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祖父母の愛情と温もり、そして、それに包まれた筆者の幸福感が生き生きと伝わる作品となっている。（坂元先生）
こんな素晴らしいじいちゃん、ばあちゃんがいるんですね。じいちゃんのゴツゴツした手は優しい手です…という子ど
もの表現にも泣かされます。（橋本先生）
祖父母を含めた家族の大切さが具体的によく表現されている。（津本先生）

短　評

「川の字寝床」のキーワードが新鮮です。伝統の川の字に新しい「酒」を入れた文章です。（明石先生）
両親の仕事の大変さを理解しながら川の字寝床や家族の仲良し談らんがほほえましく、本当に楽しいご家族の様子
が伝わってきます。（橋本先生）

短　評

❶ 小学生の部

最優秀賞 〈広島県〉 長見 悠汰さん　小学4年

じいちゃんの手とばあちゃんの話

　かんごしのお母さんが夜きんのとき、となり町から来てくれる、じいちゃんとばあちゃんありがとう。
　お父さんが仕事でおそくなるときは、泊ってくれる。ねえちゃんと四人でならんでねるのが、
とてもとても楽しみです。
　ばあちゃんは、ねる前に世界中のえらい人の話をしてくれる。
　ぼくは、日本ではとく川家康、外国ではリンカーンが好きです。二人ともがまんしてえらくなったの
でぼくも見習いたいと思います。
　ぼくは、四年生で、一番の、物知りです。
　それは、ばあちゃんのおかげです。
　ばあちゃんありがとう！
　じいちゃんは、ぼくがアトピーがあるので、ぼくがねるまで、背中を、「スリスリ」してくれる。
「悠汰がんばれよ！。」と頭をなでてくれる。じいちゃんのごつごつした手は優しい手です。
じいちゃんの手につつまれすぐねむってしまう。じいちゃんありがとう！

優秀賞 〈広島県〉 長見 怜奈さん　小学5年

家族が大好き！

　私の家は、お父さんもお母さんも働いています。お父さんは、一番早く出て、一番おそく家に帰ります。
お母さんは、看護師なので土・日・祝日も仕事、夜勤もあります。
　だから、みんながそろう休日は、夕食の後、テーブルを移動して「川の字」になります。
　これは、幼いころから続く「川の字寝床」です。
　お父さんとお母さんと私と弟の 4 人で録画したドラマ、アニメを見ます。せなかをつついたり、だ
きついたりして大さわぎになることもあります。
　ＴＶを見終わった後は、お父さんやお母さんのお話を聞くのが楽しみです。
　お父さんは、子どものころの話をよくしてくれます。がんばり屋さんでした。
　お母さんは、私たちが選んだ本を読んでくれます。夜勤で疲れていても読んでくれます。
　私の家族は、「仲良し家族」です。いそがしくて、はなれていても、深いきずなでむすばれています。
私は、こんな家族が大好きです !



7

❶ 小学生の部

家族の在り方が多様化する中で、母親の子どもが再婚した父親と
の豊かなふれあいの中で生活する姿が目に浮かぶ。（小林先生）短　評

優秀賞 〈岡山県〉 山﨑 蓮さん　小学4年

永遠のお父さんへ

　ぼくは五歳までお父さんがいなかったね。突然だったけどぼくにお父さんができました。
何だか不思議でうれしかったり、怒られないようにがんばってみたり、格好つけたりの日々でした。
あれから五年、ぼくの事はもう何でも知っているね。
顔を見ただけでどうしてぼくの気持ちが分かるのかな。やっぱりお父さんはすごいな。
時々けんかをしてしまうね。でも、悔しいけどお父さんの言う通りだよ。
今は、お父さんがいるからキャッチボールができる。そして妹もできた。
兄妹げんかもしてしまうけど、妹はぼくを頼りいつも帰りを待っている。だからかわいいよ。
何もかも産んでくれたお母さんと、お父さんがいるから今のぼくがいる。家族ってあったかいね。
ぼくが大きくなったらお父さんみたいになれるように立派な大人になるね。
ぼくのお父さんになってくれてありがとう。これからもよろしくね。

“ぐるぐる家族”というタイトルが素晴らしく家族みんなのそれぞ
れの言葉の表現も楽しく、ついついぐるぐるの中に引き込まれそ
うです。いや、引き込まれたくなりますね。（橋本先生）

短　評

優秀賞 〈新潟県〉 坂井 敏法さん　小学4年

ぐるぐる家族

　お姉ちゃんは、むずかしい数学の問題をお母さんに聞く。
お母さんは、しんけんな顔で問題とにらめっこ。ひっしにがんばっている。
　お兄ちゃんは英語の発音がわからない時、お姉ちゃんに聞く。
お姉ちゃんは「フェイバリット。ＯＫ？」と、とくい気に外人みたいに発音する。
　ぼくが音読していると、お兄ちゃんは「としー、その読み方、まちがってるぞ」と、
ていねいに教えてくれる。
　ぼくは毎日、学校で習ったことをお母さんに教えてあげる。するとお母さんは
「すごい！よくわかるね。また教えてね」とほめてくれる。お父さんはぼくたちを見て
「うちは、ぐるぐる家族だな。わっはっは」とうれしそう。ぼくたちも、つられてわらう。
　いいな。いいな。勉強といっしょに、やさしい心もぐるぐる回る。ぼくの自まんのぐるぐる家族。
家族をもっとふやして、これからも、みんなでいっぱいぐるぐるしようね。
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❶ 小学生の部

母の愛に自分は応えられたか、母への感謝の気持ちが素直に表現
されている。書き手は母の愛情を通して人を支えることの大切さ
を知った今は母親を支えられると結んだ手紙。（内田先生）

短　評

優秀賞 〈神奈川県〉 田村 明子さん　小学6年

子どもからお母さんへ

　ありがとう。私を大きく育ててくれて。私が生まれた時からずっと一緒にいるよね。私の事をだれ
よりも知ってるよね。と、お母さんに伝えたいです。
　いじめられた時、お母さんがやさしく声をかけてくれたから自信が持てました。そうやっていつも支
えてくれて、ありがとう。お母さん。
　インフルエンザになってしまった時、うつるかもしれないのにそばにいてくれました。
「大丈夫だよ。お母さんがついてるよ。」って言ってくれました。一言だったけど、すごく落ち着きました。
　しかし、私はお母さんを支えられたかな。とふり返る事があります。でも支える事の大切さを知っ
た私はお母さんを支えられると思います。

お姉ちゃんとしての愛くるしい目覚めが、その自覚と自信に昇華し
ていく過程が伝わり感動です。（橋本先生）短　評

優秀賞 〈千葉県〉 小島 桃花さん　小学4年

わたしはお姉ちゃん

1番先に生まれたからお姉ちゃん。
しかし、弟や妹はいいな、と思うことがたくさんある。
お姉ちゃんだから、テレビの番組もがまんしなくてはいけないなんて、なっとくできなかったりする。
でも最近、お姉ちゃんのひびきがうれしいときがある。お姉ちゃんだからの続きがちがうの。
チャレンジできることがふえたし、家の鍵も私だけがもてることになった。
ままは毎日洗たくや、ごはんでいそがしそうだ。
「お姉ちゃんが中学生になって、ままが妹のルームの迎えに間に合わないときは、助けてくれるかな」
と相談された。わたしはおおきくうなずき、「大丈夫だよ」と答えた。
弟は洗たくほし、3才の妹は食器を片づけ、わたしは食器洗いを手つだう。
ままは時間ができるとかるたをだす。かるたはたくさんいた方が楽しい。
みんなでするかるたは、とても楽しい。
まま大丈夫だよ。わたしがいるから。
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❷ 中・高校生の部

現在家族には親と思春期の子どもとの問題は大きいが、娘の心の動きを母親の対応で乗り切る姿は勉強になる。（小林先生）
文章の構成が巧みでまとまりがあり、書き手の気持ちが適切に表現され、言葉遣いには書き手の心がこもっていて、
読む者の心をうつ手紙である。（内田先生）
反抗期を抜け出せた貴女が、短い文章ながらしっかりした内容とその気持ちを素直に表現力豊かにまとめられていま
す。（橋本先生）

短　評

祖母への感謝の気持ちを具体的に表現しているとともに自己の将来への夢を述べている点が良い。（津本先生）
短　評

最優秀賞 〈愛知県〉 長谷川 綾乃さん　中学2年

反抗期を抜け出す事に成功した現在の私から親愛なるお母さんへ

　「大好き」のはずが「大嫌い」。「美味しい」はずが「まずい」。
お母さんの前で素直になれなかったあの頃。
そんな私をお母さんは、真っ直ぐな瞳でいつも見詰め続け、そして、抱き締めてくれたね。
「諦めないでいてくれる」「見ていてくれる」「見詰め続けてくれる」。
本音を言えば、それが最初、かなり重圧だった・・・。
でも、人を信じて、待ち続け、見詰め続ける事の難しさを知った今の私には、ちょっぴりわかる。
お母さんの強さと、そして優しさが・・・。
「私は本当に幸せ者だ。」
その事に気付いた今なら、素直に言える。
「お母さん、ありがとう。」って・・・。

優秀賞 〈徳島県〉 村田 理奈さん　中学3年

ばあちゃんへ

　小さな頃、幼稚園の送り迎えをしてくれたり、体調を崩して点滴をしているときには、
ずっとそばにいてくれたり、遊びに行くと、私の大好物の切り干し大根の煮つけを作ってくれるおば
あちゃん。
　そんな優しいばあちゃんが、杖をつくようになりました。「足の筋を痛めたんよ。」と、
笑いながら教えてくれたけど、どこか悲しそうで私は、毎日「大丈夫かな。」と心配でした。
　だから、私は、ばあちゃんのために、らっきょうの仕事を手伝いました。
想像以上に大変な仕事で、私が一束している間に、ばあちゃんは三束も切っていくから驚きました。
　たったの二日間しか手伝えなかったけど、ばあちゃんの「ありがとう。」という一言で、
誰かのために何かできるということに、やりがいを感じました。
　私の将来の夢は「介護士」になることです。大好きなおばあちゃんに接するように、利用者の方に
「笑顔」で接する介護士になりたいです。
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❷ 中・高校生の部

優秀賞 〈群馬県〉 新井 ひとみさん　高校2年

おじいちゃんへ

　おじいちゃん、いつも私に優しくしてくれてありがとうございます。
おじいちゃんは、自分の体調が悪いときも、私がバスに乗り遅れると来てくれます。
一時間待てばバスはくるのに、いつも無理ばかりさせてごめんなさい。
　おじいちゃんは、私が家族とうまくいかないときも、唯一私の味方でいてくれますね。
すごく辛いときも、「おじいちゃんは味方」と思うだけでとても心が救われました。
　おじいちゃんは、たまに冗談で、「おじいちゃんがいなくなったら～。」と言って
笑わせてくれるけれど、本当はその言葉がとても悲しいです。
「花嫁衣装が見てみたい」とも、「二十になったらお酒もってきてくれよ」とも言うからです。
　いつもお世話になっているおじいちゃんに、今の私ができる事なんて限りがあるけれど、
大人になったらきっとたくさん恩返しできると思います。
　おじいちゃんに花嫁姿を見て欲しいし、おじいちゃんとお酒ものみたいです。
　だからこれからもたくさん長生きして下さい。

「出口のない長いトンネル」から脱出できるまでのストーリーがテ
ーマ性をもっています。光をみつけています。（明石先生）短　評

優秀賞 〈長崎県〉 岩木 理紗さん　中学1年

家族は大切!!

　私が赤ちゃんの時、父は単身赴任していて母は一人で兄と私を育てていました。
　母は働いていたので、当時のことを「出口の見えない長いトンネルの中にいるようだった」と言っ
ています。
　母が家事をしている時は、保育園の年長だった兄が私の面倒をみて、病気になったら、母の会社の
近くの子供デイケアの病院におせ話になり、母が残業の時は、母の会社の近くの知り合いの電気屋さ
んでおせ話になりと、周りの人々の協力によって苦しい時期を乗り越えることができたそうです。
　ある時、毎日同じバスに乗っているという女性から、大きくなった私といる母に、「よくがんばりま
したね」と声をかけられました。私が赤ちゃんの時からずっと同じバスなので毎日大変だなと思って
みていたそうです。
　最近母は「永いトンネルの出口の光が少しみえてきたかな」と言います。まだまだ手のかかる私と
これからお金のかかる兄とまだまだ母は休むひまは無いけれど、これからもよろしくお願いします。
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❷ 中・高校生の部

優秀賞 〈広島県〉 児玉 胡桃さん　中学3年

自慢のおばあちゃん

　おばあちゃんへ。私は小さい時からずっとおばあちゃんのお世話になってきました。
私の親は共働きだから、一人ぼっちでさみしい思いをしないようにと、
いつもそばにいて私を助けてくれたよね。
なのに私は自分がイライラしていると、おばあちゃんに当たって嫌な思いをたくさんさせました。
ごめんなさい。それでもこんな私に、おばあちゃんはいつも優しくしてくれて、味方でいてくれるよね。
本当にありがとう。
　おばあちゃんは誰にでも優しいから、友達もたくさんいるよね。
おばあちゃんがカゼをひいた時、心配してメールをくれた人がたくさんいたよね。
私はそれを見て、こんなに人から好かれている人が、私のおばあちゃんで良かったと、思いました。
おばあちゃんが優しいから、みんなもおばあちゃんに優しいんだよね。
そんなおばあちゃんは私の自慢です。
　いつまでも元気で優しいおばあちゃんでいてね。これからもお願いします。

優秀賞 〈熊本県〉 梅田 健吾さん　中学2年

天国のおじいちゃんへ

　今僕は部活に勉強に毎日頑張っています。
暑い夏、何度も倒れそうになっても歯をくいしばり頑張っています。なぜかわかりますか。
慢性骨髄性白血病とたたかい何度も危篤になりながら、
奇跡的にたち直って二年の命と言われながら、
十二年という長い間頑張った姿を僕は見ていました。
痛くても、きつくても、つらくても、いつも笑顔で僕を迎えてくれましたね。
あきらめない姿を見ていて僕は尊敬していたし、そして感動していました。
だから僕はあきらめたら終わりだと知っています。
　口数は少なく余り話し上手ではなかったよね？
でもすごく僕にはおじいちゃんの気持ちは伝わっていたんだよ。
不思議だよね。口には出さないけど心の中の強さをもっている人でした。
僕は今日もとにかく頑張ってます。
あきらめない気持ち、命の大切さを教えてくれたからもっと強くなるよ。
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❸ 一般の部

父親の育児休業が今問題になっているが、それを取って育児に参加した父親のわが子への心がよく綴られている。（小林先生）
読みごたえのある手紙です。文の構成もしっかりしています。新しい生き方を示しています。（明石先生）
難治の病気を持った子どもさんが、家族の絆やご両親を育てた例をたくさん見てきました。まさに“子育て育児より子
育ち育自なり”ですね。（橋本先生）

短　評

最優秀賞 〈北海道〉 今田 尚揮さん　37歳

産まれたばかりの息子へ

　君がママのおなかから元気に産まれたとき、パパは応援することしかできなかったけれど、
君もママもすごく頑張ったんだよ。涙がでるほどにね。
　だからパパも頑張らなきゃって思ったんだ。それでパパは、少しの間会社を休んで、
ママと一緒に君と君のお姉ちゃんの育児を頑張ることにしたよ。
　育児って大変だけど、その分すごく楽しいからね。ママにひとりじめさせるなんてもったいない。
　収入は減ったけど、その分「幸せ」という給料をたくさんもらっているんだ。
　幸せ口座に貯蓄しておくよ。倍にして返すからね。
　君は先天性の治らない病気を持って生まれてきたけれど、大丈夫。
　人生の一瞬一瞬、そのときそのときを大切に生きよう。
　そんな思いを込めた君の名前。それが「ときなり」だ。
　パパもママもおじいちゃんもおばあちゃんも近所の人たちも、皆で君を応援している。
　だから安心して大きく育ってごらん。
　素晴らしい未来が待っている。

優秀賞 〈大阪府〉 吉冨 芳美さん　54歳

つながるもの

　夫婦共稼ぎの中、いろんなストレスや我慢をかかえて大きくなった娘へ
家にいるお母さんのように充分な気配りもしてやれず、寂しい思いもしたでしょう。
人生の節目々々で大小いろんな問題を乗り越え　結婚
あなたは二人の娘のお母さんになり私はばあばになりました。
孫を連れて里帰りしてきたある日、お風呂の扉の向こうから
「もう少ししたら出るよ。1、2、3、4、………10。おまけのおまけのきしゃぽっぽ。
ポーとなったら出ます。ポー」
あれ、これって、はるか昔お風呂で私と娘がうたった歌
あのころ、毎日が精一杯だったけど娘はちゃんと受け止めてくれてたし、次の世代に伝えてくれてる。
ばあばの目ウサギさんみたいに真っ赤になっちゃった。

追伸　そう言えば娘の好きな「おだんご汁」これは私の母の味
　　　小さいことだけど、いっぱいつながってる　つないでる
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❸ 一般の部

地域の絆が苦しみを乗り越えさせ、前向きな生き方さえももたらすこと
を教えてくれる感動的な作品である。（坂元先生）短　評

優秀賞 〈宮城県〉 鈴木 恵美さん　45歳

拝啓「ありがとう」あの時のあなたへ

　「すばらしいわね。」
　地域の方だろうあなたから、突然声をかけられました。
年の近い幼子と近所を散歩中、ほめられることなど何もしてないっていうのに。
「立派に子育てしているじゃない。いい笑顔のお子さんたち、それが何よりの証拠よ。」
　私は、四つの子宝に恵まれました。が、うち二つには障害がありました。
その、二つの障害に向き合う毎日は、身も心もボロボロ。
泣く泣く仕事を辞めた身では、子育てを楽しめるわけがなく、疎外感たっぷり。
そんな時、あなたの温かい気持ちに触れたのです。
輝きをなくした私でも社会は見放してはいない、そう感じて心が潤った瞬間でもありました。
　あれから十年。あなたとの出会いが私を救い、大変な子育てを影ながら支えてくれました。
おかげで、強く明るい母親になりました。
あなたが私に教えてくれたさりげない優しさ、これからは私が社会に返していきます。
それが、せめてもの恩返しだと思っています。

74歳で夜間中学生となられて…。少し読み書きができるようになって書
かれた貴男のやさしいお気持ちは、文章の１つ１つに正直に読みとれて
感涙あるのみです。（橋本先生）

短　評

優秀賞 〈奈良県〉 西畑 保さん　74歳

僕から君と子供達へ

　君と出会って結婚して、三十八年目になりますね。色々あったけど早いものですね。
　僕は、小学校を二年生しか行かなかったので、住所と名前も書けませんでした。
それを君に隠していましたね。
半年ぐらいして、ある時君に僕が読み書き出来ないのが分かりましたね。
　その時の君の驚いていましたね。
僕は学校での苛めと家庭の事情で学校に行かなかった話をしましたね。
君は理解をしてくれましたね。
　君のお陰で、可愛い二人の女の子にも恵まれましたね。
子供は結婚して家を出て今は君と二人の生活ですね。
　子供が小学生時にお父さんの書いた字を見たことがないと言った時に、
君は子供に説明をしてくれましたね。
　僕は、今夜間中学生です。勉強をして、少し読み書き出来るようになって、初めて君に手紙を書き
ましたね。
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❸ 一般の部

優秀賞 〈新潟県〉 森山 勉さん　74歳

赤い鼻緒の夏草履

　「おばあちゃん、玄関に揃えてある赤い鼻緒の可愛い夏草履、いったい誰が履くの。」
　「あ、あれね。ホラ夏后が五才の時、お墓参りに履いたのよ。離れていても家族だから。」
と、夕べの縁先で私たち老夫婦の会話です。
　夏后、元気ですか。大学進学でおまへが家を離れてから五ヶ月、始めての夏が来ました。
　昨夜は家族五人でお墓参り、おまへの居ないお盆は始めてなので、淋しい思いでした。
　幼い日のお墓参り、浴衣を着たおまへが小さな頬灯を持ち、あの赤い鼻緒の夏草履を履いて、
大はしゃぎだったのを想い出します。
　この猛暑の中、お父さんとお母さんはそれぞれの職場で、一生懸命に働いています。
　おばあちゃんも「七聖」も元気です。おばあちゃんは一日一回、必ず言い出しています。
　「可愛い子には旅させろ。」という諺があります。
おまへが自立心のある人間になって卒業する日を家族一同が待っています。
あの夏草履も玄関に飾ってね。夏后さま。じいより。

優秀賞 〈広島県〉 金廣 光枝さん　49歳

おばあちゃん子

　息子は小さい頃から「おばあちゃん子」。
私がちょっと叱ると、一目散に這って行って、お母ちゃんの背中に隠れたものでした。
お母ちゃんもそんな息子を「サトシはここにはおりません。だからもう叱らないで下さい」なんて、
大きな声で庇ってやってくれましたね。
小学校の参観日でも、授業中に振り向いて手を振るのは「ばあちゃん」。
買物に行く時も、手をつなぐのは「ばあちゃん」。全く母親の私は形無しでした。
そんな息子も中学へ上った頃から見事な反抗期。
「ばあちゃん」と甘へた声で呼んでいたのが「クソババア」。
とうとう「死ねェ」なんて酷い言葉まで言い出す始末。
ところが流石私のお母ちゃん、息子に反撃の一言、「そんな事では死ねません」。
あの時息子の顔が少し、嬉しそうに歪んだ事、私は見逃していません。
やっぱり今でも、「おばあちゃん子」ですね。お母ちゃんがあんなに大切に育ててくれたんだもの。
有難う。そしてこれからも、くれぐれもよろしくね。

応募動機 子供は大勢で育てる程、社会性を身につけ、社会の一員としての自覚を持つ事
が早く出来る様になります。それは今の子供に一番欠けている様に思います。家
族、地域、子育て、このキーワードに動かされました。

なつ  み

なな  せ
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