
和光中学校（１０８句） 

「スきあれば マずは勉強 ホんきだせ」（優秀賞） 

「打ち直す ラインを３度 あなただけ」（優秀賞） 

「知らぬ間に 手錠と化した My スマホ」（佳作） 

「いつでもね スマホがあれば 世界旅行」（佳作） 

「スマホでの 翻訳機能 マジ便利」（佳作） 

「話し合い 後はラインね まざれない」 

「好きな子に 既読スルーされ 心ブルー」 

「仰向けで スマホを見ると 落ちてくる」 

「YouTube ウトウト見てると 顔にドン」 

「幼き日 思い出は母の 待ち受けへ」 

「タブレット 解除できない パスワード」 

「意味調べ 親父はパソコン 僕スマホ」 

「ジジババの スマホ操作は 私任せ」 

「あおむけで スマホ見てたら 落下した」 

「文面が 絵文字であふれ 例の文」 

「スクリーン 腹筋よりも バッキバキ」 

「友いなく ラインスタンプ 使えない」 



「勉強中！ 言っときながら YouTube」 

「推し見れる 素晴らしい機械 スマートフォン」 

「スマホ 携帯電話 タブレット」 

「依存症 テスト期間も スマホだけ」 

「思い出も スマホに夢中で 忘れてる」 

「タブレット いじりすぎると いぞんしょう」 

「にらめっこ 君の返信 ソクキドク」 

「母音があ 続けて打てず ストレスに」 

「とつぜんの Shiri の声に とびあがる」 

「リモートの かわりに授業 うちの猫」 

「調べもの 見たいの忘れ 大混乱」 

「スマホがよ 充電が１だ やばいって」 

「元気かな リモート電話 便利だな」 

「スマートフォン 充電なくて しゅんマートホン」 

「未読無視 次の日見たら 既読無視」 

「既読ムシ それで自分は 嫌われる」 

「地図アプリ 方向音痴の 許嫁」 

「守ろうよ スマホのルール 気をつけて」 



「ワンコール スマホ越しの ラブコール」 

「スマホさん おかげで僕も すまあとに」 

「青春か スマホと熱チュウ 恋できず」 

「指紋認証 あっているのに 不満認証」 

「透明な スマホケースに 光る個性」 

「請求書 親のスマホに いくなんて」 

「夏休み LINE やメール 通知 0」 

「来てるかな 気になる画面 勉強中」 

「スマホ折る 両親怒る 僕冷める」 

「踏みはずし スマホだけは 守り抜く」 

「ラインでさ 送信しても 既読無視」 

「スマホ見る 気がつけばもう 今日終わる」 

「既読無視 最終的には 未読無視」 

「寝て使う スマホが顔に 落ちるとき」 

「スマホのね ヤフーニュースが よくくるよ」 

「夏休み 勉強しすぎ 爆死すれ」 

「テスト期間 誘惑される スマホから」 

「既読無視 あいつは俺に 興味なし」 



「恐ろしい 時間泥棒 メディア機器」 

「スマホ見て 笑い増えるが 時間減る」 

「スマホ見て 充電減って とき過ぎる」 

「スマホ見て 周りのことを 見えてない」 

「かわいくない 送って気付く わかるのか？」 

「Smart Phone だけどデータは Fat Phone」 

「ゲームするため つくえにしのばせ にっひっひ」 

「調べもの しようと起動 けどゲーム」 

「僕の手に いつもいるよね スマホくん」 

「散歩中 気づけば今どこ いじりすぎ」 

「ブルブルる なんで今なの 説教中」 

「この前も 没収されたな テスト前」 

「動画見る 気づけば画面 顔面に」 

「Siri に聞く Siri ませんよと 返される」 

「スマホくん 触りだしたら 止まらない」 

「夜な夜なに ラインで会話 朝寝坊」 

「持ってても 損はしないが 得もしない」 

「ひらきだす アプリへの町 トンネルと」 



「やっぱりね 制限超えた 激おこだ」 

「通知来て 「またお前かよ」 エンドレス」 

「ストーリー 親しい人は あなただけ」 

「画面みて 近づく２人 ウチ手ぶら」 

「部活ライン 見て見ぬふりを 繰り返し」 

「夜になり 来るとドキドキ あの名前」 

「スタンプを 買ったわいいが 使わない」 

「盛り上がり グループライン 僕はなし」 

「これからは 俳句読むなら オンライン」 

「ドーパミン 驚くほどの 依存性」 

「夏遊び 海にも行かない 若い世代」 

「九時半に あと五分だけ もう十時」 

「あと1％ 体感的には あと 10％」 

「わからない 漢字の読みが すぐ分かる」 

「ふとみたら 地面と会話 いやスマホ」 

「枕元 通知の嵐 朝遅刻」 

「新機能 いつ使えるか 分からない」 

「読み込み中 長くて家族は お怒り中」 



「なぜみんな ネット上では 強気なの？」 

「タブレット おおきくみやすい サイコーだ」 

「カレンダー 毎日変わらず 同じ月」 

「僕スマホ じじばば未だに ガラケーか」 

「夏休み 急いで宿題 最終日」 

「携帯の 容量ヤバイ アプリ消す」 

「スクリーン うつりはしない 裏の顔」 

「何で来るの 伝え方には 要注意」 

「夏休み 宿題やらずに またスマホ」 

「スマホ見て 比べてみよう マジとウソ」 

「未読無視 通知きって 既読なし」 

「未読ムシ 数時間後に 既読ムシ」 

「手放せない 日常作業 聞く爆音」 

「あれどこだ 探してもない 消していた」 

「気がつけば フォルダの中が 推しだらけ」 

「ポッケにない きずいたときは めっさあせる」 

「ショッピング 無料今だけ あなただけ」 

「手放せない スマホの充電 低飛行」 



「夜十時 動画見始め もう夜明け」 


