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 手紙･メール ❶小学生の部

最優秀賞　宮崎県　新納 愛菜さん　小学5年生

「たん生日の手紙」

 優秀賞　埼玉県　君嶋 隼斗さん　小学5年生

「ボランティアをするおじいちゃん」

　私の家では、おたん生日の時に家族みんなから手紙のプレゼントがあります。今年のたん生日、一
歳の妹はいろんな色で丸や線を描いてくれました。お兄ちゃんは私の名前を文字ったすてきな詩を
作ってくれました。お父さんはいつもありがとうというメッセージをくれました。お母さんは私のい
いところをなんと百個も書いてくれました。人に優しいところ、にこにこ笑顔、陸上を頑張っているね、
妹のお世話助かります…と百回ほめてくれました。読むたびにほっぺたがゆるみます。笑顔がとまり
ません。うれしいうれしいお手紙でした。私にはこんなにいいところがあるのかと、自分では思いつ
かないことをお母さんはたくさんたくさん書いてくれました。
　「言葉の贈り物」は人を元気にしてくれます。私も家族からの心のこもった手紙でとびっきりハッ
ピーな気分になりました。家族はいつも自分のことを見ていてくれます。今度は、私がお父さん、お
母さん、お兄ちゃん、妹のいいところ探しをして言葉のプレゼントをしようと思います。

　ぼくのおじいちゃんは、安心、安全、ボランティアをやっています。ボランティアさんのおかげで
下校であぶないめにあわないで、安心して帰れます。ぼくの地域では、台風の日には、ボランティア
さんには学校へのむかえはお休みしてもらっていいことになっています。その理由は、台風の日には
だいたい親が心配して学校まで車でむかえに行ってしまうことが多いからです。けれどぼくは台風の
日におじいちゃんが学校までむかえに来てくれているのを見たことがあります。なぜだろうと思い、
おじいちゃんに聞いてみたら、「親がむかえに来て子供たちがぬれずに帰ってくれたら安心だけど、
もしむかえに来てない子やいっしょに乗せてもらえない子がいて一人になるようなことがあったら…
と思うと心配だからとりあえず行ってみるんだよ。今日はみんなむかえに来てもらってたからだれも
いなくて一人で帰ってきたよ。」と笑っていました。いつもやさしさをありがとう。

審査員のコメント　●私宅もお正月に皆そろって、それぞれ「今年の抱負を…」はありましたが、お誕生日の家族の手紙のプレゼントの企画には
乾盃！です。（橋本先生）　●うれしいうれしいお手紙でしたね。心のこもった「言葉の贈り物」でとびっきりハッピーな気分になれるあなたが素敵
です。（松田先生）

審査員のコメント　●台風の日は休んでもよいのに、小学校に子どもたちを迎えにきてくれた。「台風なのになぜ？」と問う孫に、祖父は「親
が迎えにこない子どもたちが（雨に）ぬれて帰ったり、一人になったら心配だから」と答えた。祖父の思いを知って感動する筆者の心情が丁
寧に的確な筆致で描きだされた作品である。（内田先生）　●おじいさんの献身的な行為は、帰れない子どもを救うだけでなく、それを見
る子どもの心にも影響を与えるという二重の意味がある。（坂元先生）
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 優秀賞　石川県　岡井 綾音さん　小学3年生

「お父さんお母さんありがとう」

 優秀賞　東京都　晝間 有生子ルシアさん　小学5年生

「お母さんはガミガミ星人」

　わたしの家族は、子ども6人とお父さんとお母さんの8人家族です。きょ年の8月に赤ちゃんが生ま
れたのでお母さんはおせ話や家のし事でとてもいそがしいのに、せい服のボタンがとれた時、ねてか
らつけてくれていて、とてもうれしかったです。
　お父さんは、し事がいそがしくていつも帰りがおそいけど休みの日は、いっしょにあそんでくれた
り、しゅく題も教えてくれます。じゅぎょうさんかんにも、し事を休んで見に来てくれて、すごくう
れしいです。赤ちゃんが生まれる時、お母さんが入いんしている間休んで、ずっといっしょにいてく
れたので、さみしくなかったです。これからは、お手つだいをたくさんして、お父さんとお母さんに
らくしてほしいです。大きくなったら、お母さんみたいになって、お父さんのようにやさしいひとと
出会って、かわいい子どもをたくさん生んで、大切にそだてたいです。これからは、お手つだいがん
ばるね。いつもありがとう。

　「ばあば、危ないじゃない。よく前見て歩いて。」
　「ばあば、よく噛んで食べないとだめよ。」
　私のお母さんはいつもこんな感じ。私はお母
さんがおばあちゃんにガミガミ言うのを聞くと
かわいそうになる。でも、私と弟には
　「ばあばに優しくしなきゃだめでしょ。」
と言うのだ。矛盾している。
　私はおばあちゃんの家が大好きだ。なぜなら、
お母さんのガミガミがなくて静かだからだ。あ
る日、お母さんの小言のことをおばあちゃんに
言った。すると、おばあちゃんは嬉しいことを
聞いたような、くしゃくしゃっとした泣き笑い
のような顔になって

　「それは、私を心配してくれてるんだよ。自慢
の娘よ。よく見ててごらん。」
　私はびっくりした。あんなガミガミ星人のど
こが自慢なんだろう。でも、お母さんをこっそ
り観察してみると、ガミガミ言ってるけれど、
目は笑っていた。そして、おばあちゃんの手を
引いて、いつもそばにいる。もしかしたら、お
母さんはおばあちゃんのことが大好きなのかも
しれない。お母さんが私を見つけて言った。
　「ばあばに優しくしなさい。」
　私は初めて答えた。
　「うん。」

審査員のコメント　●新しいきょうだいの誕生を素材にしながら、淡々と家族の絆をまとめています。家族が増えることで両親の役割を
間近に見て、自分の将来の家族像を描いている。（明石先生）　●高級下宿人と呼ばれていた私の若かりし頃の父親像との差にただただ頭
が下がるのみです。ボタン１つにしても、子どもはちゃんと見ているのですね！参りました。（橋本先生）

審査員のコメント　●ガミガミ星人の母を、大好きなおばあちゃんは「自慢の娘」と言っている。よく観察してみると、お母さんはおばあちゃ
んの手を引いて、いつもそばにいる。母と祖母の間に通いあう愛情とあたたかな思いやりに気づく筆者。母への心情の変化を見事に表現
していて、素晴らしい。読む者の心に響く作品である。（内田先生）　●あなたがお母さんの大切な娘であるように、ガミガミ星人だと思っ
ていたお母さんは、ばあばの自慢の娘なんだね！（松田先生）
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 優秀賞　宮城県　髙橋 鈴佳さん　小学5年生

「じっちばっぱへ」

 優秀賞　宮城県　山内 道基さん　小学4年生

「家族は、大切」

　2011年3月11日、東日本大震災があったね。あの日は、
ぜったいに、忘れられない日だね。
　あの日、自分は、学校にいて、お母さんお父さんお兄ちゃ
んに会えなくて、すっごい、こわかったよ。でも、お母さんが、
むかえに来てくれて、すこしはあんしんできた。けど、じっ
ちとばっぱは、海に近い場所にいたから津波が来ると思う
と、とてもこわくて、じっちとばっぱのこともすごく心配だっ
たよ。
　お母さんと一緒に、寒い雪のなか、サイクリングロード
を必死に走ったんだよ。家についても、辺りにだれもいな
くて、えっくの家に、行ったら、まだ家にいたから安心し
たよ。
　イオンに、お母さんの友だちと二泊して、だれのケータ
イにもつながらなくて、三日目に家に帰ったら、お父さん
が来て、そのときはすっごくうれしかったよ。でも、じっ
ちとばっぱが心配だったよ。一週間くらいたったとき、やっ
と、みんなに会えたね。みんな、無事で、そのときは、やっ

と安心できたよ。でも、じっちは、すずの大好きな、うど
んや、ラーメンなどを作っていた、仕事場を失い、ばっぱ
は、自分が生まれ育った大切な、自宅を失ってしまい、じっ
ちとばっぱが、一生消えない心の傷を、ずっと、せおって
いると思うと、自分も、悲しい気持ちになっていたよ。そ
れでも2ヵ月間私の家に、いとこの、お姉ちゃん、おんちゃ
んといてくれて、うれしかったよ。
　じっちは、すごく優しいから、毎日早起きして、いつも
どおりのじっちで、安心したよ。
　ばっぱも早起きして、みんなを、笑顔にしてくれてたね。
みんな、命だけでも助かってよかった。
　じっち、七十才すぎてから、よそで仕事をするようになっ
て、すずはすこし心配です。だから、無理はしないでくだ
さい。
　ばっぱ、いつもおいしい料理を作ってくれてありがとう。
すずはばっぱの笑った顔が、大好きです。
　二人とも、いつまでも元気でいてください。

　ぼくの家は、海が近いので三月十一日のとき地しんがきて、ぼくは、家にいたので、つ波をぼくは、
見たので、すごくこわかったです。家には、家族全員いました。つ波が家の中に入ったので、お父さんが、
「屋根にあがれ」
と言ったので、みんなで屋根に上りました。雪がふっていたので、ふとんを持ってみんなで温まって
いました。ふだんいないお父さんがいて、とても心強かったです。
　水が引かなかったので、何日か家の二階にみんなでいました。その時は、食べ物をみんなで分けあっ
て助けあいながら助けがくるのを待っていました。家族がいて安心しました。
　自えいたいに助けてもらってすごく安心しました。その後もひなん所にいました。
　この地しんを体験して家族がいたから色々なこんなんものりこえられたと思います。家族がいたか
ら、苦しいときも悲しいときもいっしょにがんばれました。今家族全員で、笑ったり泣いたりけんか
したりできることがとてもうれしく思います。ぼくにとってとても大切な家族です。

審査員のコメント　●孫から見た視線がよく描かれています。大震災の打撃を大家族、それから親戚が一丸となって支え合っている姿も
よく描かれています。（明石先生）　●大震災に遭遇した祖父母のことを想い、案じる気持ちが痛切に伝わってくる作品である。（坂元先生）

審査員のコメント　●大震災によってもたらされた厳しい状況を家族で乗り切るさまがリアルに描かれ、家族の大切さが説得力を持って
伝わってくる。（坂元先生）　●家族がいたから、苦しいとき悲しいときも一緒にがんばれたんだね。勇気がでるね。（松田先生）

❶小学生の部
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　中学2年生の春、姉の下宿先が決まった。家族
総出で引っ越しの準備をした。姉は一人暮らしが出
来ると喜び、私も家族もそんな姉を見ていて嬉し
かった。下宿先への荷物の運搬が終わり、部屋が
一通り綺麗になったところで、父と姉は買い物に出
掛けた。残された母と私と妹は二人の帰りを待つ。
突然、母が姉の愛用する手帳に何やら書き始めた。
それは、姉への心配と愛情が綴られた文章だった。
母は泣いていた。妹は母の背中をさすり、私は抱
きしめてあげることしか出来なかった。
　姉を家から遠く離れた場所へ置いて車は発車し
た。手を振る姉が段々小さくなる。姉の姿も見え

なくなると、暗闇の車内では父の啜り泣く声が聞
こえ、続いて母もまた泣いた。滅多に泣かない二
人の顔を私は見ようとは思わなかった。しばらくす
ると、私の頬にも涙がこぼれた。泣きたくはなかっ
た。こんな時こそ、次女は両親を支えてあげなけ
ればいけないのに。妹が顔を撫でてくれて余計に
涙が溢れた。
　姉も今頃、こんな風に泣いているのだろうか。
　妹も本当は泣きたいのではないか。
　家族と離れるのはこんなにも辛い。
　近くにいないということがこんなにも悲しい。
　家族の大切さは何よりも大きく、重いのだ。

❷中 ･高校生の部

最優秀賞　佐賀県　浜中 彩代さん　高校1年生

「家族の大切さが生む感情」

 優秀賞　愛知県　濱田 優花さん　高校１年生

「地域の一員として」

　私は住んでいる地域に愛着がない。父が転勤族の為、どこか地域に溶け込めず、途中入会の子供会
もすぐ辞めてしまった。声を掛け合う地元の人達を横目に、両親だけを頼りに生きてきた。しかし
今秋の豪雨で、地域一帯が冠水した時のことだ。水の中を恐る恐る歩む私に「そこは段差があるから
気をつけて。」「後ろから車来るよ！」「一本西の道が水位低いよ。」と行く先々で声が掛かった。あぁ、
この声。子供を危険から守る為の厳しい声は、いつだって温かく響いていたじゃないか。「私はここ
で守られ、支えられて育ったんだ。」子供は皆そうだ。後ろを振り返ると、小学生が転びそうになりな
がら歩いている。思わず「手をつないで行こうか？」と声を掛けた。その小さな手を導きながら、頼ら
れているのを嬉しく感じた。私は地域の一員なのだ。今度は私の番だ。私を大切に育ててくれたこの
地域、大好きなこの国の子供達、お母さん達を安心して支えられる存在に、私はなりたい。

審査員のコメント　●普段気にならない存在がこれほど重みのあるモノだ、という実感がうまく表現できている。親のありがたみは亡くなって
からわかる、といわれてきたが、今は、別に住むことでも悲しむ現実を描き、家族の重さを訴えている。（明石先生）　●終末の「姉も今頃こんな
風に・・・」から、ついにこらえ切れなくなり読む人みんなをも泣かせてしまいましたね！（橋本先生）

審査員のコメント　●本音を吐露し、読者を惹きつける。それだけでなく、天災を契機に自分たちがいかに周りの人に支えられて生きて
いるか、をうまく表現できている。そして、将来は周りを支える人になりたい、という愛着を持つに至っている。（明石先生） ●地域の人
によって助けられ、自分自身も地域の一員としての意識を持っていくさまが劇的に描かれている。（坂元先生）
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 優秀賞　岐阜県　岡田 健人さん　高校1年生

「カッパ」

 優秀賞　静岡県　豊泉 綾香さん　高校２年生

「お母さんパワー」

　その日は、朝から空がどんより曇っていていつ雨が降り出してもおかしくない天気でした。母はい
つものように朝五時に起き、僕も合わせて家族の分の弁当を用意していました。今年の僕の夏休みは
多忙でいろいろなことで頭がいっぱいでした。母は毎日自分に忘れ物はないか出発する前に聞いてき
ました。その日は部活動と文化祭の準備で一日中、学校にいました。帰る時、僕は突然豪雨にあいま
した。ついてないなぁと思いつつ、かばんからタオルを取り出そうとしたら奥の方から、自分が用意
して持ってきたおぼえのないカッパが出てきました。この時、僕は母がどれだけ自分のことを考えて
くれているか感じました。疲れた身体とは裏腹に、心は弾むような気持ちで溢れていました。家に帰り、
「ただいま」と言った自分に母はただ「おかえり」と言って温かい夕食を出しました。僕はその日、母に
「ありがとう」とだけ言ってまた次の日をむかえました。

お母さん。
お母さんはすごい。
嫌なことがあって落ち込んでいると、すぐに気
がついてくれて、「大丈夫？」と心配してくれる。
毎日、仕事で大変なのに、家に帰って来たらす
ぐにご飯の支度をして、いつも美味しいご飯を
作ってくれる。
寝るのは誰よりも遅いのに、起きるのは誰より
も早くて、私たちのお弁当や朝ご飯を作ってく
れる。休んでる姿なんてあまり見ないのに、い
つも元気だ。どこからその元気が出てくるのだ
ろうと不思議に思った。

私は「お母さんってなんでいつもそんな元気な
の？」と聞いてみた。すると、お母さんは、「子
ども達のためだと思ってやってるからかな。」と
言っていた。
“お母さん”という言葉は、子どもを産まないと
呼ばれない。だから、きっとお母さんは強いん
だと思った。
きっとお母さんになったらモテる力があるんだ
と思い、いつか私もお母さんにしかない”お母さ
んパワー”を持ちたいと思った。

お母さん、いつもありがとう。

審査員のコメント　●さりげない心遣いは、自分が感謝されるためのものではないがゆえに、むしろ愛情が感じられ、感動的であること
に気づかせられる。（坂元先生）　●かばんからカッパが出てきたときの驚きと心弾むような気持ち、キュンときました。切り取られたシー
ンが鮮やかです。（松田先生）

審査員のコメント　●リズミカルな言葉運びで心に沁みる作品。母は自分にどんなことをしてくれたか、母はどんなふうに接してくれたか、
思い出していくうちに「“お母さん”という言葉は、子どもを産まないと呼ばれない。だから、きっとお母さんは強いんだ」と気付いていく。
母への感謝と敬意の念が見事に表現されている。（内田先生）　●尊敬するお母さんを、当たり前のことばで、奥深く私達を引き込んでい
くような表現が素晴らしい。まさに文豪少女です。あなたもすごい！（橋本先生）

❷中 ･高校生の部
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 優秀賞　東京都　久野 菜摘さん　中学2年生

「地域の人達の大切さ」

 優秀賞　佐賀県　山下 一真さん　中学1年生

「親の本当の気持ち」

　私の弟が事故に遭ったとき、助けてくれたのは祖父母と近所に住む地域の人達だった。去年の八月、
近所で弟が自転車に乗ったまま車に轢かれた。弟は、右足をひどく負傷した。すると、事故現場の隣
に住む近所の人達が祖父母に知らせてくれ、止血もしてくれた。そして泣き叫ぶ弟の側に救急車が来
るまで付き添ってくれた。この話を後になって聞いた私は、その近所の人達に「ありがとう。」と感謝
した。同じ地域に住んでいるのに、それまでは顔や名前を知らなくても私は気にならなかった。けれ
ども、今回のことをきっかけに私は近所にいる地域の人達の大切さに気付かされた。何かあったとき、
本当に頼りになるのは近くにいる地域の人々だ。私はこれから考えを改め、大掃除などの地域の交流
にも積極的に参加しようと思う。そして、多くの地域の人達と顔見知りになりたいと思う。

　ある日弟がお父さんに、「もしぼくが病気になって、お父さんの心臓が必要になって、それをぼく
がもらったら、お父さんが死んじゃうってときぼくに心臓くれる？」と聞いた。お父さんは迷わず、「あ
げるよ。」と言った。ぼくは「えっ」と思った。ぼくだってもちろん弟に死んでほしくはない。でももし
ぼくがそう言われたらためらうだろう。2つあるならまだしも、1つしかないものをあげるなんてそれ
は自分が死ぬことになる。そうなると、たぶんぼくは「あげる」とは言えない。そこで自分もお母さん
に聞いてみた。すると、「もちろん」と言ってくれた。うれしかったが、悲しかった。でもお母さんは「で
もそんなふうになってほしくないな。」と言った。ぼくは涙がでてきた。自分が一番望んだ解答だった
からだ。このときぼくはいつも怒られている母も、本当は自分よりぼくの命を大事にしてくれて、で
もぼくの健康を祈ってくれてるんだと思った。

審査員のコメント　●弟が事故に遭ったときに、近所の人々が助けてくれた。この出来事をきっかけに名前も知らない人々が、親切とい
う彩を帯びて筆者とつながりをもつようになった。地域の人々の絆が結ばれていく心的体験を丁寧に書き綴った作品である。（内田先生）
●日頃気づいていなかった地域の人達のあたたかさを弟さんの事故で目覚まされた貴重な体験ですね！これから倍がえし

4 4 4 4

しましょうね！（橋本先生）

審査員のコメント　●命をかけてもわが子を守ろうとする両親の言葉が描かれており、親の愛情のこの上ない強さを感じさせる。（坂元先生）　
●迷わず「あげるよ」と言える。「もちろん」と答える。親って子どものこと誰より大事に思っているんです。（松田先生）
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最優秀賞　東京都　福田 美也子さん　33歳

「母から「ありがとう」を娘たちに」

 優秀賞　愛知県　三宅 喜子さん　32歳

「おとうさんむかえにいこっか」

癌と告知され数か月たちました。今、あなたたちはどん
な気持ちですか?
私は、晴れ晴れとした幸せな気持ちです。なぜかって、

癌と告知される前と後ではあなたたちのかわいらしさが
一層増したからです。癌の手術後は、「ああ、助かった。
まだ生きるぞ」と思った矢先、腹膜に癌が転移しており、 
5年生存率16%のステージ4を告知されました。その時、
すぐにあなたたちの顔が浮かびました。かわいらしくまだ
無垢なその笑顔を思い出すとなんだか悲しく涙が止まりま
せんでした。ただ、ただあなたたちが成長した素敵な姿を
ずっとずっと傍で見ていたかったからです。
私が癌ということをあなたたちに話をした時、顔色一つ

変えず「大丈夫、今の医療は進んでいるから」と一言。その
一言が勇気を与えてくれた。私は、あなたたちがいなかっ
たらこんな困難を乗り越えていないでしょう。
あなたたちがいてくれたおかげで、手術も抗がん剤治療

も専念できました。
「ありがとう」と言いたい。でも、入院していた時の帰り、

点滴とお腹からつながれたチューブをつけたままの私の姿

をチラッとだけみてエレベーターの扉がしまる直前あなた
たちは泣いていましたね。胸が締め付けられました。
早く元気になって片付いていないあなたたちの部屋を

見て叱咤して、ほったらかしにしている勉強について注意
してあげたい。今は、夏休み。あなたたちと毎日長い時
間一緒にいられることがこんなに幸せだと思いませんで 
した。
今思えば、あなたたちを小さいうちから保育園に預けて

夜遅くまで会えなかった日々を悔んでいます。
残された余生、あと何回あなたたちを叱ってやれるので

しょうか?
あと何回あなたたちのそのキレイな長い髪を洗ってあげ

られるのでしょうか?
私は、あなたたちのおかげで母親にならせていただき

ました。母親って幸せですね。
だって、こんなだめな母親でも「お母さん」と呼んでくれ

る。それだけで私は「生きる」勇気を与えてくれるのだから。
そんな私を見てあなたたちは今どんな気持ちですか?
こんな母親でも幸せでいてくれたらうれしいです。

毎晩仕事で忙しく帰りの遅い夫ですが、たまに早く帰宅できる日、私は２歳半になる娘と駅まで迎えに行きます。
大人の足では10分ほどの距離を、娘は大好きな実のなる木や田んぼ、空にうっすら浮かんだお月様に気を取られ、思い
ついた歌を口ずさみながら夕焼けの道をゆっくり進みます。その隣で私は内心とても心待ちにしているものがあります。
それは・・・
「大好きなお父さんを半日ぶりに見て大喜びで駆け寄る娘と、その姿を見る夫の優しい笑顔。」
私の、いちばんのお気に入りのシーンです。
娘はお迎えに行った翌日からしばらくは、決まって夕方になると
「おとうさんむかえにいこっか」と玄関に向かいます。
迎えに行くとしてもそんなタイミングではありませんので、それがまた可愛いところです。
夕暮れの住宅街を３人で歩きながら思います。
娘もいつか自分で築いた愛する家族と、平凡な日々の中にこそ存在する幸せを感じられる人生を送れますように。と。

審査員のコメント　●涙が止まりません。評価でこんな感傷的な文はおかしい。それでも読む人の胸を打つ。病気でない人でもほんの少しだけ
れども気持ちを共有できる。生きようとするこの強さをもたらしたこの家族に乾杯である。（明石先生）　●癌告知を受けた母から娘への感謝と
惜別の気持ちが痛いほど伝わってくる作品。なんとか癌を乗り越えてほしい！ まだ幼く、可愛い娘さんたちを残して天国に旅立つのは、もうし
ばらく待ってほしい！と、祈らずにはいられない作品である。（内田先生）

審査員のコメント　●お母さんの、お父さんに対するひしひしとした深い愛情を、娘さんを主役にして奥ゆかしく表現されているのがに
くらしいくらい素敵です。（橋本先生）　●平凡な日々の中にこそ存在する幸せを感じられること。その毎日を家族と築いてきたあなたに、
リスペクトです。（松田先生）
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 優秀賞　新潟県　森山　勉さん　77歳

「田んぼアートはふれあい広場」

　今日は地域のふれあいイベント、『田んぼアート』
の七回目の田植えです。五月晴れの下、『ふれあい
広場』に面した四十アールの田んぼは地域の高齢者、
若者、小学校や保育所のチビッ子達、二百人余の人
並みで溢れています。
　中でもチビッ子達は手に手に苗を持って大はしゃ
ぎ、はだしで畦道を走り廻っています。
『おばちゃん、ボク、恥ずかしいけど田植えは初め
てです。ボクに田植えを教えて下さい。』
『あゝいいよ。ホラ苗を三本か四本、指に挟んでね。
そうそう。上手に出来たじゃない。』
　田んぼの中では、全員が一つの大家族です。
　あがる歓声、ひろがる笑顔、地域が大きな輪になっ

た子育ての絆が、結ばれています。
　『ウワーン！』突然、田んぼの中で泣き声です。
　見ると五歳位の坊やが田んぼのぬかるみにはまっ
て、動けなくなってしまったのです。
　『ヨシヨシ、今行くから、じっとしていてね。』
　ぬかるみの中、大急ぎの自治会長さんが坊やを
軽々と抱っこ。無事救出？の一幕でした。
　『坊や、良かったね。』と大家族の祝福です。
　『オーイ、少し早いけどお昼ごはんだよ。』
　頑張ったごほうびは、『コシヒカリ』のお握りです。
どの顔もどの顔も輝いて見えます。
　秋には、『稲刈りで逢いましょう。』が合言葉。
　『田んぼアート』は地域の、『ふれあい広場』です。

審査員のコメント　●地域における人々の交流の情景が目に浮かぶように生き生きと描写されており、地域社会の持つ暖かさを十二分に
伝えている。（坂元先生）　●晴れ渡った青空、田植えを教えてもらったり、自治会長さんが坊やを抱き上げたり。情景が目に浮かびます。
秋が楽しみですね！ (松田先生)

 優秀賞　福島県　松井 義孝さん　54歳

「芋煮会での交流」

25軒で構成する我が団地では、毎年10月に全家族参加の｢芋煮会｣が敷地内の小さな公園で行われます。

　豚汁やお好み焼き等の仕込みから調理まで、全てお父さん達の男性だけで行います。

その理由は、奥様達への日頃の労苦のねぎらいと子ども達の交流時間を団地全体で確保したいからです。

　毎年、いろいろなゲストが訪れます。10年前は中学生だったAさん家の娘さんの赤ちゃんを婆ちゃん達が

奪い合っています。よちよち歩きだったB君は中学校の野球部主将です。現役の小学生は学年を問わずブラ

ンコや鉄棒等で遊んだり、大人の自慢話にお酒の臭いを我慢しながら聞いたりしています。

　家に帰ると娘が、｢Cさんは包丁さばきがうまい。D君は優しい先輩だ｣等と言います。わずか数時間の中で、

子ども達は生きていく上での人との関わり方を体で学んでいっています。地域での子育ての基本は、大人同

士が仲良くし、子ども達の顔を覚え会話することだと毎回実感しています。

審査員のコメント　●ほのぼのとした家族の集まりである。この集まりが地域社会の原型である。父親たちのちょっとした心配りがよい。
今一番求められている地域の絆はこうした活動から生まれる。光が見えてくる一文である。（明石先生）　●地域での子育ての基本は、大
人同士が仲良くし、子ども達の顔を覚え会話する。まさにそのとおりだと思います！（松田先生）
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 優秀賞　三重県　岩谷 隆司さん　71歳

「大人達全員で子育てを」

　昭和二十年代、私の少年時代まだ戦争の傷は癒されておらず、食べるものすら不自由する貧しい時代であっ
たが、どこの子供達も明るく元気であった。
　その頃の子供達は悪戯をよくした。そんな時大人達はどこの子であれ厳しく叱った。良いことをすれば自
分の子のように褒めた。
　子供達は、これからの国を背負っていく国の宝である。二度とこの国を戦争のような過ちを犯させてはな
らない。大人達は、そう思い子育てをしていた。
　子供達は、叱られ褒められ善悪のけじめを身につけ成長した。成長した子供達は、貧しい日本を豊かにす
るため必死で働いた。世界を席巻する高度経済成長を牽引した。
　今、悪戯をする子供を叱れば、その子が悪くても親が怒る。当時は、叱ってくれることに感謝した親であっ
たが、今はそんな親はほとんどいない。子供は次の時代を背負う国の宝である。大人達全員で育てたいと思う。

審査員のコメント　●戦後の復興期の日本の子育てにこそ地域力・家庭力の豊かさがあったことを思い出させてくれる作品。子供達は、
我が子・他人の子の区別なく、叱られたり褒められたりして安心して暮らしていた。今の時代はそんな絆がなくなっている。大人たち全
員で子育てすることを取り戻したいという思いに深い共感を覚えた。（内田先生）　●“子どもは国の宝”・・・戦後の同世代を生きた者と
してくりかえし聞いてきたことばです。今こそあらためて再確認したいものですね。（橋本先生）

 優秀賞　宮城県　小林 弥生さん　38歳

「幸せを育てる」
私が子供の頃、母と父は仲が良くありませんでした。
母は、同居していた父方の祖父母、親戚とも仲が悪かっ
たです。家では毎日、誰かと誰かが大声でケンカをし
ていて、心が休まる時がありませんでした。
母は、自分のケンカで手一杯、父は無関心を装い、
祖父母や親戚は、幼い私まで態度が悪いと責めました。
だれも助けてくれませんでした。誰にも相談できず、
孤独でさみしくて苦しかったです。
高校を卒業してすぐに家を出ました。温かい家庭がほ
しい、でも、私のように不仲の家庭で育った人間は、
子供を不幸にするから、結婚も出産もしてはいけない。
ずっと、そんな風に思い込んでいました。
ところが３０代半ばにさしかかった頃、ご縁があり子
を授かることができました。二人も授かりました。夫

の愛情と協力があり、子供たちは健やかに育ち、私は
とても幸せです。でも、時々不安になります。
暖かい家庭、幸せな家庭を知らない私に、はたして健
全な子育てができるのだろうか？たくさん考え、悩み、
泣き、苦しみました。そして、たどり着いた答えは、私は、
「幸せな家庭」を知らないから、一から真剣に考えるこ
とができる、ということ。
子の幸せはなんだろう？親ができることはなんだろ
う？家族ってなんだろう？
一生懸命考えて、夫と話して、そして、二人の子供た
ちを見守りながら、私たちにとって良い方法を探して
います。幸せな家庭は、最初から「そこ」にあるのでは
なく、日 、々育てていくもの。
これが、私の出した答え、私の幸せ、私の家族の形です。

審査員のコメント　●恵まれない家庭で育つハンディを持ちながら、けなげに生きようとする姿が胸を打つ。｢幸せな家庭は最初から“そこ”
にあるのではなく、日々、育てていくもの｣の一文がすべてを物語っている。（明石先生）　●いさかいの多い家庭で育ち、幸せな家庭を知
らずに育った筆者が、「はたして健全な子育てできるのだろうか？」と悩み、泣き、苦しみながら、辿りついた結論は「幸せを知らないから
こそ、家族の幸せとは何かを真剣に考えることができるのだ」筆者の思いが読む者の心を打つ。（内田先生）
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