
 

 

No. １ 高森南小学校１年生 

✏：うちのなか てんとをはって きゃんぷする 

No. ２ 高森南学校１年生 

✏：ますくとり くらくなるまで あそびたい 

No. ３ 高森南小学校１年生 

✏：はしりたい 

No. ４ 高森南小学校１年生 

✏：ともだちは いまげんきかな あそびたい 

No. ５ 高森北小学校１年生 

✏：キャンプとか はやくいっぱい いきたいな 

No. ６ 高森北小学校１年生 

✏：ワクワクが これからいっぱい いちねんせい！ 

No. ７ 高森北小学校１年生 

✏：みんなげんき おはなもげんき たかもりまち 

No. ８ 高森南小学校２年生 

✏：コロナウイルス はるいちばんと とんでいけ 

No. ９ 高森南小学校２年生 

✏：先生や ともだちあえない さみしいな 

No.１０ 高森南小学校２年生 

✏：休み中 みんなできょう力 マスクづくり 
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No.１１ 高森南小学校２年生 

✏：しゅくだいを はやくおわらせ たけの子ほり 

No.１２ 高森南小学校２年生 

✏： 休校中ですがべんきょうがんばってやりましょう 

No.１３ 高森南小学校２年生 

✏： みんなでね たのしくまなぶ きょうしつで 

No.１４ 高森南小学校２年生 

✏： 大じょうぶ？ たいちょうかんり しっかりね 

No.１５ 高森南小学校２年生 

✏： 休校中 たのしい思い出 つくろうね 

No.１６ 高森南小学校２年生 

✏： はるかぜは コロナをとばす つよいかぜ 

No.１７ 高森南小学校２年生 

✏： 手をあらう うがいをしよう わすれずに 

No.１８ 高森南小学校２年生 

✏： きゅうこうで みんなとあえない さびしいな 

No.１９ 高森南小学校２年生 

✏： また休み がっこうないよ いきたいよ 

No.２０ 高森南小学校２年生 

✏： 休みちゅう どこもいけない さみしいな 



 

 

No.２１ 高森北小学校２年生 

✏： マスクはね いきつらいけど がんばろう 

No.２２ 高森北小学校２年生 

✏： ひまだなあ あそびにいけない おにくたべたい 

No.２３ 高森南小学校３年生 

✏： 先生に 教わりたいな 勉強を 

No.２４ 高森南小学校３年生 

✏： 休校あけ みんなでべん強 やりたいな 

No.２５ 高森南小学校３年生 

✏： 高森 新がたコロナ 入れさせない 

No.２６ 高森南小学校３年生 

✏： やめてくれ へんなびょうき やってきた 

No.２７ 高森南小学校３年生 

✏： がんばって コロナウイルス のりきろう 

No.２８ 高森南小学校３年生 

✏： 手あらいうがいしょうどくを、こまめにやろう 

No.２９ 高森南小学校３年生 

✏： 友だちと 早く学校 いきたいな！ 

No.３０ 高森南小学校３年生 

✏： 友だちと 早く会いたい 先生も 



 

 

No.３１ 高森南小学校３年生 

✏： 春ですね 休校中でも さくらさく 

No.３２ 高森南小学校３年生 

✏： 内あそび 外がこいしい がまんする 

No.３３ 高森北小学校３年生 

✏： 高森町 コロナにまけるな がんばろう 

No.３４ 高森北小学校３年生 

✏： コロナには まけずにげんき 学校いきたいな 

No.３５ 高森北小学校３年生 

✏： 友だちに やさしいことを してあげよう 

No.３６ 高森北小学校３年生 

✏： たいせつな てあらいうがい わすれずに 

No.３７ 高森北小学校３年生 

✏： コロナさん 一生来ないで 高森に 

No.３８ 高森南小学校４年生 

✏： 休校で ふつうの日々が こいしいな 

No.３９ 高森南小学校４年生 

✏： コロナ明け みんなにあったら なにはなそ 

No.４０ 高森南小学校４年生 

✏： マスクして コロナにまけず よぼうしよう 



 

 

No.４１ 高森南小学校４年生 

✏： なりたくない コロナウイルス きをつけろ 

No.４２ 高森南小学校４年生 

✏： コロナにね まけてはいけない やっつけろ 

No.４３ 高森北小学校４年生 

✏： よぼうして てあらいうがい マスクもね 

No.４４ 高森北小学校４年生 

✏： 元気なら なんでもできる がんばるぞ 

No.４５ 高森南小学校５年生 

✏： 休校中 早く友達 会いたいな 

No.４６ 高森南小学校５年生 

✏： わすれない 学校ざくら 日本一 

No.４７ 高森南小学校５年生 

✏： 高森は コロナにまけない 強いとこ 

No.４８ 高森南小学校５年生 

✏： 休校中 べん強多くて たいへんだ 

No.４９ 高森南小学校５年生 

✏： 不要不急は 新がたコロナ よびよせる 

No.５０ 高森南小学校５年生 

✏： 休校で こいしくなるよ 学校が 



 

 

No.５１ 高森南小学校５年生 

✏： ふせごうよ 高森町は コロナゼロ 

No.５２ 高森北小学校５年生 

✏： 休み中 青空の下で きもちいいな 

No.５３ 高森北小学校５年生 

✏： 大じょうぶ 高森ゼッタイ 負けないよ 

No.５４ 高森南小学校６年生 

✏： 大丈夫 がんばればきっと 終わりはくる 

No.５５ 高森南小学校６年生 

✏： たくさんの 休校中に 学ぶこと 

No.５６ 高森南小学校６年生 

✏： しゅんらい しろいやいばだ くろいそら 

No.５７ 高森南小学校６年生 

✏： コロナで友だちとあえないのがさみしい 

No.５８ 高森南小学校６年生 

✏： 負けないぞ コロナウイルス ふきとばせ 

No.５９ 高森南小学校６年生 

✏： ぼくは元気です みんなでがんばりましょう 

No.６０ 高森南小学校６年生 

✏： ぼくたちは コロナにまけない たかもりの人 



 

 

No.６１ 高森南小学校６年生 

✏： コロナくん おまえはすでに しんでいる 

No.６２ 高森南小学校６年生 

✏： てあらいで みんなのいのち まもられる 

No.６３ 高森北小学校６年生 

✏： 大会が 中止えん期 やるきなし 

No.６４ 高森北小学校６年生 

✏： 2ｍ はなれていても いい笑顔 

No.６５ 高森中学校１年生 

✏： はいえんに 高森の人は 負けないよ 

No.６６ 高森中学校２年生 

✏： 富本銭 庭で探すも みつかりゃせん 

No.６７ 高森中学校２年生 

✏： 高森は 何にも負けず 強い町 

No.６８ 高森中学校２年生 

✏： 特産の だいだいそまる 友の顔 

No.６９ 高森中学校２年生 

✏： 先輩と 野球がしたい 今しかない 

No.７０ 高森中学校３年生 

✏： ウイルスの 予防に努めろ 全国民 



 

 

No.７１ 高森中学校３年生 

✏： 部活したい 楽器吹きたい 友達と 

No.７２ 高森中学校３年生 

✏： コロナへの 危機感持って 対策だ 

No.７３ 高森中学校３年生 

✏： スマイルを どんな時でも 大切に 

No.７４ 高森中学校３年生 

✏： 絶対に 不要不急の 外出しない 

No.７５ 高森中学校３年生 

✏： 母さんの マスク作りを お手つだい 

No.７６ 高森中学校３年生 

✏： ありがとう 医療従事者 町の人 

No.７７ 高森中学校３年生 

✏： 自粛して それは世のため 皆のため 

No.７８ 高森中学校３年生 

✏： コロナこわ それでもえがおで のりきるぞ 


