 小林　咲結 にこやかで 明るい未来 作ろうね
西部小学校 5 榊原　瑠唯 世界中 誰でもハッピー 心は虹色
西部小学校 5 佐々木　晃太 幸せとはなにか それは今 自分がいること
西部小学校 5 菅谷　隼希 幸せに 笑顔でいたら 楽しいよ
西部小学校 5 清野　蒼空 その笑顔 明るい未来へ とどけよう
西部小学校 5 外川　瑞稀 幸せが みんなの心を いやすはず
西部小学校 5 千葉　遥太 人間は きずつくために あるわけない
西部小学校 5 馬場　日南乃 世界中 笑顔がたくさん あふれてる
西部小学校 5 原田　悠斗 いつまでも世界中に幸せを！！
西部小学校 5 藤田　誠志 自分達で明るい未来につなげよう
西部小学校 5 三浦　碧 笑顔なら みんながハッピー 仲よくね
西部小学校 5 宮北　芽衣 笑顔でね 明るい世界 いつまでも
西部小学校 5 村上　俊典 絶対に 戦争事件 ゆるせない
西部小学校 5 柳　日和 あたたかい 白いお米を もぐもぐもぐ
西部小学校 5 山村　諒 戦争が のこしたものは むなしさだ
西部小学校 5 山本　華凛 にじ色は みんなを明るく する色だ
西部小学校 5 我孫子　凛 みんな仲良くゆめみる平和
西部小学校 5 泉　帆花 平和になるため戦争やめよう
西部小学校 5 内田　翔空 全員で 平和にくらそう 楽しもう
西部小学校 5 梅津　大和 やめよう自ら命をすてるなんて
西部小学校 5 梅野　夏 平和はね 楽しくえがおに なれること
西部小学校 5 小形　圭太 平和だよ 平和なくらしを つくろうよ
西部小学校 5 葛西　晴麻 みんな仲良く平和な世界
西部小学校 5 金田　憲介 守ろうね 憲法9条 戦争だめだ
西部小学校 5 神田　そよか 世界中、平和になれればいいのにな
西部小学校 5 斉藤　彩心 みんな、たのしくすごそうね
西部小学校 5 坂口　柚奈 平和の大切さをかんじよう
西部小学校 5 佐々木　和真 戦争は 命を落とすよ 大切に
西部小学校 5 佐藤　颯 平和だよ あらそいやめよう たすけあおう
西部小学校 5 佐藤　陽紀 世界はね 平和をまもろう 大切に
西部小学校 5 鈴木　明莉 平和の大切さ考えよう
西部小学校 5 高橋　喜優 平和の尊さ、大切さ
西部小学校 5 高橋　友那 作ろうよ、平和の世界
西部小学校 5 武田　虎汰郎 みんなで知ろう平和の大切さ
西部小学校 5 竹中　玲唯 へいわでいられるためには、みんなが笑顔でいること
西部小学校 5 竹浪　葵 やめよう、みんながかなしむ自分もかなしむ。（いじめ）
西部小学校 5 永桶　陸 ずっと平和
西部小学校 5 野木　彪之介 平和な世界は みんなのみらい
西部小学校 5 原田　寛斗 戦争は 命をうばう けんかだよ
西部小学校 5 平沼　龍弥 仲良く笑顔でくらそう
西部小学校 5 藤吉　那名 命の大切さ 平和の大切さ 同じだよ
西部小学校 5 前田　仁 戦争のない 平和な世界を作ろう
西部小学校 5 松田　杏菜 つづけよう みんなの笑顔 守ろうよ
西部小学校 5 的場　亮大郎 人との信らい大事にね
西部小学校 5 向井　綾菜 平和はね 一人一人が 守るもの
西部小学校 5 森　祐那 戦争は ひとが苦しむ さいあくだ
西部小学校 5 山口　舞佳 戦争は いい事ないよ やめようね
西部小学校 6 赤川　來夢 千羽づる 思いよとどけ 広島へ ケンカだって 戦争のもと
西部小学校 6 井坂　奏 おわらせよう この戦国のよを
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学校名 学年 氏名 標語
西部小学校 6 伊藤　斗亜 戦争は 身体も心も 傷つける
西部小学校 6 太田　美空 戦争はかずかずの人が苦しむ戦いだ
西部小学校 6 大原　秀海 助け合い みんな命を つなげよう
西部小学校 6 小澤　侑莉 安心は 平和につながる ことばだよ！
西部小学校 6 小野島　隼大 平和になろう笑顔のために！！
西部小学校 6 貝森　美月 国づくり みんなで協力 平和のもと
西部小学校 6 嘉島　るい 戦争は 悲しいことしか 残らない
西部小学校 6 桑島　由奈 戦争は死のもと
西部小学校 6 合田　百花 世界から 争いなんて さようなら
西部小学校 6 佐々木　勇正 悲しい戦争を今すぐやめよう！
西部小学校 6 佐藤　亜偉滝 悲しい 心のひげき たすけあおう
西部小学校 6 塩沢　琉生 平和とゆうのはいいことさ！
西部小学校 6 鈴木　優祐 みんなで守ろう大切な命
西部小学校 6 瀨川　柊哉 毎日が笑顔でハッピーなら毎日が平和さ！！
西部小学校 6 高橋　将吾 みんなで平和な日常つくろうよ
西部小学校 6 高橋　怜 戦争は何があっても許してもらうべきではない
西部小学校 6 田邊　志帆 平和とは みんながなかよくするための かんきょうです
西部小学校 6 千田　碧仁 戦争は きけんなのに なぜやるの
西部小学校 6 富岡　陽翔 大切な一つ一つの命をみんなで守ろう
西部小学校 6 中村　天汰 戦争で お互いに負う 深い傷
西部小学校 6 丹羽　沙矢香 まもろうよ みんなが豊かな 国づくり
西部小学校 6 萩野　結真 戦争は 憎しみしか 生まれない
西部小学校 6 松野　笑佳 ヒロシマを見るな おまえは平和を見ろ
西部小学校 6 水嶋　瑠哉 協力しよう！平和のために
西部小学校 6 山崎　愛紘 かがやく未来が必要なのは平和だけだよ
西部小学校 6 山下　豪大 協力し、１人の命も助けよう
西部小学校 6 飯澤　尚也 人々の 命をうばった 戦争を もうやめようと ちかういま
西部小学校 6 大内　美憂 大切な 人や場所まで 消えていく
西部小学校 6 太田　晃大 戦争は いいことなんて ないんだよ
西部小学校 6 小倉　心音 目ざそうよ！ ずっと笑顔の 世界平和！！
西部小学校 6 尾田　昂士朗 平和だと 楽しい幸せ 多くなる
西部小学校 6 嘉島　ゆい 国どうし 世界と平和 仲良しだ
西部小学校 6 金澤　青毅 戦争は しないやらない やらせない
西部小学校 6 川島　みなみ 戦争は くるしみかなしみ だけなんだ
西部小学校 6 河本　大智 やめようよ ひ害の大きい 戦争を
西部小学校 6 清原　輝斗 バンバンバン 戦争なんて もうやめようよ
西部小学校 6 工藤　響 ざんこくな ことはやめてね へいわにね
西部小学校 6 小池　凪咲 世界の人 元気にくらす 平和のおかげ
西部小学校 6 佐藤　希海 ひどすぎる！ 広島、長崎 ひがいの大きさ
西部小学校 6 佐藤　帆乃加 せんそうは かなしいくるしい もうしない
西部小学校 6 下村　昂大 せんそうは、やっちゃだめだよ さつじんだから
西部小学校 6 鈴木　緋那 あの時のことはわすれちゃだめ、ぜったいに
西部小学校 6 高橋　快成 争いは やってもなにも 変わらない
西部小学校 6 中川　莉里 大勢の人が ぎせいになって 悲しいな
西部小学校 6 西村　梨瑚 戦争は 二度とおこすな 国々よ
西部小学校 6 灰野　公康 戦争は くり返したら いけないよ
西部小学校 6 林　佑至朗 平和がいい ずっと平和が しあわせだ
西部小学校 6 日根野　裕太 戦争は 人を殺す 殺人魔
西部小学校 6 藤村　結愛 「平和」のイコールは「しあわせ」と私は思う
西部小学校 6 藤原　乙華 戦争で 消える灯火 見たくない
西部小学校 6 牧野　百花 戦争は 悲しみ消えない 一生も
西部小学校 6 水嶋　玲唯 戦争で 無くなる命 忘れない
西部小学校 6 村越　蓮 ぜったいに あの日のさんげき わすれるな
西部小学校 6 山下　陽 なくしたい にくしみのこる 戦争を
北の台小学校 4 石田　孝汰 戦争は 今はないから うれしいな
北の台小学校 4 岩間　吉平 これからも 体が健康 永遠に
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学校名 学年 氏名 標語
北の台小学校 4 管藤　亜弥李 おりづるで 千羽づるに 願い書く
北の台小学校 4 河野　葉月 食べ物が あるっていいね さいこうだ
北の台小学校 4 小森　優樹 戦争が なくなって平和 うれしいな
北の台小学校 4 酒井　智也 爆弾を 北広島に おとさないでね
北の台小学校 4 坂本　幸音 爆弾が 今は落ちない 平和だな
北の台小学校 4 佐藤　愛優 せんそうが 二度もないよう ねがっている
北の台小学校 4 佐藤　佳葉子 永遠に 戦争しないよ 日本は
北の台小学校 4 佐藤　桃香 にこにこの えがおあふれる 毎日に
北の台小学校 4 柴﨑　蒼太 原爆が 落ちてこない 安心だ
北の台小学校 4 島本　ひなの 戦争が ないとうれしい 世界です
北の台小学校 4 鈴木　勘泰 北朝鮮 弾どうミサイル 打たないで
北の台小学校 4 髙橋　隼 せんそうが 少なくなって うれしいな
北の台小学校 4 田中　大雅 せんそうが まったくない 世界がいい
北の台小学校 4 田中　陽菜多 戦争が もうないことを 願ってる
北の台小学校 4 田辺　梨乃 せんそうが ないようにねがう おねがいね
北の台小学校 4 徳保　一 せんそうが なくてよかった ありがたい
北の台小学校 4 西村　柚羽 いつまでも 平和な世界 いてほしい
北の台小学校 4 日光　沙耶花 これからも 平和な国で いてほしい
北の台小学校 4 野本　未緒 戦争が ない世界が うれしいな
北の台小学校 4 姫野　結衣 戦争が なんくて平和な 町がいいな
北の台小学校 4 廣田　芽依 これからも たのしくすごせ ますように
北の台小学校 4 廣部　樹 原爆が もう永遠 つくられない
北の台小学校 4 本多　紗菜 世界のね 平和をくずすな 戦争で
北の台小学校 4 宗像　璃和 爆弾が 落ちないように 安心に
北の台小学校 4 守谷　成央 永遠に 戦争がない 世界がいい
北の台小学校 4 山内　将利 日本は 平和になって 安心だ
北の台小学校 4 山下　日菜子 願います 世界のへいわ 永遠と
北の台小学校 4 板垣　碧空 ぼくたちは 幸せ平和 続けよう
北の台小学校 4 今井　慈恵 はとや花 争いがない しょうこかな
北の台小学校 4 岩田　幸希 世界中 花がたくさん さきほこる
北の台小学校 4 臼田　怜音 笑い声 地球にひびく 思いやり
北の台小学校 4 梅澤　未奈美 平和とは 笑顔いっぱい 世界じゅう
北の台小学校 4 岡元　瑚呼 手をつなごう のぞみつづける 幸せを
北の台小学校 4 奥田　誠惠 白いはと 未来をしめす 道しるべ
北の台小学校 4 近藤　李娃那 幸せよぶ はとのむれにも さそわれて
北の台小学校 4 佐藤　実結梛 未来にも 笑顔がいっぱい 平和だな
北の台小学校 4 須藤　ゆめ 地球とは あらそうために ありはしない
北の台小学校 4 砂原　縁 原ばくは 未来ほろぼす こわいよね
北の台小学校 4 髙杉　航汰 やさしさで 心をつなぐ 世界中
北の台小学校 4 高野　百香 いつまでも 幸せいっぱい すごくいい
北の台小学校 4 田澤　志音 戦争は ざんこくなもの おきないで
北の台小学校 4 長南　有晟 助け合い のぞみをたくし 未来へと
北の台小学校 4 塚越　莞太 すぐそこで 平和のシンボル はとがとぶ
北の台小学校 4 内藤　大悟 ぼくたちが 平和のあかし いることが
北の台小学校 4 長崎　凌空 やさしさで 助け合いながら 思いやり
北の台小学校 4 南部　未央里 世界中 心が一つに なればいい
北の台小学校 4 舟崎　太朗 われのぞむ 未来は平和 争いなし
北の台小学校 4 松本　一花 世界中 みんながずっと 幸せに
北の台小学校 4 松山　恵太朗 千羽づる みんなの思い こもってる
北の台小学校 4 南谷　太音 戦争が なくなれ世界は 平和なり
北の台小学校 4 宮越　蘭 世界中 助け合い 笑いあい
北の台小学校 4 八鍬　芽生 助け合い みんなの笑顔 未来でも
北の台小学校 4 安田　吏良 助け合い 争いのない 世界へと
北の台小学校 4 山下　璃子 世界中 争いがない 世界になれ
北の台小学校 4 山本　廉 幸せが 平和をまねく かぎとなる
北の台小学校 4 結城　章伍 笑い声 はとはさいきょう 千羽づる

10



学校名 学年 氏名 標語
北の台小学校 5 相花　涼太 手をつなぎ 自由と平和 守りぬけ
北の台小学校 5 伊藤　寛太 永遠に 戦争がない 世界へと
北の台小学校 5 内山　眞綾 幸せを 平和が守る 笑顔のために
北の台小学校 5 金山　ゆい 幸せな 世界を作ろう 仲間とね
北の台小学校 5 亀川　葵 折り鶴よ 千羽鶴での 平和よび
北の台小学校 5 河田　将也 つるを折る あの悲劇が 無いように
北の台小学校 5 川村　くるみ やさしさは 人の心を あたためる
北の台小学校 5 近藤　昌平 ヒロシマの 平和を祈り 折り鶴に
北の台小学校 5 佐々木　彩歌 幸せは みんなで遊ぶ 平和の子
北の台小学校 5 佐々木　遥 思いやり 平和を願い つるを折る
北の台小学校 5 笹森　健太 幸せの 願いを消さずに 核を消そう
北の台小学校 5 佐藤　海成 思いやり みんなの笑顔 咲かせよう
北の台小学校 5 佐藤　璃子 命とは 一つだけだよ たからもの
北の台小学校 5 清水　花奈美 永遠の 平和を願って つるを折る
北の台小学校 5 下江　哲 命の芽 平和の花が 咲きほこる
北の台小学校 5 下村　瑠月 折り鶴を 平和の願い こめて折る
北の台小学校 5 菅原　巧明 永遠に 平和を守る 手助けを
北の台小学校 5 鈴木　晄介 永遠の 平和を願い 手をつなぐ
北の台小学校 5 鷹巢　菜々子 平和への 思いをむねに 折り鶴を
北の台小学校 5 髙谷　塁翔 新しい 未来がみんなに 待っている
北の台小学校 5 永金　大輔 平和へと みんなで夢を かなえよう
北の台小学校 5 中川　拓郎 永遠に 平和な世界 守りぬく
北の台小学校 5 中村　日胡 友達と 笑顔のかけ橋 つなげよう
北の台小学校 5 丹羽　奏 永遠に 笑顔の花を 咲かせよう
北の台小学校 5 橋爪　太一 平和をね 続けていこう いつまでも
北の台小学校 5 橋本　礼女 笑顔とは 争いをやめる お守りさ
北の台小学校 5 林　成葉 永遠に 幸せいっぱい 広島の夏
北の台小学校 5 原　佑樹 永遠のへいわ つるをおりつづける
北の台小学校 5 星野　心海 幸せのはな みんなにとどけ 永遠に
北の台小学校 5 三國　栞那 これからは 平和な世界 自由に生きよう
北の台小学校 5 森　煌明 思いやり やさしさつながる 永遠に
北の台小学校 5 吉川　真央 小さな子 平和を願って 鶴を折る
北の台小学校 5 生月　あおい せんそうを やってはいけない ぜったいに
北の台小学校 5 青柳　冴 平和への 思いは変わらず 願う日々
北の台小学校 5 荒木　絢土 戦争は 世界のはめつの 第一歩
北の台小学校 5 石井　大翔 広がる 未来の平和 願う友に
北の台小学校 5 井上　侃音 心から 平和を願う 永遠に
北の台小学校 5 今井　昊輝 戦争は 家族や未来 失うよ
北の台小学校 5 梅澤　幸慎 戦争は あってはならない 絶対に
北の台小学校 5 大内　陽愛 千羽鶴 平和を願い 飛んでいけ
北の台小学校 5 工藤　仁恋 届けよう 平和の願い 折り鶴よ
北の台小学校 5 国枝　正樹 平和への 千里の道も 一歩から
北の台小学校 5 熊谷　文月 守りたい 平和と共に みんなの未来
北の台小学校 5 笹島　寿心 戦争が おこらないように 守りたい
北の台小学校 5 佐山　知世 届けよう 平和な思い 千羽鶴
北の台小学校 5 柴田　仁瑚 守りたい 未来の家族が 待っている
北の台小学校 5 田井　創真 折り鶴は 平和を守る 神様だ
北の台小学校 5 佃　真里奈 心から 平和を願い 折り鶴に
北の台小学校 5 坪川　凌也 広げよう 平和を願う 折り鶴を
北の台小学校 5 中川　真緒 守りたい みんなの笑顔 幸せを
北の台小学校 5 成田　格 戦争を 絶対しては いけないよ
北の台小学校 5 西澤　一葉 広げよう 未来の平和 守りたい
北の台小学校 5 仁藤　遙紀 過去思い 平和を願う 千羽鶴
北の台小学校 5 羽柴　音映 死ぬんだよ 人の命が ばくだんで
北の台小学校 5 橋堀　祐輝 広島に 原爆落とされ 願いこめて 送るよ 折り鶴を
北の台小学校 5 久田　悠人 これ以上 核兵器をつくって 攻撃するな
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学校名 学年 氏名 標語
北の台小学校 5 松尾　祐秀 折り鶴よ 平和のために 飛んでいけ
北の台小学校 5 三浦　夕奈 守りたい 平和の折り鶴 永遠に
北の台小学校 5 宮口　一咲 悲惨さと 平和をつなぐ 命のリレー
北の台小学校 5 森下　知秋 咲かせよう 忘れな草を 戦争へ
北の台小学校 5 YASEN AHMAD SAHAR 永遠に 平和の願いを 届けたい
北の台小学校 5 山口　華音 戦争は あってはならない ことだから
北の台小学校 5 山本　祐華 咲かせよう 平和の未来 満開に
北の台小学校 5 見上　隼翔 うれしいな みんなでなかよく へいわでね
北の台小学校 6 浅水　勇人 折りづるで みんなの思いを とどけよう
北の台小学校 6 芦野　夏采 生まれてから 死ぬまでずっと 平和がいい
北の台小学校 6 池　若葉 戦争は 人の命を とっていく
北の台小学校 6 石澤　珠宇 戦争は 根絶すべき 事なんだ
北の台小学校 6 石田　藍珈 築こうよ みんなの力で 平和な国
北の台小学校 6 上村　龍太郎 戦争は 人の命を うばうのだ
北の台小学校 6 梅原　理奈 助け合い 平和な世界 続けよう
北の台小学校 6 及川　紗侑 戦争は 未来の笑顔を うばうんだ
北の台小学校 6 大友　美鈴 守りたい 今の世界の 平和をね
北の台小学校 6 小笠原　弥咲 折りづるを 「平和に」と 思いをこめて 送りとどけよう
北の台小学校 6 加藤　優花 戦争は 人があらそう いけないよ
北の台小学校 6 菊池　来斗 戦争は 命をたくさん うばってる
北の台小学校 6 北村　彩名 戦争は 家族みんな ばらばらだ

北の台小学校 6 桑谷　理史 その戦争 多くの命を うばいとる 一つでも 多くの命を助けよう

北の台小学校 6 佐々木　花奈 戦争は たくさんの命 きずつける
北の台小学校 6 薩摩　啓太 戦争し あとかたもない 住むところ そんな戦争 やめようよ
北の台小学校 6 上東　文哉 咲かせよう 平和の花を みんなでね 争い事は もういやだ
北の台小学校 6 杉本　華恋 折りづるで 平和な世界を 願おうよ
北の台小学校 6 鈴木　速人 戦争は 人の命が むだになる
北の台小学校 6 髙橋　星流 戦争が 人の命を むだにとる
北の台小学校 6 田中　涼介 やめようよ 命をうばうよ その戦争
北の台小学校 6 谷本　楓花 戦争は みんなの命を きずつける
北の台小学校 6 坪　龍希 平和を願い おるづる折るよ 私たち
北の台小学校 6 永桶　心梧 折りづるは みんなの思いを とどけるよ
北の台小学校 6 中村　花音 助け合い 平和にしよう この世界
北の台小学校 6 橋本　梨愛 戦争は みんなの命 うばってく
北の台小学校 6 花岡　大和 折りづるよ 世界に平和を もたらして

北の台小学校 6 原　菜々香 たくさんの命 戦争でうばわれていく その命は もうもどらない

北の台小学校 6 藤本　咲 戦争で みんなの未来 うばわれる
北の台小学校 6 星　凛奈 人が死ぬ なにもいいこと ない戦争
北の台小学校 6 松本　麻彩 戦争は 人の生活 苦しめる

北の台小学校 6 向井　瑞稀 死者が出て 幸せなくなるだけだから 二度と戦争 やめようよ

北の台小学校 6 山下　晴生 人々は 平和になれと 願っている

北の台小学校 6 山田　咲希
折りづるは 平和を願って 折るものだ 戦争起きない 世の中
へ

北の台小学校 6 山保　優奈 命はさ 戦争なければ すくわれる
北の台小学校 6 吉田　啓佑 伝えよう 核の怖さを 人々に
北の台小学校 6 上田　菜乃 これからは 今までよりも しあわせに
北の台小学校 6 太田　莉音 原爆が 二度と日本に 落ちないで
北の台小学校 6 大高　望来 一歩ずつ 変えて行こうよ 世の中を
北の台小学校 6 金山　翔空 千羽づる みんなの願いを とどけよう
北の台小学校 6 木戸　美佑 平和だと いろんな人が 笑顔になる
北の台小学校 6 木原　秀斗 もう二度と おこるな戦争 幸せに
北の台小学校 6 木村　心美 平和だな 世界笑えば 幸せだ
北の台小学校 6 久保　百々葉 これからも 人の気持ちを 考えて
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学校名 学年 氏名 標語
北の台小学校 6 熊谷　彩芽 全員の 笑顔の花を 咲かせよう
北の台小学校 6 倉場　優空 戦争を 終わらせるのは 思いやり
北の台小学校 6 齋藤　佑季 日本に二度と 原子爆弾 おとされないように
北の台小学校 6 佐伯　颯星 おりづるを たくさんおって 平和にしよう
北の台小学校 6 佐藤　史都 戦争は 何も産まない うばうだけ
北の台小学校 6 佐藤　悠真 いつまでも 平和な町を つくろうよ
北の台小学校 6 清水　廉人 せんそうを 二度とおこすな 全世界
北の台小学校 6 新谷　そら 気付こうよ 争いをしても 無意味だと
北の台小学校 6 鈴木　佳歩 戦争は みんな心が きたなくなる
北の台小学校 6 田中　楓 戦争で 人の命が 消えてゆく
北の台小学校 6 田村　亜希恵 助けよう 人の命と 人の心を
北の台小学校 6 千葉　蓮 悲しいな ひさんな戦争 もうやめようよ
北の台小学校 6 中澤　颯太 戦争は 終わらなければ 変わらない
北の台小学校 6 中村　悠春 戦争は やったら命が うばわれる
北の台小学校 6 中芳　紗彩 かくへいき 二度とつかうな ぜんせかい
北の台小学校 6 成澤　柊弥 広げよう 平和な世界と やさしい心
北の台小学校 6 林　春月 思いやり 世界のみんなに 届けよう
北の台小学校 6 廣谷　花衣 なかないで あなたになみだは にあわない
北の台小学校 6 福田　聖空 やめようよ 命をうばう 戦争を
北の台小学校 6 松本　七海 思いやり これあるだけで 平和になる
北の台小学校 6 三井　琴羽 戦争は 多くの命 うばってく
北の台小学校 6 宗像　諒和 原爆で 多くの命を うばわれる
北の台小学校 6 矢野　乃々華 戦争は 誰かの命を うばうこと
北の台小学校 6 矢萩　伸 戦争は 小さい命 うばってしまう
北の台小学校 6 山下　凛 戦争の 悲しみ受けつぎ 伝えよう
北の台小学校 6 山田　ひより 幸せな 平和な日々を いつまでも
北の台小学校 6 吉田　結衣 広げたい 皆が仲良い 平和の輪
北の台小学校 6 楽間　遥佳 戦争が ないからみんな 笑えるの
緑ヶ丘小学校 4 安藝　知春 戦争を やめようさかせ 世界をね
緑ヶ丘小学校 4 五十嵐　奨真 せんそうを なくして平和に あんぜんに
緑ヶ丘小学校 4 伊藤　咲葵 戦争やめて 世界を平和に安全に
緑ヶ丘小学校 4 今井　のどか このへいわ こわさないでね 人のために
緑ヶ丘小学校 4 尾山　奏 戦争は みんなが悲しむ もうやめよう
緑ヶ丘小学校 4 笠居　優兜 全員で 歌を歌おう 北広で
緑ヶ丘小学校 4 笠間　大護 もうやだよ こんな戦争 最悪だ
緑ヶ丘小学校 4 加藤　拓真 たすけあう へいわな せかいだよ

緑ヶ丘小学校 4 加藤　有葵羽
さかせよう 戦争原ばくの ない世界へ みんなの思い かなえ
ながら

緑ヶ丘小学校 4 川上　空雅 助け合う 原ばくやめる 手をつなぐ
緑ヶ丘小学校 4 北清　伶奈 原ばくが なくなるように 思うまま
緑ヶ丘小学校 4 久々江　柊 平和が 永遠に広がる さかせよう未来を
緑ヶ丘小学校 4 小林　希々花 これからも平和がつづくようにする
緑ヶ丘小学校 4 小林　凌 ひろげよう 平和な 世界へ

緑ヶ丘小学校 4 坂庭　優護
平和の心をさかせるにはプルトニウムをさくじょする心だけで
いい

緑ヶ丘小学校 4 嶌田　陽
戦争はしてはいけないぜったいに だからみんなで 平和をつく
ろう

緑ヶ丘小学校 4 菅原　想真 おりづるおって平和がともす
緑ヶ丘小学校 4 髙倉　温真 手をつなぎ みんな幸せ 平和へと
緑ヶ丘小学校 4 高橋　知里 世界での みんなの命 ささえ合おう
緑ヶ丘小学校 4 竹村　真太朗 さかせよう平和について思いやる
緑ヶ丘小学校 4 千葉　駿葵 助け合って がんばろう
緑ヶ丘小学校 4 時田　輝 せんそうが おこらないよう つるをおる
緑ヶ丘小学校 4 飛野　玄二郎 もう二度と 起こしはさせない 戦争を
緑ヶ丘小学校 4 中原　遼雅 さかせよう 平和な世界を守る
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学校名 学年 氏名 標語

緑ヶ丘小学校 4 中村　温
さかせよう 平和の花を おわらそう戦争を ぼくらで平和を願
おう

緑ヶ丘小学校 4 中村　羽奈 心が平和で命をともす
緑ヶ丘小学校 4 新井田　真愛 心が平和 世界が平和 地球が平和
緑ヶ丘小学校 4 西路　雪乃 さかせよう ぼくらの平和
緑ヶ丘小学校 4 藤田　陽翔 へいわであんしん うれしいな
緑ヶ丘小学校 4 髙橋　美愛 愛の花をさかせよう がばってさかせよう
緑ヶ丘小学校 4 中田　麻斗 手をつなぎ 広がることも できるのだ
緑ヶ丘小学校 5 青野　縁 原ばくを おとされるより 平和がいい
緑ヶ丘小学校 5 石川　貴一 これからも 平和にくらそう 広島県
緑ヶ丘小学校 5 臼井　彩人 戦争は 永遠とならないようにしたい
緑ヶ丘小学校 5 岡　ひさの 戦争が 世界の命を うばってく
緑ヶ丘小学校 5 笠原　明音 さかせよう やさしさこめて はじめよう
緑ヶ丘小学校 5 小林　紗雪 戦争は 人の未来に 関係する

緑ヶ丘小学校 5 坂本　駿希 みんなはね 平和を願う 永遠に 世界の未来も 平和を願う

緑ヶ丘小学校 5 佐藤　朗義
第９条 かいかくNG できるだけ かくばくだんは かいはつはだ
め

緑ヶ丘小学校 5 佐藤　愛優 戦争は 命にかかわる やめようよ
緑ヶ丘小学校 5 菅　健太郎 平和を世界に広げたいけど 永遠に続かない
緑ヶ丘小学校 5 菅原　由真 平和をねがい 未来を守りたい
緑ヶ丘小学校 5 杉原　はな 咲かせよう 世界中に 笑顔の花を
緑ヶ丘小学校 5 髙田　和紀 戦争は 平和と未来 こわすこと
緑ヶ丘小学校 5 高橋　彩花 守りたい みんなの願いと 日本の未来
緑ヶ丘小学校 5 髙橋　凌 広島の 平和をいわう ぼくたちが
緑ヶ丘小学校 5 松永　紗良 咲かせよう 平和の笑顔 永遠に
緑ヶ丘小学校 5 宮川　超 せんそうは 人のいのちを うばいとる
緑ヶ丘小学校 5 宮口　兼太朗 永遠に 平和の花を 守りたい
緑ヶ丘小学校 5 村上　楓花 助け合い 平和の花を さかせよう
緑ヶ丘小学校 5 山口　真叶 咲かせよう みんなの笑顔 永遠に
緑ヶ丘小学校 5 山田　篤仁 原ばくは 平和のじゃまを しています
緑ヶ丘小学校 5 井川　仁斗 守りたい 広がる世界 永遠
緑ヶ丘小学校 5 大木　悠寿 永遠に 起こすな戦争 絶対に
緑ヶ丘小学校 5 岡部　小苺 永遠に 核を閉ざせば 思いやり
緑ヶ丘小学校 5 鎌田　諒大 戦争は 平和をうばう やめようよ
緑ヶ丘小学校 5 岸本　りこ 世界中 やさしさの花 咲かせよう
緑ヶ丘小学校 5 小松　瑛斗 願う
緑ヶ丘小学校 5 佐々木　結衣 戦争を なくす気持ちを 始めよう
緑ヶ丘小学校 5 鹿内　孔揮 核兵器 人の命を 奪うもの
緑ヶ丘小学校 5 鈴木　佑 助け合い 始まる世界 きづこうよ
緑ヶ丘小学校 5 田中　是心 手をつなご ともに始まる 第一歩
緑ヶ丘小学校 5 西村　道音 咲かせよう 平和を願う その思い
緑ヶ丘小学校 5 西村　嘉太郎 平和をね のぞむ心は やさしさだ
緑ヶ丘小学校 5 藤田　心 咲かせよう みんなで作る 平和花
緑ヶ丘小学校 5 細木　莉子 広島の 希望を奪った 核兵器
緑ヶ丘小学校 5 松田　美潤 他の県には わからない 本当の戦争
緑ヶ丘小学校 5 松波　遼 永久に 誓う平和と ぼくらの未来
緑ヶ丘小学校 5 山家　聖也 平和を守る思いやり
緑ヶ丘小学校 5 吉田　翔太 叫びたい 核を捨てろと 心から
緑ヶ丘小学校 5 李　昭希 世界中の生命を守ろう
緑ヶ丘小学校 5 渡辺　藍子 思いやる 気持ちをいつも わすれずに
緑ヶ丘小学校 6 石尾　健志郎 地球と仲良くしよう 永遠に
緑ヶ丘小学校 6 泉　悠紀 思いやりの心をもち 広がる花を咲かせよう
緑ヶ丘小学校 6 片岸　未奈 平和がね なにより一番 うれしいよ
緑ヶ丘小学校 6 北清　雄也 核の無い 平和な世界 めざしてく
緑ヶ丘小学校 6 木村　寧音 未来への 思いやりの花 咲かせよう
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学校名 学年 氏名 標語
緑ヶ丘小学校 6 久々江　歩那 日本中 平和を願う 永久に
緑ヶ丘小学校 6 久慈　凌正 戦争がね 永遠にない 思いやりの世界
緑ヶ丘小学校 6 熊谷　礼衣 広島と長崎の悲げき もう二度とくり返さないため 核放棄
緑ヶ丘小学校 6 小林　鈴音 思いやり 平和の願いの あいことば
緑ヶ丘小学校 6 小森　くるみ 自然との 森林ふれ合う 平和だな
緑ヶ丘小学校 6 佐藤　優樹 平和はね 続いてほしいよ いつまでも
緑ヶ丘小学校 6 嶌田　葵 永遠に 思いやりとやさしさを 届けよう 地球に
緑ヶ丘小学校 6 鈴木　遙 永遠に 平和でいたいと 願う地球
緑ヶ丘小学校 6 髙橋　未楽 戦争は 命をうばう いらないもの
緑ヶ丘小学校 6 武田　柚華 原爆が 平和な未来を うばっていった
緑ヶ丘小学校 6 千葉　絆駈 命 この世の全てが もっている
緑ヶ丘小学校 6 天元　颯士 手をつなぐ 核などすてて さあ早く
緑ヶ丘小学校 6 時田　晴 戦争は 大切なものを うばってく
緑ヶ丘小学校 6 楢舘　優花 何もかも 守れなくなる 戦争は
緑ヶ丘小学校 6 西　賢人 核兵器 平和のために なくしましょう
緑ヶ丘小学校 6 花田　胡汰郎 平和好き みんなが思う 平和好き
緑ヶ丘小学校 6 羽生　智俊 永遠に 戦争がない 世界を作ろう
緑ヶ丘小学校 6 林　瑚子 永遠に 戦争がない 世界がいい
緑ヶ丘小学校 6 原　啓太 核兵器 捨てろとみんなが いっている
緑ヶ丘小学校 6 藤田　悠杜 核の火を 捨ててともそう 平和の火
緑ヶ丘小学校 6 渕瀨　裕右 守りたい 新たな命と 地球の未来
緑ヶ丘小学校 6 古川　昂 戦争が なくなることを 願う人
緑ヶ丘小学校 6 本多　琉華 北ちょうせん ミサイル飛ばすな 日本に
緑ヶ丘小学校 6 三浦　花音 核無くそう 世界のみんなが 笑えるように
緑ヶ丘小学校 6 森　稜広 戦争は あってはならない 永遠に
緑ヶ丘小学校 6 八城　零 平和へと 進んでいるよ 一歩ずつ
緑ヶ丘小学校 6 山川　彩芭 みな望む 平和でいろと 心から
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