
句 ペンネーム 学校

特賞 愛知県知事賞 母からのメールの件名今日は肉 美乃 愛知県立木曽川高等学校

特賞 愛知県教育委員会賞 流れ星一瞬といういのち見せ 藤田拓実 埼玉県立桶川高等学校

特賞 豊田市長賞 遅刻かも分身したいこの瞬間 かぴばらさん 愛知県立西尾高等学校

特賞 豊田市教育委員会賞 野球部の引退初の美容院 ジャビット 岐阜県立岐山高等学校

特賞 豊田市文化振興財団賞 ホームには電車の風だけ残ってる 愛友実 金城学院高等学校（愛知県）

特賞 中日新聞社賞 来年は私も選挙に行ける夏 マンボウ 愛知県立愛知工業高等学校

特賞 桜花学園理事長賞 潮風が強く吹いてる展望台 吉田敦史 愛知県立東郷高等学校

特賞 桜花学園大学長賞 「またあした」この一言が嬉しくて はる 愛知県立豊田東高等学校

特賞 桜花学園大学生涯学習研究センター長賞 君の髪ふわりとまった恋心 やまにょん 名古屋市立菊里高等学校（愛知県）

句 ペンネーム 学校

秀逸 ごきげんで賞 タンタンとスタッカートを刻む足 マカロン 岐阜県立岐山高等学校

秀逸 楽しみで賞 母さんの甘い香りのチェリーパイ とみざわ 愛知県立安城高等学校

秀逸 青春で賞 前を向け悩むだけならノーゴール 長友佑弥 岐阜県立八百津高等学校

秀逸 課題で賞 いいのかな年金制度マイナンバー 勅使河原菜々子 愛知県立東郷高等学校

秀逸 深遠で賞 夏空にかすかに宇宙よりの声 牛乳 埼玉県立桶川高等学校

秀逸 まかせとけで賞 18歳日本の将来にぎってる 佐々木慈美 愛知県立豊橋西高等学校

秀逸 どこいくので賞 せっかちな現代人に追い越され ぱんだ 東京都立工芸高等学校

秀逸 ドキドキで賞 忘れ物あなたにかりたボールペン あーりん 愛知県立新川高等学校

秀逸 良い視点で賞 沈む日がジャンプしている窓の向こう ふねお 立教池袋高等学校（東京都）

秀逸 がんばってるで賞 サッカー部夏の間は陸上部 こめ 帝京大学可児高等学校（岐阜県）

秀逸 私は私で賞 「夢を追え」の言葉が一番辛いのだ 清水 愛知県立昭和高等学校

秀逸 お先にで賞 行列のエスカレーター追い越して 笹かま 狭山ヶ丘高等学校（埼玉県）

秀逸 コホンで賞 吐く息の二酸化炭素に罪悪感 冨田　沙織 金城学院高等学校（愛知県）

秀逸 詩人で賞 秋空が刻一刻と夜に落つ 掛布 愛知県立蒲郡高等学校

秀逸 エチケットで賞 夏の日に制汗スプレー使い切る 大将 愛知県立新城高等学校

秀逸 世界は広いで賞 人生の地図はどこにも売ってない 松下　あゆみ 静岡県立焼津水産高等学校

応募到着順

句 ペンネーム 学校

優 デジタル化次々動く世の中は りょり 岐阜県立岐山高等学校

優 今日こそはおはようだけで終わらせない 親方 岐阜県立岐山高等学校

優 十七歳ちょこっと背伸びしたいんだ Ｍ 岐阜県立東濃フロンティア高等学校

優 今日こそは竹刀を握る君に勝つ 館田那奈美 愛知県立安城高等学校

優 いちごあめキミからもらった恋の味 ちゃす。 愛知県立豊田東高等学校

優 それぞれが未来の道を走ってく water 愛知県立豊田東高等学校

優 病室に祖母の姿は見えなくて 白村和美 岐阜県立八百津高等学校

賞

２．秀逸　１６句　前句（ひとつ飛ばしで上る階段　やっこ）　表彰状と副賞（図書カード５千円）

３．優　５０句　前句（ひとつ飛ばしで上る階段　やっこ）　表彰状

賞

賞

とよた連句まつり　第１３回全国高校生付け句コンクール　入選発表
（中日新聞コラム「付けてみませんか」）

　

１．特賞　９句　前句（ひとつ飛ばしで上る階段　やっこ）　表彰状と副賞（図書カード５千円）

　　　　本年の特賞９句、秀逸１６句、入選・優５０句、入選１００句、合計１７５句を発表します。

　　　　２０１５年、現代の高校生の思い、暮らし、感性をご鑑賞ください。

応募期間　 ２０１５年７月１日（水）～９月２０日（日）
応募総数　 １５，２２７句／５８校
選　　　者　 矢崎 藍（桜花学園大学客員教授）、石月 静恵（桜花学園大学教授）、公益財団法人豊田市文化振興財団
　　　　　　　 桜花学園大学、間瀬 芙美（ころも連句会）、板倉 合（ころも連句会）
主　　　催　 公益財団法人豊田市文化振興財団、桜花学園大学
後　　　援　 豊田市、豊田市教育委員会、愛知県、愛知県教育委員会、中日新聞社、一般社団法人日本連句協会
協　　　力　 ころも連句会

 第１３回全国高校生付け句コンクールに１５，２２７句のご応募をいただきました。若い発想で付け句を楽しんでくだ

さった作者の皆さんありがとうございました。 
 ７月１日～９月２０日の応募期間に５８校のご応募がありました。付け句、連句の楽しい授業をという国語表現教育へ
の提案に応えていただき、授業に時間を割いていただいた先生方に感謝します。教室の活気が聞こえてきそうです。個
人応募句も全国各地からいただきました。 



優 講義室慌てて目指す君の横 月乃。 コロムビア・ファッション・カレッジ（岐阜県）

優 おこづかい十円握る小さな手 加藤梨乃 静岡県立下田高等学校

優 冬の朝神社の前を百往復 関本悠介 静岡県立下田高等学校

優 かき氷両手に二つ君の分 オクラ 愛知県立豊田南高等学校

優 深呼吸君はいるかな教室に しょたちゃむ 愛知県立豊田南高等学校

優 フィールドがまぶしくひかるスタジアム とも 愛知県立豊田南高等学校

優 さよならと発車のベルが重なった 矢野恵美 愛知県立東郷高等学校

優 金曜日家で待ってるゲーム達 izaya 愛知県立東郷高等学校

優 君の声聞こえて勝手に動く足 しんちゃん 愛知県立東郷高等学校

優 母がきた二階のあの本しまわなきゃ 思春期 愛知県立東郷高等学校

優 卵パック在庫限りで８０円 那須原 埼玉県立桶川高等学校

優 君と行く道は海へと近づいて 宮下悠人 埼玉県立桶川高等学校

優 未成年！そんな言葉に反抗し 梅澤真希 埼玉県立桶川高等学校

優 行列は君と食べたいパンケーキ しゃけ 埼玉県立桶川高等学校

優 あと少し家に着くまで出るな涙 澁谷拓茉 埼玉県立桶川高等学校

優 大嫌い叫んで逃げる反抗期 ポテトサラダ 愛知県立西尾高等学校

優 今の時代いくつの言語を話すべき 砂糖 愛知県立西尾高等学校

優 年ごとに膨らみ続ける公債金 take 愛知県立西尾高等学校

優 オーディション最後のひとり私の名 わたがし 愛知県立西尾高等学校

優 ドアを開け君に会いたい月曜日 かーりん 愛知県立西尾高等学校

優 戦争に向かうかどうか今の国 ニッシー 岐阜県立羽島北高等学校

優 図書館で見かけたあの娘はもういない おかでん 愛知県立佐織工業高等学校

優 目が合って駆け寄ってくる君が好き 志田朋霞 神奈川県立麻生総合高等学校

優 次世代に託された権利使うべし 今井孝憲 愛知県立豊橋西高等学校

優 購買のからあげパンの争奪戦 曲芸師 愛知県立豊野高等学校

優 大地ゆれ僕を残して母の逝く ＫＹ 愛知県立愛知工業高等学校

優 考える日本の未来平和維持 バンちゃん 愛知県立愛知工業高等学校

優 届くかなわたしの心あなた宛て りな 愛知県立新川高等学校

優 青蛙雨の匂いに誘われて スピリチュアル 名古屋市立菊里高等学校（愛知県）

優 アンニュイが消えてなくなる神無月 田中　巌 愛知県立名南工業高等学校

優 受信した魔法の言葉今日カレー 山口和馬 愛知県立名南工業高等学校

優 背の高いクールな彼は行動派 千田　瑛典 愛知県立名南工業高等学校

優 待っているお祭り花火課題模試 カトウ 帝京大学可児高等学校（岐阜県）

優 母倒れ急いで向かう病院へ くま 岐阜県立長良特別支援学校

優 輝いて見えるのはなぜ君の汗 パトラッシュ 愛知県立美和高等学校

優 浜辺まで道案内は波の音 マイタケ 狭山ヶ丘高等学校（埼玉県）

優 慌てずにゆっくり生きなと祖母がいう 峯村　菜々瀬 金城学院高等学校（愛知県）

優 我こそは忍者の末裔シュタタタタ 本能寺の変 名古屋市立緑高等学校（愛知県）

優 屋上で家族と共に月を待つ 水無月 藍野高等学校（大阪府）

優 知らせうけ私は今日からお姉ちゃん 汲田　彩里 岐阜県立大垣商業高等学校

優 桜つけ遅刻間近の春の朝 小坂　奏詠 岐阜県立大垣商業高等学校

優 ファンファーレ今日こそ上手く吹くために ゆーり 桜花学園高等学校（愛知県）

優 「代わります」楽器運びの一年生 あやの 静岡県立焼津水産高等学校

応募到着順

句 ペンネーム 学校

入選 最後まで守ってみせる皆勤賞 みさ 岐阜県立岐山高等学校

入選 マンションでサンタクロースが慌ててる 束 岐阜県立東濃フロンティア高等学校

入選 十年後隣に誰がいるのだろう 明 岐阜県立東濃フロンティア高等学校

入選 キャンバスを抱えて向かう美術室 かえで 愛知県立安城高等学校

入選 風をきり闇を追いこす夏の夜 ストーブ 愛知県立安城高等学校

入選 級友と青春うめる一ページ 小島 愛知県立安城高等学校

入選 早く来て熱中症だ救急車 Ｉ・Ｋ 岐阜県立八百津高等学校

入選 ひたむきに夏も堪えればスタメンだ 長友佑弥 岐阜県立八百津高等学校

入選 あの人と肩がぶつかり新展開 玲於奈。 岐阜県立八百津高等学校

入選 疲れきる僕の両足マリオネット ゆーま 愛知県立木曽川高等学校

入選 レディゴーそうよ私は進化した あやちょ 愛知県立木曽川高等学校

入選 才能があるやつだけのエレベーター もりしー 愛農学園農業高等学校（三重県）

入選 今日ぐらいゆっくり行こうよ観覧車 オレンジ 愛農学園農業高等学校（三重県）

入選 目に浮かぶ口がへの字の課長さん ＡｒＥｌ 愛農学園農業高等学校（三重県）

入選 半濁点付け忘れなきゃ９０点 ジドラ 愛農学園農業高等学校（三重県）

入選 屋上で寝転んでみる流れ星 ゆう 愛知県立岩倉総合高等学校

入選 政経の授業はいつも最上階 ねる 愛知県立岩倉総合高等学校

入選 身が軽い今日はテストの最終日 あやしゅが 愛知県立岩倉総合高等学校

入選 購買のライバル多しメロンパン ロシア 愛知県立東郷高等学校

入選 できあがる青空の中秘密基地 しっちょー 愛知県立東郷高等学校

賞

４．入選　１００句　前句（ひとつ飛ばしで上る階段　やっこ）　表彰状



入選 せかすなよ未来の俺が俺を呼ぶ 新川隼生 愛知県立東郷高等学校

入選 未来への扉を開ける図書室へ 虹 愛知県立東郷高等学校

入選 目指してる君の背中をおいかけて ちゃそ 愛知県立東郷高等学校

入選 先見えぬ人生の道進んでる 池富蓮 静岡県立浜松湖南高等学校

入選 夏が来て変わらずうるさい母の声 工藤龍也 埼玉県立桶川高等学校

入選 夏空の君の星座は涼しげに 大久保颯希 埼玉県立桶川高等学校

入選 メール来ずこれは誰かの陰謀か プレイボーイ 埼玉県立桶川高等学校

入選 なに急ぐ求めているものさえ忘れ 新田強 埼玉県立桶川高等学校

入選 波長合う宇宙に響く鼓動聴き ＭＩＳＡ 埼玉県立桶川高等学校

入選 ちょっと待てお前にあの子はわたさない ねずみ 愛知県立西尾高等学校

入選 「髪切った？」その一言が聞きたくて キウイ 愛知県立西尾高等学校

入選 夏風が僕の涙をさらってく ひかりん 愛知県立西尾高等学校

入選 海渡り自分探しにひとっとび ＫＥＩＴＯ 愛知県立西尾高等学校

入選 人間の油断で進む温暖化 グシケン 愛知県立西尾高等学校

入選 サッカーのハットトリックついに決め ありがとう 愛知県立西尾高等学校

入選 高台は唯一無二の命綱 第３体育館の梟 岐阜県立羽島北高等学校

入選 新しく買ったバッシュを見せたいな ヤーさん 岐阜県立羽島北高等学校

入選 こっそりと屋上でかうねこ２匹 ボール 愛知県立佐織工業高等学校

入選 人ごみにまざって今日の第一歩 岩崎理恵 神奈川県立麻生総合高等学校

入選 先輩の最後の夏を忘れない 秋元武 神奈川県立麻生総合高等学校

入選 気がつけば大人の世界の入り口へ 日下部芽 愛知県立豊橋西高等学校

入選 突風に麦わら帽がさらわれて はうさ 愛知県立豊野高等学校

入選 父さんの大きな背中あこがれて ぴなこ 愛知県立豊野高等学校

入選 盆休み先祖の墓で汗をかく じゅんき 愛知県立豊野高等学校

入選 タカラモノ流した涙かいた汗 ボブ 愛知県立豊野高等学校

入選 息切らすあなたと私はさくらんぼ 堀内麻衣 中央大学杉並高等学校（東京都）

入選 夏祭り君と二人で駆け抜ける まあやん 三重県立四日市四郷高等学校

入選 ついにきた憧れの人のコンサート 小田美咲 三重県立四日市四郷高等学校

入選 ＣＯ２年々増えて地球危機 木村捷基 愛知県立愛知工業高等学校

入選 被災地へ一致団結復こうへ 高木賢吾 愛知県立愛知工業高等学校

入選 追いかけた君の背中と桜雨 ゆっか 愛知県立愛知工業高等学校

入選 病棟に響く産声うれしくて がみこ 愛知県立愛知工業高等学校

入選 福袋開店直後の人集い くも 岐阜県立瑞浪高等学校

入選 屋上で待ってる君と熱い夏 はに 岐阜県立瑞浪高等学校

入選 夕焼けを君とふたりで見たいから 齋藤明日香 三重県立紀南高等学校

入選 難関の漢検一級うかったぞ なかやんみ 愛知県立豊田工業高等学校

入選 実家から元気ですかと手紙くる 杉浦亜欧 愛知県立豊田工業高等学校

入選 吹く風が夏の匂いをつれてくる ミズ 愛知県立名南工業高等学校

入選 なにもかも放り投げたい受験生 長濱　錬 愛知県立名南工業高等学校

入選 夏休み就職ばかり考えて RYOTTY 愛知県立名南工業高等学校

入選 浮けるはずこっから先は無重力 坪井祐二 愛知県立名南工業高等学校

入選 絶対にエレベーターに勝ってやる ポンタJｒ. 愛知県立名南工業高等学校

入選 カンコロリ後ろを見ても誰もいない きなこ 岐阜県立岐阜城北高等学校

入選 バイバイと言われただけで熱くなり ぴろしき 帝京大学可児高等学校（岐阜県）

入選 暑い中コーヒー牛乳二人分 清水　春花 愛知県立田口高等学校

入選 青春のページをめくる恋模様 APPON 大阪府立堺東高等学校

入選 気づいたらあっという間に受験生 もか 愛知県立昭和高等学校

入選 思い出がたくさんつまった通過点 まき 愛知県立美和高等学校

入選 好きですと言えず心にしまいこみ 心天 愛知県立美和高等学校

入選 女子トイレなんで２階にしかないの 乳酸菌 狭山ヶ丘高等学校（埼玉県）

入選 あとちょっとチャイムが響く秋の雨 大坪　一 狭山ヶ丘高等学校（埼玉県）

入選 踊り場の窓から見えるハナミズキ 霜月っ子 狭山ヶ丘高等学校（埼玉県）

入選 未来への希望でふくらむ白いシャツ 星の王子 狭山ヶ丘高等学校（埼玉県）

入選 茜空耳をすませば友の声 ゴリラ 金城学院高等学校（愛知県）

入選 制服に初夏の風がつきぬける りょーこ 金城学院高等学校（愛知県）

入選 甲子園夢追う君を追う私 ゆなち 金城学院高等学校（愛知県）

入選 演劇部主役つかんで舞台上 榊原　清華 金城学院高等学校（愛知県）

入選 いそぐのに手つなぐカップル邪魔をする ファミリー 静岡県立浜松瑚北高等学校

入選 汗ばんだ白い背中が夏を呼ぶ 伊藤　彩華 富山県立富山いずみ高等学校

入選 授業中板書相手に競争だ 東崎　紀香 愛知県立惟信高等学校

入選 眠れないだって明日は夏休み R 愛知県立南陽高等学校

入選 見せられぬ男の涙隠す為 ミャーマレード 三重県立久居農林高等学校

入選 文明の利器にも負けぬエネルギー 郷原　有紗 女子学院高等学校（東京都）

入選 ベランダのゴーヤの苗が育つ夏 まっちゃパフェ 女子学院高等学校（東京都）

入選 夏休み誰か時間を止めてくれ コロイド 岡山県立邑久高等学校

入選 猫に会い今日は朝からいやされて キキ 岡山県立邑久高等学校

入選 朝一番トランペットの響く部屋 ぴに 岐阜県立本巣松陽高等学校

入選 ギリギリの駆け込み乗車すいません あるべーる 愛知県立三好高等学校



入選 夏祭り初めてあなたと踊った日 ペップシ 愛知県立新城高等学校

入選 全力で患者の命救うため 福島　尚華 藍野高等学校（大阪府）

入選 振り向くとひざに手をおき喘ぐ父 くまだけんす 愛知県立豊田西高等学校

入選 青春に靴を落としたシンデレラ ももも 愛知県立豊田西高等学校

入選 産まれたよスーツのままでかけ上がる 西美佑 兵庫県立伊川谷北高等学校

入選 あ、イケメンすれ違いざまによく気づく めれぶ 桜花学園高等学校（愛知県）

入選 蚊柱をふりほどいてもついてくる じゃすてぃす 桜花学園高等学校（愛知県）

入選 初孫の授業参観無理をして 雑種 静岡県立焼津水産高等学校

入選 レスリングいよいよ明日は計量日 秋山拓未 静岡県立焼津水産高等学校

入選 選挙権成人前に仲間入り メロン　ガム 愛知県立豊田北高等学校

入選 コンビニの袋でマンガが揺れている きょーこ 静岡県立浜名高等学校

入選 探してる黄色いスパイクの君を 雨蛙 愛知県立松陰高等学校

応募到着順







　


