
作 品 一 覧 ペンネーム or

イニシャル

即ほしい コーすけモデルの 超合金T.T T.T

子供達の 生活を守りたい 現在も未来も えり

パパとママ どっちが好きか きかないで ポンちゃん

リモートで わが子も見てる ママの顔 ラムちゃん

子の微熱 まさか??と思えば ただの風邪 かおっち

毎日が あーとはぁーの 繰り返し トマト

子育ては 時代を担う 大仕事 M.O

子の誕生 4月 19日 （よういく）費 ぐんままん

孫可愛い だけど娘は まだ心配 ゆなみ

ライフプラン・アドバイザー企画

素敵な作品が大集合！

①

ペンネームor

イニシャル



ベビーカー マスクでお出かけ 君の目を見る
和太鼓ドンドン

節約と 夢みる投資の せめぎ合い
とうまっちママ

ワーママの 悲しき性よ ベルサッサ ナンシー

わーすごい 育休称賛 男だけ みー

子育てが 終わったはずが 孫育て ? ちゃんフレンド

キッチンに 隠れて食べる 至福のスイーツ なっちゃんママ

寝かしつけ 終わった後は カフェタイム ゆきママ

息子たち 母の苦労を 忘れるな E.K

愛猫に 猫なで声で 子にはどす声 みゆなぁ

我が子の ままごとあそび リアルまじ S.F

片付けず パパが叱るも ブーメラン any

身に着けた 聞き流す術 子の喧嘩 モモ

お金持ち パパをおだてる 太鼓持ち しゅうママ

このままじゃ 老後資金が 底を突く Ｂ・Ｈ

コロナ禍の 不安をよそに ビッグベビー めぬ

子の昼寝 家事が捗る もっとして にゃむら

起こされる お腹にどすん タイキック みあゆママ

末っ子が パートシートに ウンチした アイパッチ

子どもより 多いのなぜだろ パパのケガ Ｍ・Ｓ



おこづかい 紙よりコイン 質より量 わさび

おもちゃ撒菱 合間をぬって 家事と修行 青空

おいしいと 食べる前から 何故か言う 千葉ぎょうざ

離乳食 雑になったら 完了期
最初は頑張ってた

一瞬で 疲れ吹き飛ぶ 子の笑顔 りんご

子の元気 親の眠気と 反比例 はじめまま

お年玉 どこに消えたと 名推理 ゆんまま

よくたべる ２歳の娘 旦那より ヨーグルト

怪我はない それでも貼りたい 絆創膏 みーママ

男の子 ポケットいつも 虫だらけ さくらもちよ

積み立てた 学資保険が 受験代 のびのび子

お乳飲みさん 笑顔と元気 我が家のヒカリ おっチョキパー子

コーラはね お口の中が 花火なの ばんちゃん

10 キロの 娘を抱いて 筋トレなり ゆりゆりママ

レンチンで 余計にかかる 手間と暇 みっこちゃま

ままごとで 露呈される 家事情
穴があったら入りたい

物陰で もぐもぐタイム すぐバレる みーちゃん

両足に 電車のシール おしゃれだね アミメキリン

共済に 加入後すぐに 息子のダイブ yurikago



赤ちゃんを なでる手すっかり お姉ちゃん にじまま

後追いを しない息子の 後を追う R.S

言うことを 聞いても 聞いてもらえない わかにゃんママ

夏終わり 旅逝く蝉に 秋感じ もぐもぐちゃん

捨てていい？ ううん違うよ 宝物 Y.M

ただいまの あとは決まって 腹減った H.O

自信作 美味しいね！の後 コープでしょ S.I

子に内緒 贅沢スイーツ なぜ起きる もないもなこ

ママのせい！？ ２歳児口癖 ｢よっこらしょ｣ ひとみ

日本地図 世界地図か このおねしょ あらら

子育てで 丸くなった 家具と自分 りーママ

「まだ寝ない！」 背中なでれば 夢の中
オバケのプゥさん

子育ては 思ったとおりに いかないな みっちょん

子育ては あっという間の 夢の国 ドリー

僕手伝う！ ゴメンね時間の あるときね メアリー

子の希望 聞けばいつでも 予算越え のみー

子育てで 冷静保つ これ課題 さく

産んだ子と 母さんいつも 同じ歳 まゆねこ

まいったな 笑顔で怒り 引いてゆく ソラマメ



常日頃 育児は育自 身に染みる
例）少ない小遣い 例）パート

主婦ともやっこ

すごいよね 母親超える 子どもたち さざえママ

終わりかな 残念お次は 古希育て オカン

子育てが 終わると終わる 住宅ローン おかめ

わが息子 身長ぬかし 見下ろな ゆうまま

ぶぶぶぶぶー 母の顔面 米まみれ さな

月 10万 貯めれば天国 過程は地獄 かぴぴぴ

弱っても 意気地(育児)なしとは 言わせない Ｓ・Ｔ

イヤイヤ期 天使の顔の 悪魔かな かずくん

2歳差の 唯一の醍醐味 七・五・三 3人子育て中

シールはる トイレに通い パンツマン ぐっちょん

投資額 無利子無担保 無制限 美ら小雪

休校で ありがたみ知る 給食ね Y.M

いい子にね ママが怒ると 飛び火くる
自宅消防隊員パパ

「今やるよ！」 ホントにやった ためし無し あっつーママ

子の猫背 指摘する父 亀のよう kai

ありがとう 宝物だよ 毎日が ゆうこ

反抗期 苦悩気づけば 親はなし ニャンマゲ

おとこ二児 けんか仲良し 想定外 はちみつボーイ



パパ送る 娘の仕ぐさは まるでママ エミネム

今老後 忘れて節約 何資金？ ながまさ

泣き声で 奏でる輪唱 日暮れどき
年 子 の 赤 ち ゃ ん を

育てるママ

あせるのは 母親ばかり またケンカ 受験生の母

私の手 ふさがる幸せ 子と夫 みつばちさっち

子育てと 言えども実は 親育て 子は宝なり

コロナ禍の 子育て家事が 倍に増え 葉っぱ坊

子育てを して知る親の 有りがたさ Ｂ・Ｈ

子供から 見れば子育て 終わってる ひささん

子育ては 自分育てと 日々奮闘 不美子

子育てが 終わってみたら さみしくて ひかまな

子育てが 終わる間もなく 孫生まれ N.O

子育ては 楽しい毎日 もう一度 からくち

逆上がり やっと出来たよ 自慢顔 S.S

例）子育ては 日々成長 楽しもう ムック

「行ってきます」 「マスク忘れた！」 子が戻る M.O

子がケンカ ネット会議に 騒ぎ声 テレワーク中

手伝って やるよそのうち しびれきれ マロン

もぐもぐと 食べるお口に ホットする ウサミミ仮面



子育ても リモートソーシャル ディスタンス J.T

「ただいま」で 娘の機嫌 すぐわかる K.M

初 BBQ 前歯２本で しゃぶる肉 H.A

子は身長 母は体重 増加中！ M.T

ママ一人 子らの取り合い いつまでか M.K

子育ては 結局いつも 自分育て A.N

子育てに 命削って 何もねえ N.F

ワガママも 孫になったら 愉しみに Y.K

自粛期間 うつってしまう 若者言葉 H.I

幼なき日 うちの子天才 だったはず K.T

子育ての あとにやってきた 夫育て K.H

ぷくぷくと 太った手足に 癒される T.K

おもちゃより 今も昔も 缶のふた D.H

君が泣く ママの休憩 おしまい DEATH F.O

テレワーク わが子と時間 楽しみに Y.I

コロナ禍で こどもは水の 親青色 共済の呼吸

お願いだ あと 10分でいい 寝ててくれ T.O

子育てが 終わったらすぐ 孫育つ H.H

子等が独立 多くの人に ありがとう I.Y



ラーメンの 焼き豚にらみ 子に与え S.H

子育ての 仕上げ上々 嫁と孫 F.W

子育てや 昔叱って 今叱られる M.T

"がんばって” ねぎらうわが子に 目尻下げ T.M

子育ての 育児は育自 せいくらべ M.T

スマホみて ママ見ない ママやだな N.O

子育ては うれしいパパの お手伝い S.A

叱るセリフに 笑みこぼれ 母思う I.M

母子とも 成長する 幸せ日 M.W

子育ても 終わり寂しい 膝の上 M.T

スマイルは 友達だけ 反抗期 C.T

子育てて 孫と遊べる 老後よし H.T

子育てが 夫の育てに すりかわり M.I

孫あやし 我が子に返す ゆとりかな N.Y

ママもって！ ママだっこして！ ママどいて。 E.S

孫が描く ばあばのかおは しわがない K.I

子だくさん 喜怒哀楽の てんこ盛り H.S

子育ては 親も育む 黄金期 K.I

運動会 孫にべたぼれ 古希のばば A.K



長男に 口出し過ぎた 日々悔やむ Y.T

何よりも 心を砕いて 過ごしてや E.T

母の肝 座ったころに 首座る H.T

このセリフ 子供時代に 言われたな N.F

子育ては わが青春の 未来像 T.N

子育ては 自分磨きの 旅でした R.K

小学生 反抗期の子に 悩む親 M.Y

こを叱る 娘の姿 我に似る ｋ・ｋ

８０で 園の送迎 はりあいで しら

たくさんのご応募ありがとうございました。


