
（順不同・敬称略）

別 今年のにほんご 応募者名 住所 理由

１

席
明覚

やまうち  もえぎ

山内    萌生 石川県加賀市

昔明覚（みょうかく）と言うお坊さんが、50音を提案して日本人が、話す日本語を文字にして伝られることが、すごく助かるし例え言葉を話せなくて

もわかるし今の日本人はよく文字伝えることが多いし、勉強も文字で書くことが、ほとんどであんなに文字が、多いのに全部文字にするのが、すごい

と思ったからです。あと、ほかの「明覚（めいかく）にする」（はっきりとさせること）などのいみがあって面白いから。

えがお
やまもと  こう

山本    晃央 山口県柳井市

マスクをする生活が当たり前になっていますが、早くお友達とマスクなしの生活をしたいです。みんなが大声を出してワッハッハーと歯を見せて笑い

合いたいです。

友達、家族みんなの笑顔を見たいです。

ねんねんころりよ
よしだ  まお

吉田    茉央 富山県富山市

私が幼稚園・小学生の頃、祖父母の家に泊まりに行ったときに祖母がよく歌ってくれました。私は、家以外の場所に居ると落ち着かないためか夜更か

しをしてしまうことがあるのですが、この「ねんねんころりよ」を聴いている際は、すっと眠りに落ちてしまいます。日本的で耳に残るこのフレーズ

は、中学生になってもなお、中々寝付けない日にはひとりで歌ってしまうほど私にとって大切な言葉となっています。

平和 河原    歩 石川県加賀市

私の考える平和は、コロナウイルスがおさまって欲しいという願いです。なぜなら今、コロナウイルスが広がることで、苦しむ人や、楽しみが無く

なってしまう人が日を重ねる事に増えてきていると感じるからです。私はそんな人々が少しでも減って欲しいし、自分も、もっとコロナウイルスを考

えず楽しく過ごしたいからです。

英気（えいき） 谷口    晴菜 石川県加賀市 英気とは…立ち向かおうとする気力、元気   英気を大切にしたいと思うから

えちゃけな
にしかわ  みすず

西川    未涼 石川県加賀市
近所のおばちゃんに「えちゃけな子やなー」って言われた。意味が分からなかったのでお母さんに聞いたら「かわいい子」と意味だった。私より「え

ちゃけな」って言葉がかわいいと思った

けせらせら 開田    美桜 石川県加賀市
コロナ禍で、部活の大会がなくなってしまったり、体育祭が短縮されたり、思う通りにいかなく、不安に思うことも多かった。しかし、不安になって

しまったときこそ、けせらせらという気楽な気持ちに切り変えることが大事だと思ったから。

点滴穿石 大東    由依 岐阜県賀茂郡川辺町 しずくもずっと打ち続ければ大きな岩も割れるように私も１つのことに集中し努力し続けたいです。

ねることも大切だよ。
ひびの           みさき

日比野    夢咲 岐阜県賀茂郡川辺町
私は、勉強が思い通りにできず夜12時過ぎまで勉強をしていました。そんな時「ねることも大切だよ」と母が声をかけてくれました。勉強で手いっぱ

いの時にやさしくかけてくれた声にとても思い出があり、心の中にいつもあります。今は、ねることも大切にしています。

縁の下の力持ち
やまもと  かずと

山本    一澄 香川県高松市
僕は小さい頃から身体が弱く、よく入院をしていました。いつも看護師さんに助けてもらい、心強かったことを覚えています。

コロナ禍の今、看護師の皆さんが縁の下の力持ちになって頑張ってくれていることへの感謝の気持ちとして、この言葉を選びました。

（順不同・敬称略）

別 今年のにほんご 応募者名 住所 理由

１

席
縁(えにし)

いのうえ  えいじ

井上    英治 東京都練馬区

今、未曽有のコロナ禍にあって実際に他人と出会い顔を合わす機会はめっきり少なくなりました。一抹の寂しさとともに人恋しくもなります。人と人

とのつながり、「縁」(えにし)の大切さ、一層身に沁みます。久しぶりに会った知人とのマスク越しの会話。そこで出た「お名前」が自分もお世話に

なった方だったり。世の中狭い、どこかでつながっている不思議。

「縁」(えにし)は、心に大切にしたい日本の『ことば』です。

「寝たら

どこかに行くわ」

やまの  だいすけ

山野    大輔 大阪府堺市
学生の頃、勉強や人間関係に悩む私に、母はしょっちゅう「寝たらどこかに行くわ」と言っていた。くよくよするなって直接的に言われると余計悩ん

でしまうけど、上記のようにあっけなく言われると、なんか自分の悩みなんてささいなことに思えるから不思議。これも母の知恵なのかもしれない。

えちゃけな
やました  としこ

山下    登志子 石川県加賀市
子どもの頃、「えちゃけな!」と言われると嬉しい気持ちになり、元気が出た言葉です。石川県の方言で、可愛らしい言葉であり、ずうっと大切に使っ

ていきたい。

笑笑ふ(えわらう)
ありむら  ともあき

有村    智章 大阪府大阪市

笑を2つ重ねると、にこやかに笑う、声を出して笑うという意味になる。何と素敵な日本語か。古くは枕草子にも出てくる様だ。平安貴族ともなれば笑

笑いは少々お下品だったやも知れないが、今はSNSでも通用しそうだ。文字を見ただけで何とも心が丸くなる。コロナ禍で笑顔がマスクで隠れ、笑い

声も籠る中、こんな言葉を持つ国に生きている事を気付かされた。そうだ!きっともっと笑い合いたいのだ。…日常が早く戻る事を願って。

「ゑ」
いしはら  かよこ

石原    加代子 神奈川県横浜市

中学校の古文で、歴史的仮名遣いを教えていた時、この「ゑ」には助けられた。何とかして古文を面白い題材にと試行錯誤を繰り返していた。ある

日、何気なく、「ゑは昔”うぇ”と発音していた」と説明し、大げさに&lt;うぇ&gt;と言ってみた。受けた。子どもたちはみんな大喜びで、”うぇ”の大合

唱になった。授業は活気づいたものだ。だから、「ゑ」を見る度に今も感謝している私なのである。

めいきょうしすい

（明鏡止水）

くまだ       のぶゆき

熊田    信幸 石川県白山市
一点の曇りもない鏡や物が静止しているように邪な心がなく明るく澄み切った心境を表したもので時にはこのような境地に立ち戻ることも必要不可欠

と感じ選んだものです

ゑわらふ(笑笑ふ)
すずき  ほのか

鈴木    穂乃香 東京都足立区

成人式を終え、自分が「大人」という言葉に無理やり収められるような気がした。どんな「大人」もみな元は「子供」である。

わたしは自分のなかの「子供」を忘れない「大人」に近づきたい。今までは子供らしく「わら」ってきたが、ここにきて「ゑわらひ」たい。漢字にす

ると、いつも見る「笑笑」に「ふ」が付き、大人の余裕さえ感じる。

丁寧(ていねい)
ありむら  ともあき

有村    智章 大阪府大阪市
丁寧な仕事、丁寧な挨拶、丁寧な所作、丁寧な暮らし…この国の美意識、美徳、美しさ、それらすべての根底にある大切な日本語。すでに折り返し地

点を遥かに超えた残りの人生、丁寧な生き方をしたいと思い、私の今年の日本語にいたしました。

丁寧に
ありよし  ななお

有吉    七穂 東京都板橋区

家で過ごす時間が増え、働き方が変わり、自分を見つめる時間が増え、自分の人生を振り返り、これからの自分の人生を、今までとは違う角度から見

るようになりました。見栄やプライド、周りの目を意識せず、自分自身に正直になった時【丁寧に】生きよう、と思いました。自分自身を丁寧に、そ

うする事で、見える景色も変わり、気持ちも変わり、今ある様々な物事の大切さ、尊さ、愛しさが大きくなりました。

３

席

「今年のにほんごコンテスト2022」

入賞作品一覧

□中学生以下の部

２

席

３

席

２

席

□一般の部



（順不同・敬称略）

別 今年のにほんご 応募者名 住所 理由

千里の道も一歩から 河合    愛奈 愛知県名古屋市
中学校に入って初めての合唱コンクールの時、クラスのみんなで「優勝」という目標を決めた。音程も外したり、リズムもばらばらだったのに、毎

日、一歩ずつ成⾧して、結果「優勝」を取ることができた。先の見えない暗い目標でも一歩でも歩いて行きたいと思い選びました。

てんでんこ 豊田    まさと 大分県大分市

「てんでんこ」とは、「自分の命は自分で守る!」「自分たちの地域は自分たちで守る!」という意味で、少なくとも150年以上前から三陸地方で伝えら

れてきた言葉。日本は海に囲まれた島であり、地震や津波とは切っても切れない関係である。急な災害があった場合、どこに逃げるかを普段から隣近

所と話し合い考え互いに共有する事で、被害を少しでも減らそうとする地域の約束事。「てんでんこ」は絶対に後世に残したい言葉だ。

月虹（げっこう） 中立    芹栞 石川県加賀市
月虹とは、夜間に月の光により生じる虹のことです。夜だからあまり見られないにもかかわらずきれいな虹です。人でたとえると見えなくても自分達

を支えてくれる人がいるということだと思います。そういう人を大切にしていきたいという願いをこめて「月虹」に選びました。

せをはやみ 奥村   香心 岐阜県加茂郡川辺町
百人一首77番目のはじめの五文字、百人一首をこれからもの残していきたいという思いと、このうたの「はなれていてもいつかあえる」という、今の

コロナ渦で会うことが出来ない人がいる状況と似ているため、いつか会えると信じて過ごしたいから。

ゑひもせす 渡辺   かずは 岐阜県加茂郡川辺町

この言葉の意味は「心をまどわされもしない」です。私は今年、いろいろなことにまどわされてきました。勉強をするかしないかなどです。この言葉

を授業でならって、心をまどわされずに生きられる人になりたいと思いました。だから私はしっかりと目標を立てたりして、心をまどわされない人に

なりたいです。

疫病退散 橋川    正英 石川県加賀市
去年はコロナウイルスのせいでいろんなイベントなどが中止になりました。しかし、今年こそコロナウイルスを減らして、またみんなで楽しめる世の

中にしたいと思い、このことばを選びました。

継続は力なり 石井    琥珀 神奈川県川崎市
何事も継続をしていけば力はつく!!例えば練習。ずっと続けていけば力はつくし、本番でも結果が出せる。だから僕はこの言葉を常に思って行動した

い。

元気いっぱい 萬谷   理央 石川県加賀市 コロナであまりあそべないのでコロナがなくなったらおもいっきり外でともだちとあそびたい。

清風払明月 田中   来弥 石川県加賀市
茶道をする上で、心を「空」にすることが大切。毎回考えごとをしながらやっていたため、この言葉に出会えてうれしかった。「清風払名月」の風景

を考えながら礼をすると、「美しい」と言われる事が多くなったため。

世界平和 伊藤   万桜 愛知県名古屋市 コロナで大変だった2021年、2022年は「世界平和」になり、みんなの笑顔が増えるといいなと思い選びました。

健気 上田   鈴 石川県加賀市

私の家には2匹のねこがいます。初めに入ってきたねこは病気で目が見えなくなってしまいました。次に家にきたねこは、とっても性格がやさしかった

んです。目の見えないねこはけいかい心が強く、なかなか心を開こうとしませんでしたが、2匹目のねこが、健気に世話する姿を見てとても感動しまし

た。

捲土重来 土山   花蓮 石川県加賀市
はんじょうしていた店、学校で楽しみにしていた行事。他にもたくさんのことがコロナに負けて今は少しさみしい世の中なので、今年こそは「絶対に

勝つ」と宣言して勢いを前のときよりもＵＰして行けたらいいなと思っていたら、この言葉があてはまるかなと思ったから。

せせらぎ 立石   紗也 石川県加賀市
河川のせせらぎは人々に安心や、やすらぎなどといった自然の雄大さが生み出すものを与えてくれ、この言葉も然り、人々の心に清らかな感情を持た

せてくれます。そのため私は、この「せせらぎ」という言葉を広く使用し、1人でも多くの人の毎日を美しいものにしていきたいです。

積羽沈舟 山田   海羽 岐阜県加茂郡川辺町
この言葉には「羽毛のように軽いものでも沢山積もれば船は沈める重さになる」という意味があります。私はこつこつと何かを頑張ることが苦手で

す。なので私は「積羽沈舟」という言葉を胸に何事にもこつこつと努力をしたいという思いを込めてこの言葉を選びました。

出会い 高辻   羽音 石川県加賀市
私は２０２１年にたくさんの人との出会いがありました。とても気の合う人や一緒にいて笑顔になれる人など私が幸せになれる人に出会いました。な

ので２０２２年もたくさんの出会いがあってほしいという思いから「出会い」にしました。

ペンだこ 中出   彩友 石川県加賀市
自分の将来の夢を叶えるため、四六時中机に向かい、鉛筆を持ち続け、「痛い」とふと気がついたときには、人差し指に小さなふくらみができてい

た。そこから、私は、これは勉強を頑張った証拠なんだろうなと温かい気持ちになったから。

ゑんぎ ⾧野   実詞 愛知県名古屋市

僕はゑんぎが良き事が好きです。

なぜ好きかと言うと僕はゑんぎが良き時にとてもニコニコできるからです。今の社会はコロナでみんな険しい顔です。

なのでゑんぎにしました。

なぜ笑顔にしなかったというと、笑顔だとただニコニコしているだと、今の状況だとあまり喜ばれません。ニコニコが人から人へ伝わることもありま

せん。だけど、ゑんぎが良い時は、その分元気になります。その人が元気になるとみな元気になります。

狭き門より入れ 中村   静雅 熊本県熊本市
私は以前、生徒会選挙に立候補するかどうか迷っているときにこの言葉を知りました。不安もあったけど、この言葉のおかげで立候補を決断すること

ができました。結果は残念だったけれど、やって良かったと思っています。これからもこの言葉を胸に挑戦を続けていきたいです。

猫も杓子も 勝原   小由嬉 愛知県名古屋市

「猫も杓子も」とは、誰もかれもという意味です。私は、曲を聞くのが好きです。

歌うのも好きです。学校では、いろいろな曲が流れてきます。だけど知らない曲が多すぎて、歌える曲が少ないです。少し悲しいで す。だけど、楽し

い曲が流れてくると猫も杓子も楽しい気持ちになって、勉強がはかどります。みんな楽しい気持ちになると私も楽しいです。

だから私は「猫も杓子も」という言葉が好きです。

特

別

賞

□【特別賞】中学生以下の部



（順不同・敬称略）

別 今年のにほんご 応募者名 住所 理由

静謐（せいひつ） 佐々木   美知子 埼玉県所沢市
凛とした静けさが感じられて、好きな日本語です。世の中が穏やかに治まるという意味もあることを知り、今の世の中にふさわしい言葉だと思いま

す。

ええわいね 河出   優菜 石川県加賀市

石川県に嫁いできて子供を授かり、右も左も分からず途方にくれていた私に、皆さん優しく「ええわいね」とよく声をかけてくれました。

完璧に育児しようとする私に「ええわいね」失敗した私に「ええわいね」

野菜を頂き、気を遣う私に「ええわいね」

とっても暖かいニュアンスで、ほっこりとした気持ちになれる言葉で、大好きになりました。

これからは私が周りに「ええわいね」と伝えていきたいです。

懇ろ(ねんごろ) 森田   豊久 東京都大田区
真心がこもっていて丁寧な様子をいいます。語感からは、猫がひなたぼっこしているようなぽかぽかしたあたたかい感じがありますが、古くは艶めか

しいニュアンスの意味もあったわけで、大切にしたい日本の言葉です。

えもいわれぬ 北嶋   夏奈 石川県加賀市

えもいわれぬとは「言葉で言い表せないほど素晴らしい」という意味です。美しい夕焼けを見た時、澄み渡る青空を見た時、懐かしい風景に出会った

時、言葉で表現できないほど心が揺さぶられるものです。また一説には、近年の流行り言葉である「エモい」の語源にもなっているとも言われてお

り、改めて大切にしていきたい表現であると感じています。

え 野間口   智哉 東京都練馬区

私は吃音症です。そんな私にとって”え”という文字はある種の縛りでした。

頭文字の前に”え”を挟む事で吃音を隠すことが出来るためよく用いていました。そんな私に今年恋人が出来ました。彼女に意を決して吃音である事、”

え”をつけなくてはうまく話せないことを伝えると「それは君の個性で恥ずかしい事でないし隠さなくていいよ」といってくれたおかげで私は今年10年

たって”え”の束縛からようやく解放されたのです

ええがな 村田   和彦 滋賀県大津市

祖母の「ええがな」は何か温かかった。御馳走を前に遠慮していると「ええがな、なんぼでも食べ」。いたずらが過ぎて大事な物を壊してしまった時

でも「ええがな、これからは気ぃつけや」。いつもほっとした。世の中が何かとギスギスしている昨今、寛容の気持ちが細ってきている気がする。

「ええがな、ええがな」と少し多めに見る度量を持ちたいものだ。

めくるめく 安部   好弘 大阪府吹田市

私の趣味は旅行で、ある旅行会社のパンフレットを見ていると「めくるめくロマンの旅」とのキャッチフレーズに心がときめいた。

「めくるめく」とは目がくらむ、めまいがするの意味だが、魅力に引かれて理性を失うの意味も加わる。モダンな言葉と思いきや、『徒然草』にもこ

の言葉が登場するから驚きである。できることなら青春時代に戻り、「めくるめく恋」をしてみたいものだが、老いても「めくるめく」気持ちは持ち

続けたい。

てにをは 夏山   詳治 滋賀県東近江市

SNS等が常用となってからは速さを求め理解できれば良い言葉のやり取りが違和感なく当たり前になってしまっています。

自分の気持ちをどのように伝えることができるか、相手を思い、心を込めて綴る。たった一言に、一文字に日本語の美しさが秘められていると思いま

す。

どんなに短文だとしても気持ちが伝わるような「てにをは」の表現を大切にしたいです。

言葉で傷つくことが減っていく世であることを願って。

ええじゃないか 板垣   奈美 東京都文京区

「コロナ禍だけどええじゃないか。心の距離を縮めてみようじゃないか。失敗したってええじゃないか。挑戦してみればええじゃないか。絶望したっ

てええじゃないか。また立ち上がればええじゃないか…。」こんな世の中だからこそ、「ええじゃないか精神」で大らかに、前向きに行きたいもので

すね。

えちゃけな 池永   一広 大阪府高槻市

我が国では、世界に類を見ないスピードで超高齢社会へ突入しています。

そのため、政府は令和5年度、子ども政策の司令塔となる「こども家庭庁」を創設する案を示しました。

「えちゃけな」とは、石川県・加賀の方言で「かわいらしい、愛らしい」という意味の方言です。世の中の小さな子達は、みんな「えちゃけな」な子

ども達。

社会全体で、子ども達の未来を見守りたいという想いから「今年のにほんご」として発想しました。

えまう 山本   明 千葉県市川市
今年はコロナがおおむね収束し、人々が「えまう」年になればと願います。「えまう」には「声を出さずに心から笑う」のニュアンスがあり正に日本

が、世界が心待ちにするにほんごです。

えも言われぬ 宮川   泰生 石川県金沢市

非日常の素晴らしい体験した時、この言葉が口を衝いて出てきます。

山代温泉を訪ねた時、旅館に着いて先ず一風呂、夕食後にもう一風呂、

翌朝早くに一風呂、出発前に名残の一風呂をいただきました。

温泉だけでなく、旅館のおもてなしや温泉街の雰囲気を堪能し、

まさに「えも言われぬ」体験でした。

コロナが落ち着いたら是非再訪したいです。

ねぎらい 田村   直樹 神奈川県横浜市
「お疲れさま」「ご苦労様」のような「ねぎらい」の言葉は、「ありがとう」という感謝の言葉ともニュアンスが違う、日本語独特のもののように思

えます。成功や失敗に関わらず、何かをやってくれた気持ちに対する「ねぎらい」。大切にしたい言葉です。

縁 弥村   遥 石川県河北郡津幡町

つながりのこと。

人と人との出会いや別れ、物や場所や出来事とのご縁など

全てには意味があって成り立っていると大人になって日々気づかされています

生きている間に出会う人もいれば出会わない人もいる

出会えた人、一人一人を大切にしたいです

縁結び 横田   智鶴 大阪府箕面市

不思議な縁を感じることがある。奈良県出身の私が神戸の大学に行かなければ、愛知県出身の夫と出会わなかった。ましてや台湾で生活するとは思っ

てもみなかった。台湾に住んだことで、友人関係も広がった。袖振り合うも他生の縁…様々な人や様々な場所と縁を結ぶことで、私の世界はどんどん

広がり色づいていく。これからも「縁を結ぶ」ことを大切にしていきたいと思い、この言葉を選んだ。

恵比寿顔(ゑびすがお) 小林   さやか 山梨県甲斐市

うれしそうにニコニコしているような顔は皆をしあわせにしてくれます。苦しくても恵比寿様のような笑顔をしていれば、これからはよくなっていく

ような気がしてきます。商売と漁業の神様である恵比寿様がほほえんでくれるような2022年になることを願って、この

言葉を今年のにほんごに応募させていただきます。

経年美化 田中   彩子 東京都世田谷区
男性社員に”劣化”という言葉で容姿を揶揄され、ショックを受けていた私に、祖母が教えてくれた言葉です。「女は色々な事を経験して本当の美しさ

を手に入れるの。それを見抜けない男なんて無視。」そう一刀両断してくれた祖母は今年、92歳になります。

出る杭は打たれるが、 出過ぎた

杭は打たれない
荒木   亜姫 福岡県北九州市

自分で言うのもなんだが、私は様々な才能を人より多く持っているほうだと思う。それをうらやましがる人たちに今まで軽く嫌がらせを受けてきて、

出る杭は打たれるという前半部分しか知らなかった私は生き方がわからなくなった。友達に相談したところ、それには続きがあって、、、と出過ぎた

杭は打たれないということを教えてくれた。今まで私の首を絞めていたのに、今後は私の救いになった

言葉。これから私は私の道を堂々と行く!

笑顔 仁田   カレン 埼玉県坂戸市

コロナ禍の今、日常生活の中でマスクをつけることが当たり前の状況が続いていて、マスク下の相手の笑顔を見ることが滅多になくなりました。自分

も高校の友達の笑った顔マスク無しで見ることがほとんどなくなりました。そんな中で相手へ自分の気持ちを伝える手段である表情、嬉しい気持ちを

伝える笑顔がマスクで半分隠されてしまうのは辛いなとずっと思っています。いつかまた前みたいにみ

んなで思いっきり笑いあいたいです。

蝉しぐれ 陌間   紗佳 奈良県奈良市

夏に外を出歩いていると、突然蝉の鳴き声に取り囲まれることがあります。シャワシャワ、ミーンミーンと辺り一面に音が響いて、まるで世界が蝉の

鳴き声と自分だけになったかのようです。ふっと音がやみ、遠くから車の音や人の話し声が聞こえてはたと現実に帰るあの瞬間。「蝉」の字は物寂し

く「しぐれ」の字はもったりとしていて、この言葉を目にすると、うだるような暑さの中にふと感じるあの孤独感と没入感がよみがえります。

千客万来

(せんきゃくばんらい)
安部   好弘 大阪府吹田市

私の友人は昨年、5年間経営していたレストランを閉店した。理由はもちろん、コロナ禍で客足が激減したためである。素人が始めた菜食レストランで

あったが、評判を聞きつけ、遠方からも多くのお客が駆けつけた。「千客万来」は千も万も数の多いことを示し、商売繁盛を表す。飲食業や観光業な

ど甚大な打撃を被っている昨今、山代温泉も千客万来に沸くことを願って止まない。

丁寧 玉置   真弓 宮城県大崎市

何もない時代、父と母は、食べるために生きるために休むひまなく働いていた。働かないと食べて行けないのだから当り前だと言っていた。採りたて

の小さな苺に砂糖と牛乳。道端のよもぎを草餅に。くるみの殻を金づちで割り、中の実を穿り出す。枝豆からずんだを作る。手の込んだ面倒な作業の

大変な中に楽しさを見つけていたのだと思う。丁寧に生きるー物を大切に扱う。丁寧な暮らしー自分を大切にすること。素敵な言葉だと思う。

明鏡止水 岡島   弘昌 東京都世田谷区
人生の後半戦。これからも,明るく,楽しく,逞しく生きていきたいと願っている。ただこの先,行く手を阻む,想定外なことも起こることだろう。そんな時

こそ,焦らず,慌てないことが大切である。どんなに大変な時でも,邪念を払い,冷静を保つ,そんな心の余裕を持っていたいと思う。

せきじつ(昔日)
はなさか   たみ

お
京都府京都市

2021年は2020年よりもコロナ禍の中でもいろいろが少しずつ前進し、祭事やイベント、家族の行事、友人との再会などが増えた。

だが、常にマスクは必須だし、店ではアクリルボード越しに話さざる得ないし、親しい人でも近づくことはできない。楽しく話しながらの食事もでき

ない。

昔日の思い出の、あの当たり前と思っていた風景が今では幻である。

一刻も早くコロナ禍が終息して、人々の距離が近い世の中に戻って欲しい。

□【特別賞】一般の部
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