
              

たくさんの歯の標語の応募 

       ありがとうございました。 
今年も１学期に歯の標語の募集を行いました。たくさんの応募ありがとうございまし

た。標語を通して歯を大切にする気持ちが伝わり、うれしく思います。  
今年度は、２年 NM さんの「元気な歯  よく食べ よくかみ よくみがく」が代表で選ば

れました。おめでとうございます。 
 １５日（火）に秋の歯科検診もあります。  
毎日のはみがき、歯のケアを日ごろから続けましょう。      

 

標語  学年  名前  

みんなで たのしくやろうと 歯みがきを ６年  SO 

守ろうよ 一生使う キレイな歯  ６年  YS 

好きな物 何でもかめる ばあばの歯  ６年  UR 

歯みがきで 笑顔の源 絶やさずに ６年  SN 

わらうとき 意外と見られる あなたの歯  ６年  IK 

わすれるな 朝昼晩の はみがきを ６年  SR 

美しい 笑顔の秘訣は キレイな歯  ６年  NK 

皆の目標  歯医者さん ６年  HaK 

歯みがきで 寿命などが 長くなる ６年  HoK 

自分の歯  キレイにみがいて 守ろうよ！ ６年  FH 

歯みがきで みんなで守る 自分の歯  ６年  HM 

歯みがきは すてきな笑顔の おまじない ６年  IK 

キレイな歯  みんなで作ろう いつまでも ６年  KE 

みんなでさ たのしくしよう 歯みがきを ６年  MK 

はみがきを 毎日大事に 一生の歯  ６年  SK 

歯みがきで ピカッと光る いつまでも ６年  IS 

みんなでしよう 歯みがきを ６年  KH 

歯みがきで つづくけんこう いつまでも ６年  NA 

あの空の 雲のような 白い歯に ５年  SK 

食べた後、ハブラシロケット さあ発射  ５年  TS 

大人の歯  百年つづく きれいな歯  ５年  YR 

心がね きたなければ 歯もきたない ５年  OH 

１００年間 ずっと使う 大事な歯  ５年  AS 
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標語  学年  名前  

キレイだね はみがきしっかり ピカピカだ ５年  SR 

大切な 笑顔には 歯が必要です ５年  KR 

うらやましい 歯がキレイって いいもんだ ５年  RY 

心がね 歯がきたないと よごれちゃう ５年  KA 

歯がきれい そんなことない 歯をみがけ ５年  SH 

おかしをね 食べたいならば 歯をみがく ５年  YK 

食べた後、 しっかりするよ はみがきだ ５年  IT 

給食後 しっかりみがこ キレイにね ５年  NY 

給食後 しっかりみがこ はぶらしで ５年  SI 

ぜったいに 虫歯はだめだ キレイな歯  ５年  YT 

きれいな歯  一生つかうよ 大切に！ ４年  YM 

やらないよ くわえはみがき やらないよ ４年  SO 

きれいな歯  つづくためには 歯みがきで ４年  NH 

守りたい 大切な歯は ピカピカに ４年  EA 

いつまでも ピカピカな歯を たいせつに ４年  US 

マスクでも キレイな歯  いつまでも ４年  TM 

がんばろう あさひるばんに はみがきを ４年  SK 

キラキラと 光る歯つくろう 歯みがきで ４年  YH 

しっかりと はみがきしよう ３分間  ３年  SM 

はみがきを しっかりしたら キレイな歯  ３年  SR 

はみがきは キラキラ光る 心の一部  ３年  KK 

歯はいつも きれいにしよう 心から ３年  KK 

歯はいつまでも きみとぼくの たからもの ３年  KK 

元気な歯 よく食べ よくかみ よくみがく ２年  NM 

白いはを しっかりみがけば むしばなし ２年  SY 

つづけよう はみがきの力  みせること ２年  KH 

毎日つかう きれいな歯  ２年  NM 

歯を きれいに しよう １年  KR 

みんなであたらしい歯も こどもの歯も たいせつに育てよう １年  IN 

みんなで きれいな歯にしよう １年  HK 

たのしく みがこう じぶんの歯  １年  SK 

はみがきを みんなでたのしく みがこう １年  MA 

はみがきすれば 歯がきれいになる １年  YM 

よろしくね あたらしい歯は きれいだよ １年  WT 

みんなで きれいな歯を めざそう １年  NM 

みんなで たのしく はみがきしよう １年  AS 

＊応募してくれた標語は、給食の時に保健給食委員会が放送で紹介することになり
ました。また、保健室前にも掲示してますので、ぜひご覧ください。  


