
□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

１

席 冬夏青々
と う か せ い せ い

室木　那月
むろき なつき

石川県七尾市
冬夏青々とは、「どんな時も変わらない固い信念」という意味です。私はまわりに流されやすく、自分の言葉や意思で物事を伝えられないことが多々あり

ました。そんなときに、ネットでこの言葉を見つけて、私も冬夏青々ということを意識しながら、これから、生活しようと思いました

おもてなし 伊藤　胡春
い とう こはる

三重県四日市市

高校生になり、茶道部に入った。主人が客をもてなすだけでなく、客同士での茶室にいる人が皆快適な時間を過ごすための心遣いを知った。留学生と話し

たことで、日本の文化について考える機会となり、おもてなしの素晴らしさを再認識した。

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。

光陰流水
こ う いんり ゅ う すい

福亀　夏美
ふくがめ なつみ

石川県七尾市

光陰流水は時がたつのが早いことのたとえです。私たちのクラスは、コロナの中で中学校に入学し最初は部活もできない状態でした。しかし、時がたつの

は早くもう中３として卒業をむかえています。辛いことや悲しいこともありましたが、とても楽しい学校生活です。あと、残り少ない学校生活も水の流れ

のようにすぐに時がたってしまうでしょう。ですが、その時間を大切にしたいと思いこの言葉を選びました。

友達、家族みんなの笑顔を見たいです。

温泉
おん せん

須藤　清規
すどう きよ き

三重県四日市市
日本人の心の中にある「ことば」、冬がめぐって来るたびに思い出す「ことば」、思わず笑顔になってしまう「ことば」日本の文化として残していきたい

「ことば」、想像するたびに心が温まり、日本人として大切にしたい「ことば」である。

永久
と こ し え

山内　萌生
やまうち もえぎ

石川県加賀市
伝統や行事昔から受けつがれているものなどは、時代によってなくなってしまったり、変わってしまったりしてしまうことがあります。だけど私はしょう

ぶゆまつりやお正月におせちを食べるなどの行事や伝統が続いて今も未来もかわらずに皆で楽しんで伝統や行事をしたいと思いこの言葉にしました。

おおきに 笹弥　夏帆
さ さ や か ほ

石川県七尾市
ありがとうという意味です。前にお母さんが「ありがとう」という言葉は、誰も傷つけないし、みんながうれしくなる言葉といっていたのでこれを選びま

した。

おとろしい 宮田　健豊
みやた けんと

石川県七尾市 この言葉にはおそろしいや怖いという意味があります。今はコロナが流行っていて、この言葉を使うことが多いので選びました。

ご馳走様
ご ち そ う さ ま

山本　理久
やま も と り く

山口県柳井市

ごちそうさまを漢字で書くと不思議な感じがします。馳や走ってどちらも走る意味があります。母は夕方仕事から帰るとまるで手品みたいに30分で何品も

作ります。バランス良く彩り良いものを走るかのようなスピードで作ってくれます。

僕は食材や生産者、作ってくれる人に感謝を持ちながら『ご馳走様』を言い続けたいです。海外にはご馳走様を訳す言葉はありません。この日本語をいつ

までも大切にしたいと思います。

をかし 大橋　真絢
おおはし まひろ

石川県加賀市

私は稀にする、ある一定期間ずっとやってない、あまりできないことこそに、良さというものが生まれると思いました。身の回りにある嫌い、嫌なもの、

それに向き合って、良さを考えることはとても良いことですよね。すぐできることやよくやっているものを、嫌いなものを、少しでも前より良く感じれる

ように工夫してやってみたときに、実はいつも当たり前にしていることは、「をかし」なことなのだなと気づくことができたからです。

□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

１

席
おんぶにだっこ 荻須　綾菜

おぎす あやな
三重県東員町

昨年三つ子を出産しました。寝かしつけはいつも、後ろに一人おんぶ、前に一人をだっこしていますが、それでももう一人は持てないので、夫の仕事中は

実母に助けにきてもらっています。母は子守だけでなく、わたしの代わりに買い物をしてきてくれたり、たくさんおかずを作ってお裾分けしてくれたりし

ます。わたし自身、未だ母に「おんぶにだっこ」です。

心延え
こ こ ろ ば え

山口　明彦
やまぐち　あきひこ

福井県越前町

心延えとは相手への思いやり、配慮です。おもてなし、というとお仕事のニュアンスが入るように思いますが、なにげない日常での目配り、気配り、心配

りを一言で表すことばとしては、やはり心延えといいたいものです。

あの人は心延えが優しいねぇ、というとき、心のあったかさが、周りに映えます。今流でいうと「心がけがバエる」とでもいいかえることができるのかも

しれません。日本人の美しい心延えが世界に広がりますように。

ようこそ 野尻　万里子
の じ り ま り こ

石川県加賀市

「ようこそ」は相手を歓迎する言葉です。来てくれてありがとうという感謝の言葉です。英語で言えばwelcomeでしょうか。welcomeというのは「どうい

たしまして」と訳されますが、直訳すれば「あなたは歓迎」。つまり『あなたなら、いつでも歓迎しますよ』ということ。人として、そういう広く大きく

温かい心を持ち続けていれば、世界は平和になると思うのです。

恩繋ぎ
お ん つ な ぎ

遠山　晄太
とおやま こうた

東京都江戸川区

以前自宅へ歩いて帰っている時に突然雨に降られた。なので近く公園に雨宿りをしているとお婆さんが「傘使うかい？」と傘を渡してくれた。私はタダで

借りるのは申し訳ないと思い、お返しにあたたかい飲み物を渡そうとした。するとお婆さんは「いらないよ。気持ちはうれしいが、この思いを誰かに繋い

でおくれ。」と言った。今まで恩は「返す」だけのものだと思っていた私に「繋ぐ」という新たな考えをくれたお婆さんにとても感謝している。

言祝ぐ
こ と ほ ぐ

前島　毅
まえしま　つよし

大分県日田市

「言祝ぐ(ことほぐ)」という言葉には、おめでたい言葉を口にすると本当に幸せが訪れるという意味が込められています。日本人は古来より発する言葉に

特別の力があるとして言葉を大切にしてきました。「言祝ぐ」のように美しい言葉、相手にも心地よい言葉、自分にもポジティブに語りかける言葉を大切

にしていきたいと思い、今年のにほんごに選びました。

慮る
おもんばかる

竹岡　乃里子
たけおか のり こ

三重県東員町

考えを巡らせる。配慮する。人として大事で奥深い意味があります。

漢字は美しい【虎】の中にしっかりとした【思】を内包しており一文字で[おもんぱか]とひらがな五文字分も読ませるところにお得意感があります。

そして何より日本語としては他にない(と思う) [ぱか]の発音が楽しくて、イチオシの漢字です。

お前百までわしゃ九十

九まで共に白髪のはえ

るまで

渡辺　勝
わたなべ　まさる

長野県上田市
我が家にはお金も名誉もなく、子供もいません。夫婦二人と娘代わりの愛犬との生活です。川の字になって寝ています。夫婦喧嘩もよくするけれど、喧嘩

すらゲームのようになり、最後は二人して吹き出してしまうことも。こんなささやかな我が家のしあわせ…できるだけ長くと祈るのです。

とっとき 熊田　信幸
くまだ のぶゆき

石川県白山市

いざという時の為に大切にしまっておくことまたそのもの「とっとき」は「取って置き」の音変化

本年は数十年ぶりに新幹線開業を待たずに同窓会を7月に催すこととし全国に散らばった友を一同（温泉郷・山代・片山津）に会する予定で

すその際には私自身にとって「とっとき」の名勝地とする（柴山潟から望む霊峰白山・もちろん薬王院温泉寺等数か所）を巡る予定です2回

目の対訳で「とっとき」の様相にめかして皆の前に立ちたいと思ってもおります

希う
こいねがう

岩見　美柚
い わ み み ゆ

東京都武蔵野市
「希う」。きぼう、と一瞬読みそうになるが、こいねがう、と読む。希望そのものを象徴しているようで、「強く望むこと」を意味している。好きな人や

大切なものが出来て、希望に満ちていた私の一年。だが満ちると同時に、愛とは強く祈ることであると知った年でもあったのだ。
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□【特別賞】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

もやい 佐藤　智子 東京都江東区

船と船をつなぐ語源をもつと言われる「もやい」。

新型の流行り病で人とのつながりが希薄になりがちな現代、他人との「つながり」を大切にしたいと思います。

また、皆で一緒にことを成し遂げる喜びを後世に伝えることのできる、美しい日本語でもあります。

恩送り 佐久間　明日理 茨城県つくばみらい市
「恩送り」とは、誰かから受け取った恩を誰かに送ることを言います。私はこれまでたくさんの方々に支えていただきました。

受け取った恩を誰かに。「恩送り」という素敵な言葉をこれからも大切にしていきたいです。

とびっきり 佐橋　忠浩 岐阜県可児市
なんてワクワクする言葉だろう。「とびきり」では無く、「とびっきり」と発したい。この語に続くのは「笑顔」。恋する人が自分だけに見せる、とびっ

きりの笑顔。幼い子の無防備な、とびっきりのスマイル。これほど人を幸せにするものがあるだろうか。

ほせり 佐藤　承輔 東京都大田区

伊豆半島南部方言で「台所仕事」を指しますが、インターネットで検索しても出てこないほど消えゆくマイナーな言葉です。

今、日本各地では過疎化が進み、こうして方言や地方の生活自体が消え始めています。

今この時代を表す言葉として、残しておきたいと思いました。

明覚上人 中島　彰 大阪府高槻市

山代温泉に滞在した時、明覚上人が作ったと伝わる五十音図について知った。ちょうどそれは紅葉のシーズンで、薬王院温泉寺の木々は鮮やかに色づき、

静かでゆったりとしていた。一方で、山代温泉の総湯に入ると、地域の方々が和気あいあいと世間話をしていた。明覚上人が生きた時代のことを知ること

は難しいが、このような環境の中で、仏教を広めることによる暮らしの平穏と、言語研究の必要性を肌で感じ取っていたのかもしれない。

恋水 中川　有子 石川県羽咋市
この言葉を知ったのは最近ですが、単純な言葉の組み合わせでなんて綺麗な意味合いなんだろう、と思ったものです。意味は「恋のために流す涙」。若か

りし頃は、そんな経験も多々ありましたが、この言葉を知って、今はその時の自分を抱きしめてやりたい気持ちです。

そこはかとなく 山下　真宏 兵庫県姫路市

「そこはかとなく」は、誰もが高校時代の古文の授業で触れたことのある言葉だと思います。明確な原因や訳がはっきりせず、何となく定かな理由はな

く、曖昧ファジーではあるが心が感じる様を表している。高校時代、この言葉の後に「お金がない」「あの子が好きだ」とか色々付けてふざけ合った思い

出がある。コロナ禍の中、今年は「そこはかとなく」一歩前に踏み出して行けるような気がします。

おもひで 石原　弦真 群馬県前橋市

今年成人を迎えました。十年前の自分から手紙が届き、中を見るとたくさんの落書きと一緒におもひでをたいせつにがんばってくださいと汚い文字が。

「おもいで」ではなく「おもひで」とかいてある文章に恥ずかしさを感じつつも温かい気持ちになりました。懐かしい「おもひで」を忘れずに、20歳か

らもたくさんの「思い出」を作っていきたいと思います。

こころ　『心』 北山　イスズ 石川県金沢市

最上のにほんご。

『心』許せる。　『心』ゆくまで。　『心』あるがままに。　『心』いき。　『心』に残る。　『心』ふるえる。　『心』がけ次第。　『心』おだやか。

『心』がわり。　『心』が痛む。　『心』に決める。　『心』あたたか。

『心』はずむ。   『心』ゆたか。　『心』晴れやか。　『心』おきなく。『心』通じる。　『心』せく。　澄んだ『心』。

大事な 『心』と、思います。　大切な 『心』と、思います。

ほくほく顔 尾崎　咲心 愛知県津島市

ほくほく顔はうれしさを隠しきれないような顔つきという意味をもっています。私は今年初めて小学生の時から応援している”推し”に会いました。握手や

2ショットも撮ってもらいとても幸せな時間となりました。当選したときはとてもびっくりしとてもうれしくてこの言葉のようにほくほくとした表情にな

り、初めて推しと会ったときに撮った2ショットを見て今でも思い出してほくほく顔になります。この「ほくほく顔」は私にとって今年の思い出を表すこ

とができるぴったりな言葉です。

予祝 田中　恵理 兵庫県神戸市
豊作を願って、そうなるようにと予め祝う神事「予祝」・これはすなわち、「自分から先に機嫌よく過ごしていれば、機嫌のよくなる出来事が起こるとい

うことだ」とある方が教えてくださいました。見返りを求めず、まずは自分が変わる。そんな決意も込めて、大切にしたい言葉です。

駑馬十駕 中條　淳子 京都府京都市 凡人でも、努力することで天才に追いつける。器用に何でもすぐにできるタイプではない私は、この言葉に何度も励まされてきました。

飄々と 藤井　清美 新潟県新潟市

飄々とした人は捉えどころがなく、クールでニヒルなイメージがありますが、独自の視点を持っていたり、嫌なことがあっても切り替えが早かったり、そ

ういう人に救われたな、と思えたことがありました。私も何事にも力みなく、何てことないとこなしてゆけるよう「飄々と」した生き方を身につけていき

たいです。

お裾分け 松田　なごみ 千葉県千葉市 他人から貰った品物や利益の一部を更に他に分けることで、共助社会の象徴的な言葉であるから。

のほほん 和栗　彩花 群馬県玉村町

日々目紛るしく変化していく時代を私たちは一生懸命生きている。

時代に、皆に、取り残されないように「急がなきゃ、頑張らなくちゃ。」と

気持ちばかり焦ってしまって空回り、誰かと比較し落ち込むことも多い。

だからこそ、呑気だと思われようと『のほほん』と、何もしない

時間を大切にしたり、自分の気持ちを優先することも時には必要だと思う。

自分に優しくなれたなら、皆にはもっと優しく出来るはずだから。

志(こころざし) 佐藤　伸文 東京都江東区

人は社会の中でしか生きられない動物。

どんな職業、社会活動であろうと家族の笑顔、他人の笑顔のための自分の役割を心に念じて生きていく。

年齢・性別に関係なく、いくつになっても「志」を忘れずに生きていきたい。「志」は未来を豊かにする日本の言葉です。

ごきげんよう 入江　菜帆 東京都杉並区

私にとって大変落ち着く言葉であり、美しい言葉だからです。

6年間この言葉と共に学生生活を送って参りました。昨年高校を卒業しましたが、この言葉は心にあり続けています。母校を訪ねた際「ごきげんよう」が

聴こえると安心し、ほっこりします。

また、「ごきげんよう」は相手の健康や心を気遣う素敵な日本語です。今は死後となりつつありますが、この6文字は消えてはいけない言葉だと思いま

す。

ほどろほどろ 若林　美恵子 新潟県新潟市

雪がはらはらと降る様、うっすらと雪が積もる様を表したことばで、加賀とも縁の深い万葉集の中にあります。

天から舞い降りる純白の雪を見る人の想いは、どれほど時を超えてもずっと変わらない気がします。

私は万葉集を心の支えとして日々を暮らしています。

言靈 秋山　興 千葉県千葉市

ことだま。わたしはお言葉コーチングというのをやっていますが、おのおのの内面から出てくるお言葉というのは、その人の内面をよく反映しています。

その人の氣が乗った言葉は言靈になっているなあ、、、と感じます。そして最も影響を受けているのが、その人自身ということですね。お言葉、言靈は大

事だと感じます。

微笑み返し 平井　英子 石川県加賀市
笑顔には、人を幸せな気持ちにする不思議な力があります。私は、これまで何度となく笑顔に助けられ、元気をもらってきました。私も、たくさんの人に

笑顔を返していきたいです。

思い立ったが吉日 関根　三花 神奈川県相模原市
昔、母がよく言っていた。「何かを始めるのに遅いと言うことはない。今が1番若いんだよ。思い立ったが吉日だよ。」私の背中を押してくれる大事な母

の言葉の一つ。

ときめき 長谷川　等 新潟県新潟市

年齢のせいか、月日の経つのが早くなるばかりです。脳の老化を防ぐには、新しいもの、ことに触れることが大切と聞きました。新しいもの、ことに出会

い、ときめくことが大切なのです。仕事量を減らし、自由な時間ができた今、今日はどんな新しいことをしようかと考えるのが楽しみです。ときめき一杯

の一年にしたいと思っています。

おんぼらっ～と 北山　イスズ 石川県金沢市

金沢の方言で、かっては日常茶飯事に使われていました。

実家の母が 娘に「おんぼらっ～と」

がむしゃらの息子に「おんぼらっ～と」

病後回復に「おんぼらっ～と」

最高の『思いやり』言葉です。

発音・言い方も 何か『面白い』ニュアンスがあり、

是非、残しておきたい方言です。

をちこち(遠近) 山本　直子 愛知県田原市

「遠くと近く」「未来と現在」を表す古語です。新型コロナの蔓延で制限されてきた、人との関わり。そんな中、当たり前の日常がどれほど尊いものか、

考えさせられました。遠くの人と物理的に行き来することは困難でも、心の交流はいくらでもできます。明るい未来を信じて、今この時を大切にしたいと

いう思いを込めて、この言葉を選びました。

思いやる 渡辺　廣之 大阪府大阪市

「思いやる」とは、なんと積極的な行動なのでしょうか。まずは相手の身の上や心情を推し量り、そのうえで配慮するのです。あるいは、まずは遠く隔

たっている人や物事を想像し、そのうえで想いを馳せるのです。つまり、ただ「思う」のではなく、自らの「思い」を相手に向かって「遣る(送り届け

る)」のです。だから、「思いやる」ことのできる相手を多く持つことは、人生を豊かに生きるために欠かせないのです。

穂豊笑む(ほほえむ) 野々山　明宏 愛知県刈谷市
我が家の稲穂の収穫も豊作となり、嬉しく笑顔あふれていた様子と、収穫を終え、訪れた山代温泉のお湯に癒される妻の笑顔が豊かであり、とても印象的

であったことから決めました。「穂」の字は妻の名の一字でもあり、稲穂の収穫と掛け合わせて嬉しさや感謝の表現をさせていただきました。

朧月夜 山下　真宏 兵庫県姫路市

「おぼろづきよ」主に春先の月夜で、温暖さによって霧や霞が発生し、月がぼんやりと霞んで見えにくい様を表した言葉です。郊外に住んでいた私は、幼

い頃、祖母から、「今日は朧月夜だね」とか聞かされていたが「朧」の意味がその時は分からなかった。うどんが主食のひとつである関西では、「とろろ

こんぶ」と同じ位「おぼろこんぶ」は必須のもので、真にうどんにかかった「おぼろこんぶ」は妙に朧月夜を連想させてくれる。

ちょっとずつ 太田　衣柚 愛知県名古屋市
何かを始めるときに、自分はこれを出来るのだろうかと不安になることがある。しかし、やることを小分けにして「ちょっとずつ」進めることで、今まで

何とかやってきた。これからも「ちょっとずつ」という気持ちを持ち、様々なことに挑戦していきたい。

とめてとまらぬ恋の道 飯塚　菜々 埼玉県熊谷市

お付き合いさせて頂いてから2年近くになりますが、今でも友人からは、とめてとまらぬ恋と言われているぐらい、素敵な恋をしています。そのぐらい夢

中になれるものや、自分の好きを大切にできる人生にしよう、そう思ったのがこの言葉でした。他人の意見や忠告はもちろん人の言葉に耳を傾ける事は大

切なのでしつつも、今年もとめてとまらぬ○○を増やしていけたらと思っています。

仄めく 河原　均 広島県廿日市市

昨年は,新型コロナウイルスは未だ収束せず,ウクライナでは戦争や物価高など,何かと暗い話題が多かったように思います。今年も,急激に状況が好転する望

みは薄く,苦しい時が続くかもしれません。そんな中にあって,たとえわずかなでも,希望の光が見えてくる,そんな年になるよう願いを込めて,「仄めく」を

選びました。



□【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

桜梅桃李 髙坂　英彦 東京都小平市

僕は、友達があまりいません。その事で、とても悩んでいました。無理して人と合わせて関わろうとしましたが、その時はよく見えても、自分がとてもつ

らくなりました。このまま、自分の個性を隠して、人と合わせていていいのだろうかと考えました。その時に、「桜梅桃李」という言葉に出会いました。

桜は桜、梅は梅、桃は桃、李は李、それぞれ違う花を咲かせるという意味で、自分らしく過ごしていく中で、きっと自分にあったいい友達ができるのだと

思いました。これからも僕は「桜梅桃李」という言葉を心に刻み、自分らしく生きていこうと思います。

思いやり 北市　愛唯梨 石川県加賀市

私は、この言葉が大好きです。

なぜかと言うと、私が、小さい頃から、お母さんから「思いやりのある子になってね」と良く言われてきたので、この言葉をいつも頭においています。

私は、いつも友達を大切に思い、困っている人を助けます。

そして、私が友達に助けてもらったときには、感謝の気持ちを忘れないようにしています。　　ずっと思いやりある人になりたいと思っています。

言霊 横山　百那美 三重県津市
万葉集に柿本人麻呂の「しきしまの大和の国は言霊の幸わう国ぞま幸くありこそ」という歌があることを知りました。皆がきれいな心で発する言葉でコロ

ナも吹き飛ばしてほしいと思い、選びました。

そうゆ 土谷　優大 石川県加賀市 じもとのそうゆに広しまのしんせきがきてそうゆにはいってもらったよ。

のびしろ 矢敷　優花 石川県加賀市
今年は中3で、今は高校受験も控えています。そんな中で、自分の学力も内面の力も伸びたし、2023年も「のびしろ」だらけで、めっちゃ成長して、めっ

ちゃいい1年を過ごせたらいいなと思ったからです。

僕は今日も学ぶ 田縁　優真 石川県七尾市

僕は勉強が嫌いだけれど、最近気づいたことがあります。それは、将来の道を選ぶときも、自分の好きなことをするときも「学ぶ」ということは大事なこ

とであることです。これはあたりまえかもしれませんが、やりたいことをするためには何歳になっても学ばなければいけません。でも、この考えは今まで

の僕にはないものでした。今年は受験をしたり、新しい生活がはじまります。なので、自分の人生を豊かにするためにも、この言葉を大切にしたいです。

ことだま 上田　鈴 石川県加賀市
言葉には魂が込められています。マイナスなことを口にするとより暗い気持ちになってしまいますが、プラスのことを口にするとより気持ちが明るくなり

ます。嫌だと思っても口にせず、みんなが明るい気持ちになれるような言葉をたくさん言れるようにしたいです。

斧を研いで針にする 阿慈地　奏人 石川県加賀市

僕には、一つやりたいことがあった。

しかし、小中学生の僕には到底不可能なことだろうと思い、努力もせずにずっと先延ばしにしてきた。

中学一年の二学期、色々なことに挑戦していく中で、ついにそれにも挑戦してみた。

するとそれは努力すれば必ず成し遂げられることだと、今更理解した。

そんなことがあった今年。

それを表すのはこの言葉だと思い選んだ。

桜花爛漫 榮枝　慈英 石川県加賀市
中学生になり、部活や勉強に追われる日々で余裕がなく、けれど毎日の積み重ねがじぶんに返ってくる花の水や栄養になり、寒いこれからの冬をのりすご

せば2年の春に必ず桜花爛漫に咲くと考えさせてくれてじぶんに勇気をくれるから。

もったいない 坪野　瑛大 石川県加賀市
ばあちゃんからごはんを食べてる時、「ご飯一粒でも大事に食べんなんよ。もったいない。もったいない。あんやと」って思って食べるんやぞと教えても

らったことを大事にせんなんなと思っているから。

よろしく 中西　新奈 石川県加賀市

小学校のときはとても小さい学校で、中学生になって人数の多さに驚きました。1クラスにこんなにも人数がいたからです。自分のクラスだけでたくさん

の出会いがありました。いい意味で個性が強いクラスでした。全力で笑いを取る人や、ツッコミ役をするの人。今までできたことのない友達の数で、毎日

がより楽しいのです。高校、大学ともっと新しい出会いがあると思います。その時もよろしく!をめいいっぱい使いたいです!

思いやり 内藤　久恵 三重県津市
どんなときでも思いやりは大切であると思っているからです。私も人から思いやってもらえると、とても嬉しく感じるとともに、自分もしなければと考え

られるので、選びました。

おらんおらんばぁ 金子　さくら 石川県加賀市 おじいちゃんが弟に方言ばんの「いないいないばぁ」をしていてとてもおもしろく温かくなったからです。お母さんは、ばく笑していました。

飄々と 髙野　航希 石川県加賀市 去年は忙しかったので、今年はのんびりしたいという意味を込めて、この言葉を選びました。

お裾分け　 井元　咲希 東京都新宿区

これは私が4歳くらいの時、妹が生まれてばかりのころに両親にかまってもらえず、お恥ずかしながら少し病んでいた時期がありました。しばらく、保育

園でも落ち込んでいたいたら、ある日私の一つ年上の男の子が私に「よしよし。ダイジョブだよー」と言ってくれたことがあったんです。私はその男の子

に恋までしてしまうくらい凄く嬉しかったことを今でも覚えています。今では、思い出すだけで恥ずかしくて仕方がない思い出です。

よろこび 山根　璃音 石川県加賀市

よろこびはとても大切だと思いました。理由は人は何らかのことでよろこび抑え切れない感情があるからこそ成長すると思ったからです。失敗してくやし

くて成長することもあるけどその分よろこびで成長することもたくさんあるとおもいます。このことばはあると励ましてくれるような気がするとおもった

のでじぶんはこの言葉を選びました。

紅顔可憐 西原　叶乃 東京都世田谷区

祖母のアルバムを見ていて、私が「ずっと若いまま遊んでいたい歳をとるなんて嫌だ」と言ったらこの言葉を教えてくれて「人生は無常だからいいのよ。

階段みたいに毎日一歩ずつ感じる景色は大きく美しくなるの。朝起きる前に今日の世界は昨日の世界と何が変わってるのかワクワクしなさい」と言われて

歳を取るのが少し楽しみになった

好奇心 土山　花蓮 石川県加賀市 何歳になっても、何事にも昔に戻って好奇心を忘れずに楽しみたいから。

初志貫徹 大場　智仁 石川県七尾市

まず、「初志貫徹」とは初めに決めた志を最後まで貫き通すという意味を持つ四字熟語です。僕は今年中学校の前期生徒会に入っており、その時前期の学

校のスローガンとして決めたのがこの言葉でした。生徒会に入った当初は責任感が予想以上に大きく、緊張してしまいました。しかし、生徒会メンバーと

話し合い、自分たちで政策を決め、しっかり行動していこうと決め、この言葉を選びました。また、今年、僕は受験生なので、しっかり初志貫徹して頑張

ろうと決心したので、今回、この言葉を選びました。

ごはん 小中　環奈 石川県加賀市
ごはんを食べると元気がでるし、やる気がでます。じいちゃんと、ばあちゃんが一生けんめいお米をそだててくれて、いつもおいしいごはんを食べれるか

らです。

おかえり 谷口　依吹 石川県加賀市

世界には無限に言葉があります。私は、その中で「おかえり」という言葉が1番家族っていいなと感じます。部活で頑張ってきて家に帰ってきたときにお

母さんに「おかえり」という言葉をかけてもらうだけでヘトヘトだった心が「おかえり」という言葉に疲れが吸い取られるように心が元気なったからで

す。私にとって「おかえり」という言葉は人を幸せにする魔法の言葉です。

冒険 河原　未侑 石川県加賀市

新しいことに挑戦するのは簡単なことではありません。だから、一歩踏み出して冒険をするのはとても勇気がいります。私はいままで失敗するのが怖く、

新しいことに挑戦することに抵抗がありました。だからいつまでたっても成長したと感じられませんでした。これからはそんな自分を変え、新しい自分を

見つけるために冒険をしていろんなことに挑戦したいです。

お気の毒な 菅田　侑愛 石川県七尾市 石川県では、感謝を表す言葉となっておりこの謙虚な気持ちをずっと忘れたくないと思ったから。

心 福原　飛雄馬 石川県加賀市 心をもっと豊かにしたいから。心がつうじあえばケンカもなくなると思ったから。

ことばのつづり 宮丸　愛菜 石川県加賀市 言葉で、心がきずついて、悲しくなったり、うれしい言葉で、うれしくなったりするから、言葉のつづりに気おつけて話したいから。

こまったら誰かに頼ってもいい。 中　七哉 大坂府茨木市 僕はお母さんに「なにかこまったことがあったら誰かに頼ってもい」と言われ、それから自信がつき、今勉強に励んでいる。

ごめんと言う心 長曽　皐月 石川県加賀市 実際にあやまる場面になったら中々すぐにごめんと言えないから今年は大切にしていきたいと思いました。

当意即妙 弓立　千尋 愛媛県松山市
去年、中学校に上がって、初めてのことがたくさんありました。初めて会う人や、初めての定期テストなど。何にしても、一つなにかを間違えただけで、

未来が大きく変わってしまうと思い知らされました。今年はその場その場で、適した行動をしたいと思い、この言葉を選びました。

のの字 上田　凱太 石川県加賀市 僕のお腹が痛い時に、　お母さんが優しく「の」の字を書く様にお腹をさすってくれると、不思議と痛いのが治るから、僕には魔法の言葉。

ほのぼの 樋口　楓菜 三重県津市 心があたたまる、気もちがおだやかになるという意味をもつので激動の世の中でもほのぼのと毎日をすごしていきたいから。

もっともっと 仲川　綾人 福岡県北九州市

絵を描くのがすきだ。もっともっとイロイロなものが描いてみたい。

ボクじゃないと見えない金魚やサボテンも描いてみたい。

失敗しても大丈夫、恐れないで

もっともっとたくさん描いていくぞ!

温厚篤実 本橋　真帆 東京都大田区

温厚篤実とは、人柄が穏やかで人情に厚く誠実なこと、という意味です。

私は、旧年勉強や部活でうまくいかないストレスから、友人や家族に強い物言いをしてしまうことがありました。今年は、自分の心の中の不満をむやみに

誰かにぶつけることなく、常に明るく優しく笑顔で接し、人から信頼される人になりたいです。そして、その穏やかな心をもって、自分の抱える問題も消

化できるようにしたいと思います。

上弦の月 更科　冨美 東京都足立区 新月が過ぎて7日目の月の名前。月を表す言葉は沢山あるけど、これから満ちる前向きな感じや響きが格好良くて1番好きな言葉です

言葉 土田　悠太 愛知県半田市

生きる上で言葉がなければだれも話すことができない。つまり、だれとも繋がることができない。みんな言葉がなければ、だれが何をしようとするか書く

ことも話すこともできない。だから、当たり前の言葉が大切だと思いました。あと、コロナウイルスでしゃべることができないから、言葉を大切にし、会

話を大事にしたいから。

言葉 山川　穂乃香 愛知県半田市
本音を言うのが怖かったときに友人が、「本音で話すほうが楽しい」と言ってくれて私は嘘をつかなくなりました。言葉は人をこんなに変えるんだと思い

ました。だからいつでも言葉を大切にして、私を変えてくれた友人のようになりたいです。

大笑い 岡田　つむぎ 石川県加賀市

今年、中学校に入学して、はじめの頃こそ友達や先生とうまくやっていけるか不安だったけど、周りに明るい人や支えてくれる人がたくさんいて、違う小

学校から来た人とも今では気軽に話すことができるようになり、休み時間はいつも笑いが絶えないから。うちのクラスはうるさくて怒られることもあるけ

れど、授業中も先生含め、みんなで大笑いすることもあるから。来年はクラス替えがあるけれど、2023年も大笑いできる年にしたい。

目的 東山　颯志 石川県加賀市

これから自分が中3となり受験という大きな壁が待ち受けている中で、今まさに迷っている自分があるから。自分は小学校のときはよく外見で蔑まれ、頭

も悪かったけど、中学校に上がったときには目的があった。中学校からは自分の意志を持って努力して勉強して、それで今や中学校のテストで一位を取っ

た。目的がなくなった今は努力をする意味がわからなくなってしまった。だから、今年は明確な目的を見つけていきたいと思ったから。

故郷 清水　康平 三重県四日市市

生まれ、六年間過ごした茨城県か田舎でしか味わうことのできないことを四年間経験できた和歌山県か、現在住んでおり、小学校高学年～高校一年までを

過ごし、これからも住むだろう三重県か、この内、自分にとっての故郷はどこなのだろうか。住んでいた時間が三重県が最も長くなることになる今年に疑

問に思った。

黒板 室塚　崇太 石川県加賀市

この「今年のにほんごコンテスト」に応募しようと思い、考えると今まで黒板は今まで小学校に入学したときから今までずっと黒板を使って授業をしてき

たから。最近は、都会などでは黒板や教科書は使わずにタブレットを使って授業をしていき、黒板はなくなるかもしれないという今までの感謝の気持ちか

らこの言葉が思いつきました。

特
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賞


