
第１回「やすまろさんへのメッセージ」コンテスト　受賞作品

テーマ：太安万侶と古事記

【小学生の部】

賞 作品 氏名 都道府県 学年

最優秀（やすまろ大賞） 多じん社　やすまろさんが　見守るよ　「古事記」は今も　ぼくらの宝 細川　蒼一朗 奈良県 3

優秀 こじきよむ　やすまろさんの　ふるさとで　時代をこえて　心にひびく 植田　麻香 奈良県 5

優秀 やすまろさん　あなたの古事記　受けついで　今日も豊かな　田原本町 小西　悠太 奈良県 5

佳作 てすとでは　いつも１００てん　とってたの？　ちえのかみさま　やすまろさん 松井　優介 奈良県 1

佳作 ぼくがもし　やすまろさんに　あえるなら　やすまろさんと　あいすをたべる 松川　大朗 奈良県 3

佳作 青空へ　やすまろさんと　手をつなぎ　太陽の道　かけっこしたい 廣橋　佐紀 奈良県 4

佳作 ひいじいちゃん　ひいばあちゃんは　星になる　やすまろさんに　あってるのかな 岡橋　優花 奈良県 5

佳作 雨あがり　大和三山　かかるにじ　やすまろも見た　奈良の夏空 髙木　美月 奈良県 5

佳作 万葉の　時よりつづく　くになかは　やすまろの里　太陽の道 上田　寧々 奈良県 6

佳作 安万侶さん　あなたの作った　歴史書は　語りつがれる　千三百年 太田　涼音 奈良県 6

佳作 やすまろさん　古事記を書いた　ころのこと　ぼくが調べて　友に伝える 岸上　維颯 奈良県 6

佳作 やすまろさん　夜空の星は　今もなお　われらの町を　てらしているよ 阪井　理来 奈良県 6

佳作 やすまろさん　あなたみたいに　作文を　とても上手に　まとめてみたい 平井　沙季 奈良県 6

佳作 うるわしき　大和の国の　はじまりを　今に伝えし　太安万侶　 森本　なつ美 奈良県 6

佳作 奈良時代　安万侶さんの　生まれた地　ぼくの住む町　歴史いっぱい　 吉村　隆晟 奈良県 6

【一般の部】

賞 作品 氏名

最優秀（多の杜賞） 古に　語り継がれし　安万侶の　ふることぶみを　今朝も読み居り 前田　幸男

優秀 幾世経て　つねにあたらし　安万侶の　遺せし文を　読めるよろこび　 岡本　道憲

優秀 我が町に　ゆかりの古事記　ひもとけば　下つ道駈け来　子らの靴音 松原　綾乃

佳作 ふるさとに　どっかと根づく　いにしえの　万葉の風　やすまろの夢 大塚　孝夫

佳作 鎮座する　太安万侶　多神社　古事記の編纂　大和の宝 下西　弘二

第２回「やすまろさんへのメッセージ」コンテスト　受賞作品

テーマ：田原本

【小学生の部】

賞 作品 氏名 都道府県 学年

最優秀（やすまろ大賞） 大とんど　炎きらめく　多の町　願い届くよ　やすまろさんに 西田　若菜 奈良県 6

優秀 夏の夜　初めてはいた　げたの音　人でにぎわう　ぎおんの祭り 柳楽　真冬 奈良県 4

優秀 はすの葉に　太子やどりし　阿じいけの　かわずなきやむ　夏のゆうぐれ 梅本　有理 奈良県 6

佳作 やすまろさん　ちえの神様　守り神　古事記のふるさと　今もうけつぐ 上辻　光琉 奈良県 3

佳作 やすまろさん　いつもみまもる　多神社　聞いてみたいな　昔の話 桑山　風輝 奈良県 3

佳作 はつもうで　いつもみんなで　多神社　おまもり買って　よい年になれ 辻本　孝 奈良県 3

佳作 田原本　お寺やいせき　地名にも　昔がいっぱい　のこっているよ 山口　壽子 奈良県 3

佳作 安万侶さん　今の時代に　生きてたら　ぼく友達に　なってみたいな 竹村　尚浩 奈良県 4

佳作 ぼくのまち　歴史いっぱい　ゆめのくに　語りつがれる　ふるさとかるた 鈴木　夢羽 奈良県 5

佳作 田原本　地面を掘ると　土器が出る　弥生時代に　タイムスリップ 稲留　大悟 奈良県 6

佳作 勇々と　空すみわたる　田原本　やよいの里は　永遠に続けよ 上田　紗波公 奈良県 6

佳作 多神社　家族といっしょに　初もうで　よい一年に　なること願う 竹村　美桜 奈良県 6

佳作 田原本　どこをほっても　土器がでる　そんなこの町　ぼくは大好き 村井　壮太 奈良県 6

【一般の部】

賞 作品 氏名

最優秀（多の杜賞） 安万侶の　ゆかりの地にて　子ら学び　遙か神代の　智慧語り継ぐ　 福岡　勢津子

優秀 田もあぜも　朝つゆ光りて　多の杜　稲葉の広がり　幾年重ね 上田　恭史

優秀 言の葉が　心でそよぐ　大和風　野山を越えろ　平和の蝶と 岡本　麻衣

佳作 安万侶の　郷に降り立ち　悠久の　風に吹かれて　古思う 鴨志田　佳奈

佳作 飛鳥川　流れる水も　清らかに　昔を偲ぶ　太安万侶 中島　三江子
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第３回「やすまろさんへのメッセージ」コンテスト　受賞作品

テーマ：弥生の里 田原本

【小学生の部】

賞 作品 氏名 都道府県 学年

最優秀（やすまろ大賞） 米作り　そ父の手伝い　手を止めて　ながめるけしき　やよいも同じか 山口　壽子 奈良県 4

優秀 やすまろさん　会えたらいいな　ゆめの中　むかしの話　いっぱい聞かせて 笹本　雄太 奈良県 2

優秀 やよい汁　町の野菜と　味間いも　みんなが笑顔　心ぽかぽか 大石　彩貴 奈良県 5

佳作 田原本　ぼくのたのしみ　あみでとる　かめコイなまず　田んぼのなかま 飯田　駿佑 奈良県 2

佳作 しちごさん　じいじばあばと　おおじんじゃ　おかげさまで　げんきいっぱい 岡橋　虎之介 奈良県 2

佳作 学校の　まどから見える　ろうかくは　きせつによって　いろんなかおだ 軽澤　勇翔 奈良県 2

佳作 おぼんには　やすまろさんを　むかえます　しん作もって　かえって来てね 秦　和叶 奈良県 3

佳作 多神社　もちをとり合う　おおれんぞ　やすまろさんも　もちがすきかな 松村　恵汰 奈良県 3

佳作 五百年　みんなをまもる　大樟の木　ぼくらをみまもり　ぼくらもみまもる 綛村　皇葵 奈良県 4

佳作 二千年の　ねむりからさめ　でた器　どんな世界に　見えてるのかな 平井　苑美 奈良県 4

佳作 古事記書く　やすまろさんは　天才で　わたしもそんな　人になりたい 森　未典 奈良県 4

佳作 からこ池　春は桜が　満開で　風にふかれて　桃色の道 髙松　蓮 奈良県 5

佳作 弥生の里　みんなでたいた　赤米は　ほっこりゆげで　おいしかったよ 辻本　拓真 奈良県 6

【一般の部】

賞 作品 氏名

最優秀（多の杜賞） 子らと見る　コスモスゆれる　楼閣に　ふるさと思う　心育てと 植田　光世

優秀 弥生の里に　大きく光る　望月や　ひとつも欠けぬ　我がクラスの子 黒田　直樹

優秀 記紀の世に　心あそびぬ　夕映えに　多のみ社　染まりいるとき 吉井　邦子

佳作 埋もれる　弥生文化を　足裏に　感じ掘り出す　土器の断片 黒松　温子

佳作 つむじ風　花をさそって　楼閣の　屋根に遊ぶか　飛天のごとし 豊田　高之

第４回「やすまろさんへのメッセージ」コンテスト　受賞作品

テーマ：田原本の祭り

【小学生の部】

賞 作品 氏名 都道府県 学年

最優秀（やすまろ大賞） 長いつな　持って村中　練り歩く　五こくほうじょう　ねがうつなかけ 小島　伸介 奈良県 4

優秀 だんじりを　みんなでひいた　あきまつり　えがおいっぱい　おかしもいっぱい 長谷川　結衣 奈良県 2

優秀 はじめての　ゆかたに心　はずませて　ぎおんの明かりに　笑顔さく夜 市川　千尋 奈良県 6

佳作 かきごおり　やすまろさんと　たべたいな　いちごにれもん　しゃっきしゃき 大町　歩愛 奈良県 1

佳作 やすまろさん　いっしょに行こう　多れんぞ　たくさんもちを　とっちゃおう 安藤　祐士郎 奈良県 2

佳作 ぎおんさん　いつもとちがう　ともだちに　てれわらいして　手をふるわたし 田上　怜唯 奈良県 2

佳作 みぎひだり　屋台がならぶ　ぎおんさん　お参り先よと　にぎる母の手 乾　彩葉 奈良県 4

佳作 ばあちゃんの　手足見ながら　ぼんおどり　たいこのリズム　とてもたのしい 大石　真生 奈良県 4

佳作 多れんぞ　ぼくも取ったよ　あかいもち　今日はにぎわう　大ぜいの人 松井　優介 奈良県 4

佳作 わらの蛇を　かついであるき　道ばたで　まかれてまかれ　チクチクするな 上島　楓生 奈良県 5

佳作 ゆかたきて　ぎおんまつりで　くじをひき　あたればいいな　ドラゴンボール 岡田　海斗 奈良県 5

佳作 まちなかに　ひびくたいこに　胸おどる　みんな集まる　ぎおんの祭り 細川　蒼一朗 奈良県 6

佳作 ドコドコと　一夜限りの　太鼓のおしゃべり　にぎやかになる　法貴寺の秋 吉村　佳香 奈良県 6

【一般の部】

賞 作品 氏名

最優秀（多の杜賞） 言の葉の　幸交う杜の　多れんぞ　子らの笑顔に　幸せ宿る 石井　雅子

優秀 御田祭　大暴れする 牛の足　父子でつとめ　農作願ふ 川口　昭代

優秀 つややかに　炊き上がりたる　新米を　先づは供へむ　神に佛に 和田山　可扇

佳作 秋の風　夕日に映える　楼閣に　古代の祭りの　鼓動が響く 上村　謙至

佳作 愛娘　母のゆかたに　袖とおす　今もかわらぬ　提灯のみち 永井　久美子
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第５回「やすまろさんへのメッセージ」コンテスト　受賞作品

テーマ：田原本の道

【小学生の部】

賞 作品 氏名 都道府県 学年

最優秀（やすまろ大賞） みぎたんぼ　ひだりたんぼの　つうがくろ　いねとわたしの　せいくらべだよ 𠮷谷　明莉 奈良県 1

優秀 下ッ道　道にたたずむ　おじぞうは　くる人まって　笑っているよ 竹村　奏汰 奈良県 5

優秀 いにしえの　町並み残す　旧街道　今日も私は　未来へと歩く 窪田　海愛 奈良県 6

佳作 がっこうに　いくまでのみち　たんぼみち　ろうかくみえた　みんなにあえる 秋山　楓 奈良県 1

佳作 ありがとう　みまもりたいの　おじいさん　かぎのろうかく　みながらあるく 磯川　愛那 奈良県 1

佳作 じてんしゃで　ゆうひにむかって　はしるみち　やすまろさんも　はしっただろうな 寺田　桃子 奈良県 1

佳作 おとうとと　つないだゆびが　あったかい　とんぼとぶとぶ　あきの夕ぐれ 梶木　麻衣 奈良県 2

佳作 しもつみち　やすまろさんと　あるきたい　おしえてほしい　むかしのことを 小西　克佳 奈良県 2

佳作 このみちの　アスファルトを　そっとめくったら　やすまろさんの　あしあとあるかな 左利　拓己 奈良県 2

佳作 いもうとの　おみやまいりに　多じんじゃ　みちのさくらも　ひらひらいわう 田中　歩希 奈良県 2

佳作 多じんじゃ　おみやまいりに　七五三　かぞくみんなの　思い出のみち 宮田　心彩 奈良県 2

佳作 いねのうえ　とんぼとびかう　たわらもと　ひかりかがやく　たいようのみち 矢追　颯太 奈良県 3

佳作 五七五　指折り数えて　帰る道　古事記の編さん　なやんだ道かな 乾　彩葉 奈良県 5

【一般の部】

賞 作品 氏名

最優秀（多の杜賞） いしころと　あそびしあゆむ　太子道　稲穂のなみに　いにしえ想う 西尾　範子

優秀 古事の　蹄のひびく　太子道　和の貴さを　今に受け継ぐ 石井　雅子

優秀 親しげに　やすまろさんと　呼ぶ里の　古道は今も　通学の道 川口　昭代

佳作 太敷きて　安らけし世を　願われた　千萬神と　侶に歩まん 園部　淳

佳作 下ッ道　楼閣眺め　歩んでは　友と語らう　子の未来 森川　宏美

第６回「やすまろさんへのメッセージ」コンテスト　受賞作品

テーマ：田原本の川

【小学生の部】

賞 作品 氏名 都道府県 学年

最優秀（やすまろ大賞） 銀色に　ピチピチはねる　あみの中　バケツにいそげ　夏草ふんで 梶木　麻衣 奈良県 3

優秀 寺川の　さくら見るたび　思い出す　手つなぎ歩く　じいじのえ顔 𫔙亭　夏帆 奈良県 3

優秀 おばあちゃんと　日の出前の　さんぽ道　耳をすませば　川のせせらぎ 宮田　心彩 奈良県 3

佳作 つうがくろ　きょうもいるかな　はしのした　こいはスイスイ　かめどんぶらこ 幸田　泰紀 奈良県 1

佳作 夕やけに　そまるてら川　あかね色　やすまろさんも　ながめていたかな 秋山　楓 奈良県 2

佳作 寺川の　ていぼうにさく　まんかいの　さくらトンネル　見上げてはしる 吉谷　明莉 奈良県 2

佳作 寺川で　ぼくのぼうしが　スイミング　どこまでおよぐ　魚とともに 服部　太希 奈良県 3

佳作 クジラいる？　いるわけないと　妹に　答えてなかれた　思い出の川 田村　大和 奈良県 3

佳作 てらがわに　すいすいおよぐ　こいのむれ　わたしもはやく　プールにいそぐ 兒島　莉音 奈良県 3

佳作 そふにきく　ほたるまう日の　大和川　むかしばなしに　そっとともる灯 礒川　愛來 奈良県 4

佳作 このまちを　ずっと見てきた　かわのみず　れきしをうつす　かがみみたいだ 辻　梨望 奈良県 4

佳作 寺川に　桜吹雪の　ファンファーレ　友との進学　来春を想う 乾　彩葉 奈良県 6

佳作 飛鳥川　幼い私が　映る写真　おじいちゃんとの　思い出の場所 片山　碧衣 奈良県 6

【一般の部】

賞 作品 氏名

最優秀（多の杜賞） 向こう岸　そっとゆれてる　彼岸花　光る川面に　亡き母想う 小林　鈴子

優秀 うろこ雲　日焼けした児ら　にぎやかに　通う川辺り　さわやかな朝 米田　圭代

優秀 いってきます　ゆれる黄帽子　橋わたり　ひかる川面に　子の無事祈る 若井　裕賀里

佳作 大和川　水面に映ゆる　子らの笑み　眩く光る　希望も夢も 森川　宏美

佳作 遠き日の　思い出たぐれば　寺川で　大根洗う　母浮かぶなり 上田　マリ子
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第７回「やすまろさんへのメッセージ」コンテスト　受賞作品

テーマ：田原本の空

【小学生の部】

賞 作品 氏名 都道府県 学年

最優秀（やすまろ大賞） あかとんぼ　田んぼのうえで　ゆーらゆら　おこめにまほう　おいしくなあれ 原田　芽奈 奈良県 1

優秀 くものうえ　おじいちゃんには　みえるかな　一ねんせいに　ぼくはなったよ 梶木　敏史 奈良県 1

優秀 晴れた空　青い画用紙　大きいな　飛行機雲が　らく書きしてる 岡本　流衣 奈良県 5

佳作 じいちゃんと　たけきりふしとり　あせふいて　ながしそうめん　くもひとつない 中島　拓哉 奈良県 1

佳作 ともだちと　ブランコグーンと　空高く　めざせあのくも　イチ　ニイ　サン 田村　咲良 奈良県 2

佳作 早口の　ぼくにまかせて　ねがいごと　あくびこらえて　まつながれぼし 中辻　陽真 奈良県 2

佳作 空見上げ　つらなる雲を　ながめると　ぼくらとにてる　集団登校 南谷　みづき 奈良県 3

佳作 夏休み　ぼくと毎日　せいくらべ　青い空へと　伸びるひまわり 若井　悠真 奈良県 3

佳作 夕立に　あいつの顔を　思い出す　きげんなおせよ　八月の空 今井　康吾 奈良県 5

佳作 夏休み　ぎおん祭りの　帰り道　見上げて探す　北斗七星 芦山　琉之介 奈良県 6

佳作 この町で　大きくふくらむ　ぼくの夢　空に向かって　さあキックオフ 笹本　雄太 奈良県 6

佳作 まっさおな　雲一つない　大空に　ひびけ快音　ぼくのホームラン 田垣　朔來羽 奈良県 6

佳作 百年で　電車の色は　変わっても　空は変わらず　万葉の世と 村上　紗瑛子 奈良県 6

町長賞 パチパチと　ねがいよとどけ　多とんど　みんなの想い　空高く行け 漆原　美海 奈良県 4

【一般の部】

賞 作品 氏名

最優秀（多の杜賞） 生涯を　やすまろさんの　里に住み　卒寿の母は　大空拝む 長島　恵子

優秀 寝転びて　草の香りを　吸い込めば　我に微笑む　田原本の空 丸山　令子

優秀 名産の　大和西瓜は　藁布団　天空のぞみて　玉太らせる 川口　昭代

佳作 安万侶が　手に取りかざす　野の花の　向こうに白い　雲のたなびく 杉村　芳美

佳作 帰り道　赤く染まった　楼閣を　見ながら語る　我が子の未来 若井　伸之

第８回「やすまろさんへのメッセージ」コンテスト　受賞作品

テーマ：田原本の風

【小学生の部】

賞 作品 氏名 都道府県 学年

最優秀（やすまろ大賞） すいか手に　母のふるさと　ついていく　行ってこいよと　ろうかくの風 𫝕巳　日茉莉 奈良県 5

優秀 教室の　まどから入る　夏の風　ノートのページを　ペラペラめくる 西本　名甫 奈良県 4

優秀 線香の　白いけむりが　風に乗り　じいちゃん空へ　帰って行った 漆原　美海 奈良県 5

佳作 かぜふいて　そらをおよぐ　こいのぼり　ろうかくさんと　どちらがたかい 山口　真優奈 奈良県 1

佳作 やすまろさん　エアコンついたよ　学校に　下じきの風　もういらないよ 森川　日陽里 奈良県 2

佳作 自転車で　大和川ぞい　かけぬける　ぼくをおいぬく　夏の日の風 大平　悠世 奈良県 3

佳作 弟と　からこいせきで　たこあげだ　いい風吹いて　どんどんあがれ 田村　悠真 奈良県 3

佳作 風がふき　いっぱいさいた　タンポポが　みんななかよく　空中さんぽ 脇田　葉月 奈良県 3

佳作 いねのほを　なでるように風　すりぬけて　たどりついたよ　やよいのろうかく 上手　愛音 奈良県 4

佳作 夏の風　愛犬の息が　ハァハァハァ　脱がせてあげたい　毛皮のコート 𠮷岡　悠 奈良県 4

佳作 秋の風　お米の花が　うれしそう　元気もらって　おいしくなるぞ　 田中　星光 奈良県 5

佳作 夏の日の　からこの里に　吹く風が　もっとあそぼと　私をさそう 幸田　莉奈 奈良県 5

佳作 ぼくの夢　風といっしょに　のっていけ　目指すところは　サムライブルー 宮川　大輝 奈良県 5

町長賞 じてん車で　走るあぜみち　父さんの　せなかおうぼく　そっとおす風 平尾　壮大郎 奈良県 3

【一般の部】

賞 作品 氏名

最優秀（多の杜賞） 風薫る　緑の土手に　寝ころびて　耳で楽しむ　少年野球 奥谷　和樹

優秀 また今日も　老人会へ　いそいそと　田原本へと　恋風は吹く 山本　繁徳

優秀 風をうけ　上がる前髪　気にもせず　走る我が子の　まんまる笑顔 廣野　宏惠

佳作 墓石を　きれいに研く　孫の顔　ふき出る汗に　頬なでる風 原田　睦子

佳作 さらさらと　あの娘の髪を　撫でながら　私に微笑む　校庭の風 若狭　楓子 奈良県

奈良県

奈良県

奈良県

東京都

奈良県

兵庫県

奈良県

都道府県

大阪府

兵庫県

都道府県



第９回「やすまろさんへのメッセージ」コンテスト　受賞作品

テーマ：花

【小学生の部】

賞 作品 氏名 都道府県 学年

最優秀（やすまろ大賞） すいせんが　さいておもうよ　おばあちゃん　げんきなときに　うえたんだよね 大上　恵奈 奈良県 4

優秀 初めての　しろつめくさの　花かんむり　そうっとママの　頭にのせた 田村　咲良 奈良県 4

優秀 ホームラン　打てたその日は　ひまわりが　元気いっぱい　わらって見える 竹村　太陽 奈良県 6

佳作 かえりみち　かわいいおはな　みつけたよ　こっそりつんで　ままにあげたいな 小埜　瞬 奈良県 1

佳作 あつい夏　おうちの中で　おりがみで　赤いチューリップ　さかせてみたよ 大北　璃咲 奈良県 2

佳作 ろうかくと　さくらながめた　二年の春　早く学校　行けるといいな 䕃山　莉弥 奈良県 2

佳作 れんげ草　いっぱいつなげて　ネックレス　かけてあげたら　妹ニッコリ 信夫　彩花 奈良県 2

佳作 ひまわりが　ぼくにほほえむ　がんばれと　それを力に　ホームラン打つ 大塚　永喜 奈良県 4

佳作 道路わき　一つのひまわり　おじぎして　通る車に　あいさつしてる 寺田　慧太 奈良県 4

佳作 ハナミズキ　折れたとこから　また新芽　ぼくも持ちたい　折れない心 足立　直太郎 奈良県 5

佳作 堤防の　桜並木の　その下に　凛とたたずむ　水仙の花 漆原　美海 奈良県 6

佳作 スイセンの　口先タコに　似てるよね　思わず私も　真似してみたよ　 清水　楓香 奈良県 6

佳作 おとうとの　うえたあさがお　つるのびて　とまとのくきと　せいくらべ 牧野　孝祇 奈良県 6

町長賞 休校中　そだてるはずの　ホウセンカ　せっせと水やり　おじいちゃん 上田　樹璃 奈良県 3

【一般の部】

賞 作品 氏名

最優秀（多の杜賞） 山梔子は　母の匂いか　一枝を　切りて墓参の　手桶に入れる 小田中　準一

優秀 生前は　花など贈った　こともなし　照れつつ買った　遠くの花屋 清水　将一

優秀 東京の　孫に送ると　縫う針の　妻の手先の　花柄マスク 徳増　善久

佳作 おれよりも　早く死ぬなと　老妻の　花柄パジャマを　やんわり撫でる 山本　明

佳作 紫陽花が　袂で揺れる　家花火　灯りが映す　娘の笑顔 上西　梢 奈良県

千葉県

愛知県

愛媛県

千葉県

都道府県


