
地　区 学　校　名 学　年 氏　名 作　　　品

北海道

札幌市

青森県

岩手県 二戸市立金田一中学校 ３ 中村　太耀 長生きは　健康　運動　かむ力

秋田県 東成瀬村立東成瀬中学校 ３ 中村　真実 素敵な歯　あなたのまわりに　笑顔咲く

宮城県 丸森町立小斎小学校 ３ 今野　海登 良くかんで　食べれる幸せ　はにかんしゃ

山形県

福島県 いわき市立藤原小学校 ４ 髙橋　穂乃日 長生きは　この歯のおかげと　祖母わらう

茨城県 五霞町立五霞中学校 ２ 山田　静流 歯の力　おいしさひきだす　味のもと

★ 栃木県 佐野市立田沼小学校 ４ 田波　舜祐 いつまでも　続くけんこう　歯の力

群馬県

千葉県 市原市立千種小学校 ６ 小泉　蘭 「おいしいね！」楽しい食卓　歯に感謝

埼玉県 さいたま市立神田小学校 １ 小山　樟夫 はいしゃさん　またみせにくるね　きれいなは

東京都 杉並区立大宮小学校 ５ 渡部　純太郎 きれいな歯　百年いっしょの　パートナー

神奈川県 寒川町立寒川中学校 ２ 米田　しおり 歯みがきで　食べるしあわせ　永遠に

川崎市 川崎市立幸町小学校 ６ 新田　聖 歯みがきで　未来に残そう　元気な歯

山梨県 笛吹市立一宮南小学校 ２ 松木　風花 まいにちはみがき　わすれずはみがき　おくち　けんこう

長野県

新潟県

静岡県 裾野市立富岡第二小学校 ３ 相原　さくら はみがき　るんるん　ぴっかぴか

愛知県

名古屋市 名古屋市立宮中学校 １ 宮垣　愛彩音 丈夫な歯　未来の自分に　届けよう！

岐阜県 海津市立西江小学校 ６ 具志堅　福 守ろうよ　世界に一つ　自分の歯

三重県

石川県

福井県

★－最優秀賞作品　　無印－代表賞作品　　×印－応募なし

×

×

×

×

平成30年度 歯・口の健康啓発標語コンクール 入選一覧

×

×

×

×



地　区 学　校　名 学　年 氏　名 作　　　品

富山県

滋賀県 守山市立守山中学校 １ 森川　心愛 輝く歯　未来のわたしへ　プレゼント

和歌山県 海南市立内海小学校 ６ 塩﨑　雄哉 手に入れよう　未来の健康　歯みがきで

奈良県 葛城市立當麻小学校 ４ 松村　航輔 きえないむし歯きえゆく白い歯

京都府

大阪府

大阪市 大阪市立新北野中学校 ２ 石﨏　春香 白い歯で　私の将来　ピッカピカ

兵庫県

神戸市

岡山県

鳥取県 境港市立外江小学校 ３ 小澤　郁人 はみがきは　めんどうだけど　がんばるぞ

広島県

島根県 大田市立朝波小学校 ２ 田中　七海 えんぴつもちで　たてよこななめ　こまかくね

山口県 周南市立岐陽中学校 ２ 辻尾　守 永久歯　毎日みがけば　Ａ級歯

徳島県 吉野川市立山瀬小学校 ３ 川端　理貴 母のひざ　あまえるいいわけ　しあげみがき

香川県

愛媛県 松山市立垣生中学校 ３ 坂本　匠 歯の健康　ダイヤモンドより　光る価値

高知県 いの町立伊野小学校 ５ 町田　三紘 考えよう　自分の未来　歯の未来

福岡県

福岡市

佐賀県 太良町立大浦中学校 ２ 中島　優奈 白い歯は　自分に自信が　つく魔法

長崎県 大村市立三城小学校 ５ 貞松　奈菜 はみがきは　えがおの花を　作るたね

大分県 大分市立原川中学校 ３ 西尾　海 己の歯　己の心　映す鏡

熊本県 玉名市立小天小学校 １ 北川　礼恩 ひざのうえ　しあげでみあげる　ままのかお

宮崎県 延岡市立港小学校 ５ 美村　翔矢 笑顔咲く　鏡にうつる　きれいな歯

鹿児島県 鹿児島市立中郡小学校 ５ 田中　咲衣 白い歯が　見たくて君を　笑わせる

沖縄県 宮古島市立上野中学校 ２ 釜谷　瑞希 しっかりみがいて　ストップしよう　むし歯．菌

総応募数 32

＊ ×印は応募なし

×

×

×

×

×



地　区 学　校　名 学　年 氏　名 作　　　品

北海道

札幌市

青森県

岩手県 花巻市立西南中学校 ２ 高橋　太陽 肩並べ　父と歯磨き　照れ笑い

秋田県 横手市立横手北中学校 １ 髙橋　優太 大切に　命につながる　歯の健康

宮城県 仙台市立鶴巻小学校 ６ 及川　陽生 白い歯で　あなたの周りに　笑顔咲く

山形県 上山市立宮川中学校 ３ 武田　千輝 歯を磨き　よく食べ　よく噛み　健康づくり

福島県 泉崎村立泉崎第一小学校 ３ 星　怜臣 じょうぶな歯　一生かもうよ　わが家の味

茨城県 ひたちなか市立阿字ヶ浦中学校 ３ 笠原　海翔 朝起きて　白に煌めく　歯と共に

栃木県 栃木県立佐野高等学校附属中学校 ２ 青柳　妃砂 よく噛んで　味わう喜び　一生涯

群馬県 玉村町立上陽小学校 ２ 岸　亮介 長いきは　このはのおかげと　じじわらう

千葉県 我孫子市立高野山小学校 ６ 橋本　統 ちょっとまて！　そのままねるな！　歯みがきは？

埼玉県 川口市立芝西中学校 ３ 松田　美優 歯みがきは　忘れずさぼらず　手を抜かず

東京都 府中市立府中第六中学校 １ 小幡　奈緒 かかりつけ　見つけて守ろう　歯の健康

神奈川県 綾瀬市立綾西小学校 ２ 濵本　杏花 とどけよう　みらいのわたしへ　じょうぶな歯

川崎市 川崎市立橘中学校 １ 太田　小麦 やる気、みがく気、健康歯ぐき

山梨県 身延町立身延清稜小学校 ６ 津嶋　優那 歯をみがく　君の未来は　ピッカピカ

長野県

新潟県 柏崎市立剣野小学校 ６ 宮下　真央 とどけたい　未来にじまんの　歯と笑顔

静岡県 清水町立清水中学校 １ 杉山　彩菜 いつまでも　私の宝　きれいな歯

愛知県

名古屋市 名古屋市立柳小学校 ６ 足立　壮 ありがとう　ぼくの健康　歯のおかげ

岐阜県 大垣市立興文小学校 ４ 長澤　花 あたたかな　しあげみがきの　ひざまくら

三重県

石川県

福井県 永平寺町吉野小学校 ４ 小倉　葵 歯みがきを　すると心も　ピッカピカ

×

×

2019年度 歯・口の健康啓発標語コンクール 入選一覧

×

×

×

×



地　区 学　校　名 学　年

富山県

滋賀県

★ 和歌山県 有田市立保田小学校 ６ 𦚰村　幸歩 咲かそうよ　笑顔の花を　歯みがきで

奈良県 宇陀市立榛原小学校 ６ 田邉　慶一朗 歯をみがいて自分も歯も歯ッピーに！！

京都府

大阪府 大阪狭山市立南第三小学校 ５ 梅景　凛 笑顔咲く　未来に残そう　きれいな歯

大阪市 大阪市立歌島小学校 ５ 大川　結衣 歯と心　どちらもみがいて　ほら笑顔

兵庫県

神戸市

岡山県

鳥取県 伯耆町立岸本中学校 １ 勝部　拓海 みんなの歯　むし歯が0は（令和）　最高だ

広島県 呉市立白岳小学校 ４ 小松　亮太 おいしいを　とどけてくれる　自まんの歯

島根県 吉賀町立柿木中学校 ３ 友重　貴尋 歯みがきは　お口と歯への　恩返し

山口県 岩国市立周北小学校 ３ 三戸　佑太 むし歯ゼロ　みがいてつくる　あかるいえがお

徳島県 阿南市立桑野小学校 ６ 井出　みなみ 「はぃチーズ」　素敵な笑顔　歯でつくろう

香川県 三豊市立曽保小学校 ６ 小笠原　環 長生きは　運動睡眠　きれいな歯

愛媛県 砥部町立砥部中学校 ３ 山内　悠友 よく噛んで　きれいに歯磨き　強い歯GET！

高知県 田野町立田野中学校 ３ 松﨑　大和 人と会う　第一印象　その歯から

福岡県 北九州市立大蔵中学校 １ 境　真子 未来へと　続く健康　歯のおかげ

福岡市 福岡市立堤小学校 ２ 中川内　華蓮 さあみがこう。歯は一生のおともだち

佐賀県 嬉野市立大草野小学校 ３ 前川　凜 口の中　はぶらしれっしゃ　走らせる

長崎県 大村市立桜が原中学校 ２ 一瀬　悠 大事な歯　一生一緒の　パートナー

大分県 大分市立田尻小学校 ５ 中村　美穂里 強い歯は　心と体を　支えてる

熊本県 玉名市立小天小学校 ４ 中村　蓮皇 令和だよ　ぼくのむし歯も　０歯だよ(れいば)

宮崎県 都城市立西小学校 ５ 田中　琉義 きれいな歯　未来の自分に　プレゼント

鹿児島県 鹿児島市立西伊敷小学校 ５ 小掠　有紀 白い歯が　君の笑顔に　花そえる

沖縄県 本部町立水納小学校 ６ 宮里　琉太 Let's Start 歯ッピー　Time

総数 41

＊ ×印は応募なし

×

×

×

×

×

×



地　区 学　校　名 学　年 氏　名 作　　　品

北海道

札幌市

青森県 三戸町立斗川小学校 ３ 久保　陽菜 シュッシュッシュッ　歯みがきマーチ　一二三

岩手県

秋田県

宮城県 丸森町立大張小学校 ２ 小野　蒼大 よくかむぞ　だえきをだして　むしばゼロ

山形県

福島県 南会津町立南会津中学校 ３ 大竹　礼奈 歯みがきは　自分を磨く　第一歩

★ 茨城県 ひたちなか市立阿字ケ浦中学校 ３ 三浦　大季 一生を　共に歩む　自分の歯

栃木県

群馬県

千葉県

埼玉県 熊谷市立熊谷東中学校 ２ 小島　叶愛 よく噛むと　胃によし　歯によし　脳によし

東京都 調布市立第二小学校 ４ 宇多川　怜 毎日がんばる歯にお礼の歯みがき

神奈川県

川崎市

山梨県 市川三郷町立市川南小学校 ２ 佐野　圭吾 長生きへ　守る白い歯　かむ力

長野県

新潟県 上越市立美守小学校 ６ 山川　徠 「今日もよし！」鏡に映る　歯と笑顔

静岡県 御前崎市立浜岡中学校 ３ 牧野　妃真理 歯みがきで　守っていこう　その笑顔

愛知県

名古屋市 名古屋市立児玉小学校 ５ 中山　咲良 マスクでも　中ではいつも　きれいな歯

岐阜県

三重県

石川県

福井県

×

令和２年度 歯・口の健康啓発標語コンクール 審査結果

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×



地　区 学　校　名 学　年

富山県

滋賀県

和歌山県 広川町立津木小学校 ６ 小林　知耶 自粛中　されど歯みがき　強化中

奈良県 御所市立秋津小学校 ６ 垣内　優奈 歯は一生の宝物

京都府

大阪府

大阪市 大阪市立鯰江中学校 ３ 平本　美空 歯みがきし　マスクのなかも　せいけつだ

兵庫県

神戸市

岡山県

鳥取県 鳥取市立湖山小学校 ６ 山田　凌央 強い歯で　食べるしあわせ　かみしめる

特別支援学級

広島県

島根県 益田市立安田小学校 １ 澤江　唯乃 ありがとう　カミカミメニューで　元気な歯

山口県 山口市立島地小学校 ４ 松村　紫花 白い歯で　今日も咲かせる　この笑顔

徳島県 美馬市立江原北小学校 ５ 笠井　来彩 歯みがきで　むし歯ととろう　ディスタンス

香川県

愛媛県 愛南町立平城小学校 ２ 唐田　錬 むしばども　そこのけそこのけ　はブラシさまの　おとおりだ

高知県 高知市立南海中学校 ２ 武田　音衣 おいしさを　あなたに伝える　大事な歯

福岡県 飯塚市立立岩小学校 ６ 安中　美結 よくかむと　心も体も　あたたまる

福岡市

佐賀県

長崎県 諫早市立長里小学校 ６ 井上　孔陽 いつまでも　食べる楽しみ　喜びを

大分県

熊本県

宮崎県

鹿児島県 鹿児島市立南小学校 ５ 森山　紗来 オンライン　実況歯みがき　祖母笑う

沖縄県

総数 ２２

＊ ×印は応募なし

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×



年 度 週間の名称 標　　　　　　　　語

昭和 ３  ムシ歯予防デー ……………………………………… ～ 　　　〃 　　　〃

４ 　　　〃 ……………………………………… ５９ 　　　〃 　　　〃（合言葉：一生自分の歯で食べよう）

５ 　　　〃 六歳臼歯を大切に ～ 　　　〃 　　　〃

６ 　　　〃 よい歯で　よく噛みましょう ６２ 　　　〃 　　　〃

７ 　　　〃 強い歯をつくれ ６３ 　　　〃 歯がだいじ食べる楽しみいつまでも

８ 　　　〃 歯は健康の第一線 平成 １ 　　　〃 歯がだいじ食べる楽しみいつまでも

９ 　　　〃 御国を守れ　歯を護れ ２ 　　　〃 　　　〃

１０ 　　　〃 健康は先ず　歯から ３ 　　　〃 　　　〃（重点目標：８０２０運動の推進）

１１ 　　　〃 強い身体に丈夫な歯 ４ 　　　〃 長生きは丈夫な歯から歯ぐきから

１２ 　　　〃 つとめて受けよ歯の検査 ５ 　　　〃 　　　〃

１３ 　　　〃 正しい歯列で　輝く健康 ６ 　　　〃 心がけひとつで延びる歯の命

１４  護歯日 歯牙の愛護に輝く体位 ７ 　　　〃 「おいしいね」かめる喜びみんなの幸せ

１５ 強い歯は母でつくって子で護れ ８ 　　　〃 ８０年　心も元気　歯も元気

１６ よい歯で　よくかみましょう ９ 　　　〃 いつまでも　みがいでかんで　じょうぶな歯

１７  健民運動ムシ歯予防運動 　　　〃 １０ 　　　〃 かがやく歯　あなたの笑顔の　パートナー

１８ １１ 　　　〃 めざそうよ　家族全員　きれいな歯

１９ １２ 　　　〃 歯がつくる　こころの元気　からだの元気

２０ １３ 　　　〃 じょうぶな歯　健康づくりの　第一歩

２１  地域の実情に応じた運動展開を通知 １４ 　　　〃 わたしの歯　みらいへつづく　たからばこ

２２ １５ 　　　〃 いつまでも　すてきな笑顔と　かがやく歯

２３ １６ 　　　〃 じょうぶな歯　いつもごはんが　おいしいね

２４ 口腔衛生週間 からだも　心も輝く　よい歯 １７ 　　　〃 ごちそうさま　おはしを　ブラシに　持ちかえる

２５ 　　　〃 みんなで受けよう歯の検査 １８ 　　　〃 ずっとずっと　いっしょがいいな　自分の歯

２６ 　　　〃 いつも清い歯　丈夫なからだ １９ 　　　〃 ありがとう　いつもはたらく　歯に感謝

２７ 口腔衛生強調週間 歯は健康の見える窓 ２０ 　　　〃 かみしめる　生きる喜び　歯とともに

２８ 　　　〃 　　　〃 ２１ 　　　〃 広げよう　「噛む」から始まる　健康づくり

２９ 　　　〃 歯は健康のみえる窓 ２２ 　　　〃 みがこうよ　未来へ繋げる　じょうぶな歯

３０ 　　　〃 よい歯で　よくかみ　よいからだ ２３ 　　　〃 はみがきは　じょうぶなからだの　だいいっぽ

３１ 口腔衛生週間 　　　〃 ２４ 　　　〃 健康は　食から　歯から　元気から

３２ 　　　〃 強い歯は　母でつくって子で守れ ２５ 歯と口の健康週間 歯と口は　健康・元気の　源だ

３３ 歯の衛生週間 よい歯で　よくかみましょう ２６ 　　　〃 おくりたい　未来の自分に　きれいな歯

３４ 　　　〃 よい歯で　よくかみ　よいからだ ２７ 　　　〃 健康も　楽しい食事も　いい歯から

～ 　　　〃 　　　〃 ２８ 　　　〃 「おいしい」と　「元気」を支える　丈夫な歯

４３ 　　　〃 　　　〃 ２９ 　　　〃 のばそうよ　健康寿命　歯みがきで

４４ 　　　〃 （標語の設定なし） ３０ 　　　〃 いつまでも　続くけんこう　歯の力

４５ 　　　〃 歯をみがこうそれが我が家の合言葉 ３１ 　　　〃 咲かそうよ　笑顔の花を　歯みがきで

４６ 　　　〃 　　　〃 （※平成３１年度は元号が変わるタイミングだったため、実際には「２０１９年度」として実施）

４７ 　　　〃 よい歯で　よくかみ　よいからだ 令和　２　　　〃 一生を　共に歩む　自分の歯

歯と口の健康週間 標語一覧

 太平洋戦争のため全国統一した運動は中止
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