
11月19日（日）は「家族の日」

11月12日（日）～25日（土）は「家族の週間」

［ 11月の第3日曜日 ］

［ 家族の日の前後各1週間 ］

平成29年度

写真＆手紙・メール

作 品 集

家族や地域の大切さに
関する作品コンクール



　「子供の育ちを支え、若者が安心して成長できる社会」

を目指し、多様な家庭や家族の形態があることを踏まえ

つつ、生命の大切さ、家庭の役割等について理解を深める

ことが重要です。

　そのため内閣府では、地方公共団体、関連団体を連携・

協力して「家族の日」「家族の週間」を中心に各種行事を実

施し、子育てを支える家族と地域の大切さを呼びかけて

います。

　このコンクールは、「家族の日」「家族の週間」の啓発活

動の一環として、子育てを支える家族や地域の大切さに

関する「写真」及び「手紙・メール」を公募し、優秀な作品を

表彰することにより、家族や地域の大切さに対する理解

と関心を高めることを目的としています。

1

目次

「家族の日」「家族の週間」の概要

家族や地域の大切さに関する作品コンクールの概要

話し合いの“きっかけ”に

「家族の日」「家族の週間」の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
家族や地域の大切さに関する作品コンクールの概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

テーマ①子育て家族の力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
テーマ②子育てを応援する地域の力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6

① 小 学 生の 部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
②中学生・高校生の部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
③ 一 般の 部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15

手紙・メール部門／最優秀賞・優秀賞 受賞作品

●テーマは、子供のこと、家族のこと、地域のこと、そして将来のこと。このコンクールの応募を
　きっかけに、夫婦で、親子で、家族全員でいろいろなことを話し合ってもらうことが目的です。

●応募作品の制作を通して、生命を次世代に伝え育んでいくことの尊さ、かけがえのない家族の
　存在価値、そして誰もが安心して、結婚し、子供を生み、育てることの素晴らしさを確かめ
　合ってみてはいかがでしょうか。

平成
29年度

「家族の日」・・・・・・・11月19日(日) 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  <11月の第3日曜日>

「家族の週間」・・・・・11月12日(日)～25日(土) 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  <家族の日の前後各1週間>

写真部門／最優秀賞・優秀賞 受賞作品
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応募概要

審査方法

賞

審査員

応募資格：小学生以上の者(プロのカメラマンを除く)

平成29年7月1日(土)～10月31日(火)

郵送、電子メール、又はPCサイト(内閣府ホームページ)

写真・・・テーマ①92点　テーマ②28点
手紙・メール・・・応募区分　①小学生の部…326点　②中・高校生の部…820点　③一般の部…62点

募集期間

応募方法

募集結果

応募区分：①小学生の部　②中学生・高校生の部　③一般の部

①子育て家族の力
(子育ての家族のきずな、子供と深める家族のきずな)

②子育てを応援する地域の力
(地域ぐるみやボランティアで子育て支援)

●子育てを家族みんなで支えあうことの大切さ、
　感謝などの思いを伝えるもの

●子育てを社会も応援していくことの大切さを
　訴えるもの

手紙・メール部門

●写真は、募集テーマごとに、最優秀賞1点、優秀賞5点以内
　いずれも内閣府特命担当大臣(少子化対策)表彰

●手紙・メールは、応募区分ごとに、最優秀賞1点、優秀賞5点以内
　いずれも内閣府特命担当大臣(少子化対策)表彰

テーマ テーマ

カメラマン／フォトジャーナリスト

モーハウス代表、
NPO法人子連れスタイル推進協会　代表理事

カメラマン

渡　部　陽　一

　
光　畑　由　佳

中　川　正　子

1.予備審査
予備審査基準
●文章が分かりやすく、読み手が理解できること
●文章の構成にまとまりがあり、訴える内容がはっきりしていること
●子育てを支える家族や地域の大切さに対する国民の関心を
　高めるものであること
●「家族の日」「家族の週間」の趣旨に沿ったものであること
●読み手に感動や感銘を与えるものであること

2.本審査
予備審査で選出された作品を本審査基準に基づいて、
5名の審査員により加点方式で審査いただき、
審査委員会での採点結果をもとに審査しました。
 テーマ性
①募集テーマ「家族や地域の大切さ」に則している
②明るい夢や希望が感じられる
③作者独自の家族観・地域観がうかがえる

  表現力
①テーマを十分に表現し伝えている
②見る人を惹き付ける魅力を備えている
③作品としてのクオリティの高さ
④作品のオリジナリティが伝わってくる

  総合力
①文章が分かりやすく、読み手が理解できる
②構成にまとまりがある
③意味を十分に理解している

1.予備審査
予備審査基準
●親しみやすいものであること
●子育てを支える家族や地域の大切さに対する国民の関心を
　高めるものであること
●「家族の日」「家族の週間」の趣旨に沿ったものであること
●写真と、タイトル及びエピソードの調和がとれていること
●国民に不快感を抱かせるような内容ではないこと

2.本審査
予備審査で選出された作品を本審査基準に基づいて、
3名の審査員により加点方式でまず審査いただき、
審査委員会でその採点結果をもとに審査しました。
 テーマ性
①募集テーマ「家族や地域の大切さ」に則している
②明るい夢や希望が感じられる
③作者独自の家族観・地域観がうかがえる

  表現力
①テーマを十分に表現し伝えている
②見る人を惹き付ける魅力を備えている
③作品としてのクオリティの高さ
④作品のオリジナリティが伝わってくる

  総合力
①写真と、タイトル及びエピソードの調和がとれている

お茶の水女子大学基幹研究院人間科学系　教授

玉川大学教育学部　教授

株 式 会 社 ベ ネ ッ セ コ ー ポ レ ー シ ョ ン
サンキュ！・たまひよ統括責任者

神奈川県立保健福祉大学　准教授
医師・医学博士・公衆衛生修士

ア イ ナ ロ ハ 代 表 取 締 役 ／
ままのわ産後パートナーズ代表取締役

坂　元　　章

大豆生田　啓　友

伊久美　亜　紀

吉　田　穂　波　

渡　邊　大　地

手紙・メール部門

手紙・メール部門

写真部門

写真部門

写真部門
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「お誕生日おめでとう！」
大阪府　岩尾 雄飛さん　29歳

姪っ子の３歳の誕生日を家族みんなでお祝いした時の写真です。撮られるのがあまり好き
じゃない彼女がうっとり微笑んで幸せそう。それぞれ忙しい毎日だけど、こうやってみんなで
集まると楽しくてまた頑張れます。このフレームに、溢れんばかりの笑顔を、もっともっと増や
していけたらいいな。

●渡部委員
写真を見るこちら側が自然と笑顔になります。笑顔は国境を超える！　満ち満ちて、溢れんばかりの笑顔が魅力的。
集中を促す画角の取り方も好感が持てました。
●光畑委員
笑顔と、全員の喜びにあふれた視線で、家族の一体感・幸せ感がしっかり伝わる、圧倒的な力を感じます。
●中川委員
非常にいい笑顔。コンクールのテーマである、家族の良さや大切さがストレートに伝わってきます。

作品のエピソード

審査員のコメント

子育て家族の力テーマ
1

いわお ゆうひ

最優秀賞

写真部門

さとう　　　あかり
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優秀賞

作品のエピソード

「祖母とみづきの夏休み」
東京都　飯田 有希子さん　42歳

私の長女である望月（みづき）は一年生の夏休みに青森県の祖母の家へ遊びに
行きました。祖母の家の庭には沢山のお花が咲き、初めての自由研究は押し花と
決めました。ケンカしながらも祖母に教えてもらい、立派な押し花が出来ました。

●光畑委員
夏休みの実家での一コマで、デジャヴを感じる瞬間かもしれません。昔を
思い出したり、帰りたくなったり、暖かさ・懐かしさを感じます。そんな中に
も、押し花に対する真剣さが伝わってくるのがいいですね。
●中川委員
誰しもが持っている子供時代の夏の思い出を思い起こさせる１枚です。お
そらく撮影者が子供だった頃も同じように母と押し花を作ったのではない
かと思われ、同じ遊びを三世代で受け継いでいく良さを感じました。

審査員のコメント

いいだ ゆきこ

「家族の思い」
千葉県　黒須 俊夫さん　70歳

●渡部委員
キャプションが入ることによって、周りの皆様が深い愛でつながっ
ていることがよくわかり、感動的な1枚になっていると思います。
●中川委員
撮影者の気持ちがとても伝わってくる写真です。狙って撮影したの
ではなく、感動的な気持ちが高まって、自然とシャッターを押され
たのだと感じました。

作品のエピソード

審査員のコメント

介添人として姉の名が告げられると会場は感動の拍手に包まれた。
感涙にむせぶ母親、照れ隠しにスマホで撮る父親、障碍者の姉、医師
になる夢を実現した新郎。
そんな家族の強い絆を、伯父として誇りに思う。

優秀賞
くろす としお

優秀賞 「『見守る未来』」
石川県　大山 由子さん　42歳

子どもたちの新しいスタートの日。
子どもの成長の姿に喜びを感じながら、これからの未来を楽しみに見
守る両親。
満開の桜の木の下での微笑ましい家族写真です。

●渡部委員
入学式らしく、弾けんばかりの希望の一歩。遠近感や、斜面のアン
グル、バックの桜を含めて、新しいスタートに相応しい1枚に仕上
がっています。
●中川委員
家族の笑顔がとても良い写真。希望にあふれたお子様の笑顔と、
特に後ろから見守る父の目線が温かく、印象的です。

作品のエピソード

審査員のコメント

おおやま ゆうこ



優秀賞
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子育て家族の力テーマ
1

「夏の１ページ」
東京都　牧野 美奈子さん　42歳

スイカを食べたいと言う子供たちのために、おじいちゃんがスイ
カを買ってきてくれました。早速割ってみようということになり、
庭でスイカ割りが始まった時の写真です。

●渡部委員
スイカ割りを見守っている、お母さんとおにいちゃん？　目隠しをし
ているおじいさん。ワクワク・ドキドキの始まりがよく伝わってくる１
枚です。
●光畑委員
スイカ割は夏休みの一大イベント。でもその中にも、「思わずクス
リ」となる面白味のある味わい深い１ページです。

作品のエピソード

審査員のコメント

優秀賞 「『ひいばあちゃん、笑って。』」
徳島県　根木屋 友子さん　39歳

１年前の娘の３歳（今は４歳）の誕生会の一場面。
一緒に祝ってくれた９７歳（今は９８歳）のひいばあちゃんに面白い顔を
して楽しませようとしている様子です。孫たちが大好きなやさしいおばあ
ちゃんです。

●渡部委員
対比の妙！ひいばあちゃんと孫、笑顔と変顔。ずばりテーマに相応
しい1枚です。
●光畑委員
ひいばあちゃんと小さい子供（ひ孫）の対比が面白く、写真の向こ
うに、四世代の繋がりや温かさを強く感じられます。

作品のエピソード

審査員のコメント

ねきや ともこ

まきの みなこ

写真部門
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「子ども素隠居参上！」
岡山県　森岡 雅和さん

倉敷美観地区の春祭り。児童クラブの子どもたちが、地域の人達と作った「じじ」「ばば」の面を
被り素隠居となって、まちに飛び出します。うちわで頭を叩かれると健康になると伝えられます。
さあ、福を授けに行くぞ！

●渡部委員
敢えて斜めの構図を取ることで、子供たちの勢いや「飛び出し感」がしっかり感じられます。お祭りを通しての、地域のまとまり・一
体感のようなものも伝わってきます。お兄ちゃんからぼくちゃんまで、一生懸命、団扇を振る姿も含めてとても素晴らしい。
●光畑委員
子どもたちの勢いや「おまつり感」がしっかり伝わってくる一枚。子供たちが駆け回る街の雰囲気や、地域の祭りの魅力、一体感
が感じられます。
●中川委員
写真にとても勢いがあります。見る者に子供時代のお祭りの記憶を思い起こさせるようです。斜めに撮影したアングルといい、撮
影者も楽しんでお祭りに参加している昂揚感が伝わってきます。

子育てを応援する地域の力テーマ
2

作品のエピソード

審査員のコメント

もりおか まさお



子育てを応援する地域の力テーマ
2
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写真部門

優秀賞

作品のエピソード

「切り株でひと休み」
東京都　岡本 さぎりさん　46歳

保育ママをしてる私の元に来てくれているお子さんとのお散歩の風景です。沢山
歩いて、休憩に座る場所を探しているとピッタリの切り株がありました。初めての
タンポポの綿帽子に興味津々。すっかり虜になったところのひとコマです。

●渡部委員
綿帽子に夢中になる子供たちの表情に惹かれます。偶然かもしれません
が、背景に鉄道やトラックが走っていることも含めて、色々なストーリーを
思い浮かべさせられ、構図的にも面白い１枚です。
●光畑委員
都会の中でも、小さな自然を子供たちに伝えたいという保育ママの愛情が
感じられます。また、しっかり歩いたにも関わらず、タンポポの綿帽子に夢中
になる子供たちの表情もいいですね。

審査員のコメント

おかもと

優秀賞

作品のエピソード

「真剣」
岐阜県　大島 誠さん　68歳

小学生対象（参加者２０名）の２泊３日。野外体験の１つで、流しソーメ
ンに使用する、マイ器を各人が竹でノコギリなどを使って、ボランティア
さんと一緒に作る真剣な顔の姿です。

●渡部委員
鋸を引いている真剣な表情と、それを見守るボランティアさんの笑顔との表
情対比が素晴らしい。写っている二人以外にも竹を支えている人も含め、
みんな真剣。鋸の一引き、一引きに地域の温かさが伝わってくるようです。
●中川委員
夏の思い出の一コマ。撮影者の方が一生懸命に撮影しているところも良い
ですね。真剣さのぶつかり合いです。

審査員のコメント

おおしま まこと

優秀賞

作品のエピソード

「アットホームな結婚式」
大阪府　荻野 安友実さん　26歳

氏子としてお世話になった神社。歴史ある神社だけど、28年ぶり２回目の結婚式
ということで、地域の方が心を込めて準備をされた！ 結婚式を知った地元の方
がお孫さんと折った折り鶴で、居合わせた方 と々一緒に祝福！ 地域はいくつに
なっても子どもの成長を見守り続けている。

●渡部委員
地元のみんなで結婚式をお祝いする様子がよく伝わってきます。これからの二人を、
未来のお子様まで含めて、地域でお迎えをする温かい関わりが感じられます。
●中川委員
新郎新婦が落ち着いた雰囲気で、深読みかもしれませんが、地元を大切に思い、敢え
て地元に縁のあるこの神社を選んだのではないか、と感じさせます。普段着の地域の
方々がお祝いに参列しているのも良く、こういう地域で子育てをしたいと感じさせる点
も含めて良い写真です。

審査員のコメント

おぎの あゆみ
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優秀賞 「さいたま子ども食堂・恒例の変顔記念撮影」
埼玉県　本間 香さん　57歳

●光畑委員
写真全体から溢れんばかりのイキイキ感と一体感が伝わってきま
す。変顔と皆様の温かい思いに満ちた１枚。
●中川委員
子ども食堂の明るい雰囲気の良さを感じます。楽しそうな様子を
見ていると、地域の活動として応援したくなりますね。

作品のエピソード

審査員のコメント

「思いっ切り変顔してみよう！」と提案。みんなは笑顔で面白い顔をして
くれました。以来、回を重ねるたびに変顔大賞も決めて大笑いしあいま
す。「家で変顔の練習してきたよ！」「ママの変顔凄いんだよ！」こんな会
話も飛び出る、【さいたま子ども食堂】は、毎回大笑いの渦です。

ほんま かおり

優秀賞

作品のエピソード

「おじいちゃんもどうぞ」
新潟県　向井 和代さん　33歳

●渡部委員
お菓子を受け取る、おじいちゃんの表情が非常に素晴らしく、何気ないこの瞬間を捉
えたことを押したいと思います。また、この空間にお子様を預けておられるお母様の安
心感も一緒に伝わってきそうな、三世代交流が感じられる温かい写真です。
●中川委員
おじいさんの表情がとても良いですね。せかせかしておらず、ここに居る間は、ママも
ほっと一息つけるのではないでしょうか。

１才の子どもたちが、おじいちゃんたちに「いっしょに食べよう」とお菓子を配っているところ
を撮影しました。地域のお年寄りが集まって、おしゃべりや食事を楽しむ『西蒲の茶の間』に
は、小さな子どもたちや子育て中のママたちも集まります。ゆったりとお茶を飲みながら、子
育ての大先輩たちからお話を伺ったり、子どもたちはたくさんのおじいちゃんおばあちゃんに
ひ孫のように可愛がって遊んでもらったりしてみんなにこにこ大満足の居場所です。

審査員のコメント

むかい かずよ



優秀賞

9

小学生の部1

「仲良し三兄弟」

●伊久美委員
仲良し三兄弟。タイトルを一目見た瞬間、幸せな気持ちになりました。しかも、お父さままで仲良し三兄弟だなんて！徳郁くん、お父さ
んを「まね」して、大きくなっても竜玄くん、ひょう吾くんと仲良し三兄弟でいてくださいね！
●大豆生田委員
徳郁君が自分の弟をとても愛おしく思っていることがよくわかります。そして、お父さんも同じ三兄弟で、やはり仲良し三兄弟であるこ
とと重ねてみることで、三兄弟の仲良しの未来も見えてきますね。リズム感があり、とても面白い文章です。

審査員のコメント

　ぼくには、弟が二人います。小学二年生の竜玄
とは、野球をしたりゲームをしたりします。四才
のひょう吾は、ぼくの遊びをまねします。遊びだ
けでなく、ぼくが悪い言葉を使うと、その言葉も
まねします。床にね転がってテレビを見ている
と、それもまねします。だから、ひょう吾がおこ
られていると、ぼくがおこられている気がしま
す。ケンカもするけど一緒にいることがあたり
前の弟達です。

　ぼくのお父さんも三兄弟です。お盆におじさ
んたちと会うと、お父さんもおじさん達と一緒
に話をして笑ったり冗談を言ったりして、楽し
そうにしていました。いつもはちがう家にいる
けど、お父さんとおじさん達も、ぼくたち三兄弟
と同じくらい、仲良し三兄弟なんだなと思いま
した。
　大きくなってもぼくは弟たちと三兄弟でいた
いです。

秋田県　根本 徳郁さん　小学5年生

「食事の大切さ～おばあちゃんへ」

●伊久美委員
おばあちゃまのベッドのまわりに集まるご家族の笑顔が、目に浮かぶようでした。最期までご自宅で過ごせたのですね。おばあちゃま
は、とても幸せだったと思います。家族が支え合う素晴らしさが伝わり感動しました。
●渡邊委員
「おばあちゃんの大好きなものは私も大好き」というところが強く印象に残りました。孫の立場から介護が幸せだと思える、強い絆で
結ばれた家族が目に浮かびます。温かい読後感の残る作品でした。

審査員のコメント

　もっとおいしいものを食べたかったっておば
あちゃんは言っていましたね。手術でおなかに
管を作ってからは、経管栄養と、ゼリーのように
やわらかいものを口から少しだけという食事。
入院中のおばあちゃんが、食べる楽しみがなく
なっていき、食べられなくなっていく姿はとて
も悲しかった。おばあちゃんもつらかっただろ
うな。私たち家族は、看護師のお母さんを中心
に、おばあちゃんを家で看護することを決めま
したね。夕食の時間に家族みんなでおばあちゃ

んのベットの回りに集まり、おばあちゃんを囲
んで食べる食事はみんなニコニコ。毎日がすて
きな時間でした。おばあちゃんの大好きなもの
は、私も大好きだったね。食事を口からとること
は当たり前ではないことを初めて知りました。
　おばあちゃんの介護から改めて、家族みんな
とのかけがえのない時間を、幸せに思うことが
できました。天国でも、ずっと見守っていてね。
大好きなおばあちゃん。

栃木県　赤羽 陽菜さん　小学5年生

最優秀賞

手紙・メール部門

ねもと のりふみ

あかばね ひなの
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「わたしの仕事」

●吉田委員
子どもは、家族の中で役割を与えられると、嬉しくて、張り切って、自己価値観が高まるのだということが、素直に感じられました。
●坂元委員
祖父と孫の間の温かい関係が伝わってくる、ほのぼのとした作品です。家族の中で役割を果たしていくことが、子供の自己肯定感を
高め、幸福な気持ちをもたらしていくことを示唆する作品でもあります。

審査員のコメント

　わたしには、大切な仕事があります。それは、
おじいちゃんの薬を曜日ケースに入れることで
す。家族からは、「おじいちゃんの薬ざいしさん」
と、よばれています。家では、ほかにもお母さん
のお手つだいなどあるけれど、おじいちゃんの
薬入れが一番すきな仕事です。
　おじいちゃんは、三年前に心ぞうの手じゅつ
をうけました。のんでいる薬は、そのためです。
だけど、とても元気です。いつも、虫やしょく物
や魚について教えてくれたり、トランプやオセ

ロで遊んでくれます。おじいちゃんといると、と
ても楽しいです。大すきです。
　わたしが薬を入れてあげると、おじいちゃんは、
「さな、ありがとえー。これでまた、一週間わすれ
んとのめるね。」
と、よろこんでくれます。
　わたしは、おじいちゃんに、ずっとずっと元気
でいてほしいので、これからも「おじいちゃんの
薬ざいしさん」という仕事をつづけようと思い
ます。

富山県　塚原 咲那さん　小学3年生
つかはら さな

優秀賞 「ひいばあちゃん、おばあちゃん野菜大好き」

●吉田委員
ひいおばあちゃんとおばあちゃんが大好きな気持ちがにじみ出ていますね。孫である自分が自分の役割を果たすことで家族のために
役立っているのだという自己肯定感や、家族の中で感謝の循環が生まれているというところに感動しました。
●大豆生田委員
本当は人参が嫌いだけれど、ひいばあちゃん、おばあちゃんが育てる人参は食べられるといういおりちゃん。いまでは少なくなった四
世代家族の中で愛情いっぱいに育てられることがどれほど大きな感謝の気持ちをもたらすかが伝わってくる作品です。

審査員のコメント

　毎日、子どもたちが、学校に行っているあい
だに、ひいばあちゃん、おばあちゃん、おいし
いおいしい野菜を育ててくれて、ありがとう。
私のきらいな食べ物は人参だけど、ひいばあ
ちゃん、おばあちゃんが育てる、愛情いっぱい
の人参は、食べられるよ。たまに、私も畑仕事
を手伝う時があるけど、ひいばあちゃん、おば
あちゃんが、「ありがとう。手伝ってくれて、あ

りがとう。」と、何回も言ってくれるとうれし
いよ。本当は、私がおいしい野菜を作ってくれ
てありがとうと言いたいのに、と思うよ。ひい
ばあちゃんは、足がいたいと言うものの、畑仕
事をがんばっているね。それを私が、ずっと見
ています。ひいばあちゃん、おばあちゃん、お
いしい野菜を作ってくれてありがとう。私は、
もりもり食べたいと思うよ。

福井県　田中 伊織さん　小学5年生
たなか いおり
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小学生の部1手紙・メール部門

「お父さんの仕事」

●渡邊委員
普段は表に出さない家族だけの会話をのぞき見したようで、たいへん面白く読ませてもらいました。お父さんのセリフが一度も出てこ
ないところも内緒話のような雰囲気がよく出ていて巧みです。著者には、ぜひ将来、お父さんを“助けて”あげてほしいです！
●大豆生田委員
大好きなお父さんが仕事でうまくいかないことへの切なさと、そのお父さんを助けたいという強い思いが伝わってくる作品です。
お母さんからの「早死にしてしまう」「ストレスがいっぱい」という言葉がその現実感を率直に伝えています。

審査員のコメント

　ぼくが家族で一番好きな人は、お父さんです。
なぜかというと、一生けんめい仕事をして、ぼくたち
を育ててくれているからです。
　ぼくのお父さんは、アルミを買ってもらう仕事で
す。なので、お客さんが「いらない。」と言ったら買って
もらえません。お父さんが、家へ帰ってきた時、時ど
き元気がないのは、お客さんに「いらない。」と言われ
た時かなぁと、ぼくは思います。
　

お母さんも
「お父さんは早死にしそう。」
といいます。ぼくが
「どうして。」
と聞くと、お母さんは
「お父さん、ストレスいっぱいだから。」
といいます。
　ぼくは大人になったら、お父さんの手伝いをして、
お父さんを助けたいです。

福井県　刀祢 大悟さん　小学3年生
とね だいご

「大変だけど私の大切な役目」

●吉田委員
赤ちゃんの存在は、周囲のたくさんの人の視点を変え、優しい気持ちにさせます。年下の子を大事に思う気持ちがはぐくまれたという
だけでなく、お母さんの力になれたことが嬉しいんですね。めいさんの成長が楽しみです。
●渡邊委員
弟の面倒を見るのがいやではなくなった、という体験――子育ての充実感を得るのは大人でも難しい中で、6年生にしてその成功体験を得
られた著者のなんて羨ましいこと！親に褒められるのは魔法の言葉のように効くのだと、親である自分を顧みるきっかけをいただきました。

審査員のコメント

　私には、九月に生まれたばかりの弟がいる。弟
が初めて家に来たとき、家族のおもちゃになっ
た。みんな、順番にだっこしたり、ミルクをあげ
たり。でも、最近、私の四つ上の兄は、夜おそくに
帰ってきて、お父さんも帰りがおそく、弟のめん
どうを見るのは、私とお母さんだけになってし
まった。
　いつも、お母さんがミルクを作っている間は、
私が弟をだっこしていなくちゃいけなくて、弟
が泣くと、二階にいる私をお母さんが、「めい

ちゃーん、ちょっとだっこしててー。」と言って、
私を呼ぶ。私が、ねようとしているときも、弟は
泣き、お母さんがあやす。
　お母さんが、電話で話しているとき、聞こえて
しまったのだが、「いつも私が学校から帰ってく
ると安心する」と言っていた。私は、なんだかう
れしくなった。今までいやだと思っていた、弟の
めんどうを、今ではとても楽しくなった。だか
ら、弟のめんどうを見るのは、大変だけど、私の
大切な役目になった。

福井県　林 めいさん　小学6年生
優秀賞 はやし
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中学生・高校生の部2

「ボクの家族」

●渡邊委員
著者以外の登場人物が直接登場していないのに、家族がお互いになくてはならない存在であることを強く感じました。自分の存在意
義やルーツを追求し始める十代後半特有の思いが、親しみやすいエピソードで語られる、オリジナリティの高い作品だと思います。
●大豆生田委員
皿洗いや洗濯などの家事を手伝う僕。その家事の大変さを通して、家族の存在がいかに自分にとって大切で愛おしい存在であるか
をテンポよく語る完成度の高い作品。そんな「僕の日々」が「家族なしではつまらない」という言葉にぐっときます。

審査員のコメント

　水曜日の夜、僕は家族みんなが使った皿を洗
う。ベタベタするし、少しにおう。僕は好きな音
楽なしでは皿洗いを続けられない。そんな皿洗
いを母さんは週6やる。
　土曜日の朝、僕は家族の服を干す。夏はとても
暑いし、冬は手が死にそうになる。僕は好きなラ
ジオなしでは洗濯干しを続けられない。そんな
洗濯干しを母さんは週6でやる。
　部活の送迎の時、父さんは好きなイギリスの
バンドの曲を流す。まだまだ、勉強不足で歌詞の

意味は分からないが僕はその曲が好きだ。その
曲なしでは毎週水曜日の皿洗いは乗り超えられ
ない。
　六つ上の兄はラジオを聴いていた。なんか
カッコつけてるなと思っていた。今では、毎週土
曜日の洗濯干しの時、兄が教えてくれたラジオ
なしでは乗り超えられない。
　そんなにゆるくはない僕の日々、家族なしで
はつまらない。僕は家族にどんな影響をあたえ
られるのだろう。

沖縄県　知念 駿さん　高校3年生
ちねん はやお

優秀賞 「『父の背中』」

●吉田委員
お父さんが頑張って、こんなに明るい家庭を作っていることが励みになりました。お弁当やお迎え、笑顔のエピソード、どれひとつとっ
ても素晴らしく、男の子に「自分もこんな父親になりたい」と思わせるお姿を、同じ親として尊敬してしまいます。
●坂元委員
母親を亡くし、父親に育てられた高校生が切 と々感謝を述べています。父親の人格は温かく立派であり、筆者による感謝や尊敬を説
得力あるものにしています。父親だけでなく、「父、母に感謝しています」という末尾の文には感嘆しました。

　私が六歳の時、母は病気で急死しました。母
と話した最後の時を私は今でも忘れられませ
ん。小さいころから母を亡くした私は、母の日
や学校で行われる行事、お母さんと仲良くして
いるほかの家族を見ると、うらやましくて、さ
みしくてしかたがありませんでした。ですが、
そんな気持ちを無くしてってくれたのが父で
した。父は男手一人で私と姉を育ててくれまし
た。私のさみしさに気づいた父はその日からい
つも笑顔で接してくれて、私のさみしさはいつ
のまにか消えました。

　小さいころから、ゴルフや空手、そして今も
続けている野球などやりたいことはなんでも
やらせてくれました。いつも夜遅くまで仕事を
し、弁当を作ってくれたり、車でおくりむかえ
してくれたり、絶対毎日つらいのに私の前では
いつも笑っています。私はそんな父の姿を見
て、自分もこんな父親になりたいと思いまし
た。私を産んでくれた、父、母に感謝していま
す。ありがとう。

山形県　志鎌 蓮さん　高校2年生

審査員のコメント

しかま れん
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中学生・高校生の部2

優秀賞 「母さんへ」

●坂元委員
母子家庭の境遇で育ち、障害を有している高校生が母親に宛てた手紙であり、母親に対する深い感謝の念がひしひしと伝わってく
る作品です。「文句があります。僕にも親孝行をさせてください」以下の一節は感動的であり、胸を打ちます。
●渡邊委員
登場する母親はすべてを自分で背負っているようですが、子である著者の目を通すことで、より一層「支え合う」ことの大切さを感じさ
せます。感謝と文句（笑）は表裏一体の関係にあるんだと気付かされる素敵な作品でした。

審査員のコメント

　突然だけどごめんなさい。僕はそんなに器
用な方ではないので、色々、感謝とか文句とか
うまく表現できないです。でも、たくさん伝え
たいのです。
　まず、ありがとうございます。僕が小学校４
年生の頃、父さんと離婚してから今まで僕を
育ててくれた事や障害ある僕を奇異の目で見
ず、障害を理由に何をあきらめようとした時、
「あきらめるんじゃない！他の人みたいに手
と足と頭がついてるんだから、ただ人より努

力が必要なだけだよ」といつも言ってくれた
事、本当に感謝してもしきれないです。
　そして文句があります。僕にも親孝行させ
て下さい。母さんに親孝行できる隙がありま
せん。どうしたらいいですか、このままだと親
不孝者になってしまいます。お願いですから
もっと家事、料理を僕に教えて任せて下さい。
頑張りますから、これからももう少しお世話
になりますが、親孝行もしますので、よろしく
お願いします。

北海道　釣谷 悠太さん　高校3年生
つるや ゆうた

優秀賞 「地域のみなさんに見守られて」

●伊久美委員
痛ましい事件、悲しい事件が日々報道される現代社会の中で、「日本の地域社会はこうあるべき！」と改めて実感できた作品でした。
お母さまの口癖、「どこでどんな人のお世話になるかわからないから～」・・・。その通り！私も、口癖にしたいと思います（笑）。
●吉田委員
親も子供も地域の中で育てられ、守られてきたことが、具体的でイメージしやすい表現でつづられています。地域の良さがよくわかる
文章です。

　私の兄弟は4人います。上に姉1人、兄2人、そして私です。
母子家庭のこともあり、私たち兄弟は困ったとき、いつも地域のみなさ
んに助けられていました。
　姉は、自転車に乗って遊んでいる時、洋服の一部が車輪に巻き込ま
れてしまい、転倒したことがあります。ただの転倒であればよかったので
すが、壁に頭が激突したあと、そのまま顔をざらざらした壁に引きずるよ
うな転び方をしてしまい、大きな事故にあったようにぐったり倒れていた
ようです。
偶然通った近所の人が連絡をくれ、母の帰宅後だったのですぐに病院
に行くことができました。
　１番上の兄は、家の裏でタクシーとぶつかる交通事故にあいました。
裏に住んでいる方がその場面を目撃していて、警察への連絡や救急車
の手配など行ってくださったそうです。その時、母はPTA活動をしていて、
当時携帯電話もなかったので、張り紙がしてあったそうです。「どこでど
んな人にお世話になるかわからないから、人には親切にすること。困っ
ている人を見かけたら声をかけてあげること。」というのがこの頃からの
口癖になったそうです。

　２番目の兄は、習い事の初日の日、2回も下見をしたにもかかわらず、
家から5分の場所に行くことができず、迷子になってしまったことがあっ
たそうです。泣きながらうろうろしているところを、近所の人が声をかけて
くれて、その場所まで送り届けてくれたそうです。
　そして私。小学生の時に不審者の人に声を掛けられたことがありまし
た。その時、すぐ逃げ出して無事でしたが、家族をはじめ近所の人、マン
ションに住んでいる人たちが非常に心配してくれて、いろいろ対策をとっ
てくれました。
　今、家族がこうして元気に暮らしていることは、近所の人たちのやさし
さのおかげと、感謝をしています。
　私にできることは、笑顔で挨拶をすることと、母にも言われるし自分で
もそう思っています。姉や兄も笑顔で挨拶をしている場面を目撃したこ
とがあるので、同じ気持ちなのだろうと思います。
　こんなことしかできないけれど、長く永く、ありがとうの代わりに続けて
いき、いつか恩返しが何かの形でできるといいと思っています。

審査員のコメント

千葉県　森山 ひかるさん　中学1年生
もりやま
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優秀賞 「私の夢」

●坂元委員
乳幼児や自分よりも年少の子供と触れ合うことによって、小さな子供に対する親愛感が高まったり、子育てに対する理解が深まって
いくことを示唆する作品です。自分たち自身で子育てを支えていくべきとするメッセージは印象的でした。
●大豆生田委員
ひとり親家庭で託児所、放課後の児童館で過ごすことが多い子ども時代だったが、そこで小さな子に出会ってきたことが、いまの助
産師の夢につながっているというという佳奈さん。赤ちゃんだけでなく、お母さんにも寄り添いたいという思いがステキです。

　私は看護師になりたいという夢があります。
　そして、同時に助産師の資格もとりたいと考えて
います。
　少子化といわれる世の中で、実際私の身近なとこ
ろで小さい子どもがいる人はいません。
　赤ちゃんと触れ合ったり、小さい子どもと遊ぶの
が大好きなので、このことはとてもさみしく感じま
す。
　私は母子家庭なので、小さいころ、保育園に入る
前、入ってからも託児所へ行っていました。そこでは
自分よりも小さい子、赤ちゃんもたくさんいました。
また、小学生のころも放課後は児童館に行っていま
した。小さい子や、低学年の子と触れ合う機会が多

く、自然に子どもが好きになりました。
　そして産まれてくる赤ちゃんだけでなく、お母さ
んにも寄りそえるような助産師になりたいと思いま
した。
　今の日本は、少子化対策をかかげていますが、なか
なか変わっていけると思えません。それなら身近な
ところから、政府にまかせるだけでなく、地域や私た
ちができることを、小さくても見つけていけたら、不
安をかかえているお母さんたちの力になれるのでは
ないでしょうか。社会で、地域で、子どもたちを育て
ていく。
　そんな日本になっていけたらとても素敵だと思い
ます。

京都府　横田 佳奈さん　高校3年生

審査員のコメント

よこた かな

優秀賞 「母の母」

●伊久美委員
母の母。思わず「？」となってしまった独特のタイトルの意味が、読み終えてずっしりと心に響きました。母親も娘だったんだ。当たり前
のことなのにハッと気づいた瞬間から、お母さまへの愛情が深まっていく奈生美さんの気持ちが、とても上手に表現されていますね。
●大豆生田委員
祖母の危篤に際し、母が子どものように泣く娘の一面に出会ったことで、その思いを深めていく気持ちがよく伝わってくる作品です。
祖母と母の関係から、母と自分の関係を重ねようとする思いが温かく垣間見えてきます。

　私は家族とよく喧嘩をします。些細なことで
もすぐ喧嘩につながってしまいます。本当は喧
嘩したくなくても、喧嘩につながるので、残念
な気持ちになります。他の家族みたいに友達の
ような関係になりたいなと思い悩んだ時期が
ありました。その時に母方の祖母の病気が悪化
して病院に運ばれました。危篤状態になってし
まった祖母のところに行ったとき、母はその
時、祖母の娘でした。私は母を私の母親だけで

はなく、祖母の娘という立場であることを忘れ
ていました。祖母が亡くなって母が子どものよ
うに泣いている姿を見て、胸がきゅっと締め付
けられました。その時の母の顔が目に焼き付い
て、今でも忘れられません。私もいつか子ども
ができたら母みたいになりたいと思います。母
との時間を大切に過ごしていきたいと思いま
す。

東京都　吉澤 奈生美さん　高校1年生

審査員のコメント

よしざわ なおみ
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一般の部3

「『家族からの　あったかい退職プレゼント』」
京都府　矢野 和子さん　61歳

●吉田委員
校長先生まで勤め上げた矢野さん。母として、仕事人として、本当によく頑張って来られたのですね。ご家族同士のやり取りに、ご家
族からの応援を受け、支え合いながら働いてこられた日 を々思い、同じ働く母親として強く感銘を受けました。
●坂元委員
チャットシステムにおけるやり取りを扱っており、これまでには見られなかった形式と内容を備えた作品でした。独創的であるととも
に、今日ではむしろ現実的な在り方であり、あるべきものであったと言えます。家族のやり取り内容も心温まるものでした。

審査員のコメント

　37年間の教職生活が終わった。校長として気を張り詰めた６年間も無事終了。家族の支えがあってこそ、最後まで全うできた。
辞令交付帰りの電車の中で、家族へＬＩＮＥを送ったら、次 と々返信が届いた。

何物にも替えられない心温まる家族からの退職プレゼント。さあ、これから、どんな恩返しをしようかな…？

父

娘

息子

先程、退職辞令をもらいました。今日まで働かせてもらってありがとうー。色々協力してくれて
感謝感謝です。子ども達にも迷惑かけたなーと思うけど、楽しんで仕事させてもらいました。
しんどかったけど、何とか最後まで勤める事ができました。みんなに感謝です。ありがとー。

37年間お疲れ様。残り11時間何もないことを祈っております。これからは、一緒に旅行や映画に行った
り、畑仕事をしたりしようね。

長い間お疲れ様でした。無事退職おめでとう。仕事を楽しめるのが、本当に素敵だと社会人になって
思いました。これまで頑張ったので、これからはゆっくりしてください。

長いことお勤めお疲れ様でした。子ども達がこれまで好き勝手できたのも、お母さんが《頼もしく働く
おかあちゃん》だったからこそだと思います。ありがとう。そしてこれからもよろしくお願いしますm(^^)m

やの かずこ

優秀賞 「まもへ」

●伊久美委員
なんて素敵なラブレターなのでしょう！夫への感謝の気持ちを綴りながら、「次は私の番」、「何があっても大丈夫」、などのインパクト
ある短い言葉がアクセントになって、大変完成度の高い文章です。まもさん、これからもきっと、何があっても大丈夫ですよ！
●吉田委員
有言実行で育児をしてきたお父さん。それを認め、感謝している妻の視点から、未来に向けた可能性を感じ、気持ちが明るくなりまし
た。

　日本を発つ日が近づいてきました。
　あなたと知り合ってもうすぐ１０年。
　結婚式で「毎日皿洗いをします」と誓ってくれた言
葉は、本物でした。
　双子が産まれてからは、仕事から帰ってくると、毎
日布おむつを数十枚洗ってくれました。
　海外出張に無理やり同行した時は、スーツで双子
を抱いて仕事をしていましたね。
　もう一人家族が増え、三人ベビーカー、三人布おむ
つの時代も乗り越えました。
　私が仕事に戻ると、毎日保育園の送り迎えをし、順
番に体調を崩す子どもに付き添い、一週間仕事を休

むことも何度もありました。
　私が休日仕事に出ると、一日子どもと楽しく過ご
し、仕事から帰ると、子どもは幸せそうに寝ていて、
私のごはんを作って待っててくれました。
　あなたは、最愛の夫で、最高のお父さんです。
　次は私の番。
　これから夢に向かうあなたを支え、全力で子ども
を守ります。
　何があっても大丈夫。
　今のまま、毎日全力で生きていこう。
　夫婦あっての家族、これからもよろしくね。

大阪府　今出 望さん　37歳

審査員のコメント

いまで のぞみ
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「父母の職場で育った私たち」

●伊久美委員
ご両親の働く姿を見ながら育つ！子供にとって、人生観が変わるほどかけがえのない時間を過ごせたことと思います。職場で、地域
で、社会で。みんなで子供たちを育てる。理想ですよね。この作品を読んで、そんな社会にしたいと強く思いました。
●大豆生田委員
父の通夜と葬儀に際して、子ども時代に温かく接してくれた職場や患者などに再会し、たくさんの人から大事に育てられた自分達が
いかに幸せで、かつての地域で子育ての大切さが説得力を持って伝わってくる作品です。

審査員のコメント

　父の通夜と葬儀にはたくさんの人たちが足を運んで下さっ
た。私は喪主として母と妹とともに葬儀会場の玄関に立ち、訪
れる人たちを出迎えた。
「まあまあ、こんなに大きくなって」。
　訪れる人の中には、そう言って私を上から下まで見下ろす方
が何人かみえた。
　いずれも父が勤務した病院関係者だった。父が臨床検査技
師として勤務する病院に、私は子供のころよく遊びに出かけて
いた。だから、医者も、看護師も、患者も、私をよく知っていた。
　私もまた、お会いする人たちを覚えていた。
「おはよう。今日も元気そうでいいね」と、声をかけてくれた医者。
忙しいはずなのに、ゲームやおしゃべりに付き合ってくれた看護
師。「ほらっ、お菓子をあげるよ」と、私にたくさんお菓子をくれた
入院患者。父の通夜と葬儀という畏まった場なのだが、久しぶ
りにお会いする方々に、懐かしさを覚えたものだった。

　思えば昭和の時代は、子ども達を職場で、地域で育てようと
いう風潮があった。病院に出入りするなど現在では考えられな
いが、帰宅しても父母が共働きで（母も同じ病院の栄養士だっ
た）、寂しさを隠しきれない私や妹は、父母の職場によく出入り
をしたものだった。そこでたくさんの人たちに出会いながら、成
長していった。
　同じことは現代には求められないかもしれない。しかし、家族
で、職場で、地域で子育てをしようという風潮は、時代が変わっ
ても実現できるのではないだろうか。働く父母の姿を観ながら、
私や妹は「二人ともすごいな」と感心したものだった。たくさん接
してくれる大人からは、人との付き合い方を教えてもらった気が
する。
　子育ては、様々な人が関わることが大事なのだと思う。その
意味で、私や妹は本当に幸せだったといまも思う。

岐阜県　細江 隆一さん　49歳
ほそえ りゅういち

優秀賞 「我が町の観音様へ」

　あなたの日課は朝夕のウォーキング。ある朝私
は、あなたが小学１年生の寛太君に手を振る姿に出
会いました。寛太君はお母さんと二人暮らし。お母
さんが夜勤で留守の日は、ウォーキング途中のあな
たが、玄関先で「行ってらっしゃい」を言うのです
ね。その日も寛太くんはあなたに見送られ、元気に
駆け出して行きました。それから私は、夕方のあな
たも見かけました。３年生の朝子ちゃんと、アパー
トの階段で割り算競争している姿です。そしてお母

さんが帰宅する頃合を見計らうように、「じゃあ、ま
た明日」とさりげなくその場を去って行きました
ね。
　どんなに悪天候であろうと、あなたが一日も欠か
さず歩き続ける意味がようやくわかりました。表向
きは「健康のため」。でも、本当の理由は、地域の子供
たちに寂しい思いをさせないため。そんな観音様の
ような「峰」さん、あなたのことを、地域の人々が「観
音（みね）」さんと呼んでいること、ご存知でしたか。

福岡県　中村 裕子さん　54歳

●坂元委員
地域で子育てを支えている一人の女性について描いています。この女性のさりげなく優しい行動には心洗われました。また、語りかけ
るような文体が用いられており、これも作品を味わい深いものにしています。
●渡邊委員
地域の子どもたちのところに次々現れては少しの時間をともにして去っていく、某テーマパークのマスコットのようにも感じました。見
守っているのは子どもだけではなく、地域そのものなのかもしれませんね。

審査員のコメント

なかむら ゆうこ
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一般の部3

「こどもは社会からのあずかりもの」

●伊久美委員
「こどもは社会のあずかりもの」。ハッとさせられるタイトルでした。社会の中で子どもを育てるということを、日常的にしっかり考えてい
らっしゃることがよくわかります。お子さん、二十歳になったのですね。社会にお返し、しっかりできていますよ！
●大豆生田委員
「子どもは社会からの預かりもの」とする見方がとてもすがすがしいです。自分から離れていったおじいちゃんも、娘も、自分を通り過ぎ
ていくことで、私自身を幸せにするという見方につい目頭が熱くなります。

　ずっと赤ちゃんに恵まれず、わたしは仕事に没頭
していた。
　大きくなったら、おかあさんになりたい。
　ずっと、そう思っていたのに、夢はなかなか、かな
わなかった。
　母がなくなって、父と同居を始めてすぐ、奇跡のよ
うに、命が宿った。
　わたしはおかあさんになれた。
　愛する人をおとうさんにしてあげられた。
　そして、わたしの父をおじいちゃんにしてあげら
れた。
　でも、仕事はやめなかった。
　だって、こどもは社会からの預かりものだから。

　いずれは社会に返すもの。
　そう言ったのはおじいちゃんだよね。
　おじいちゃんが子育てを支えてくれた。
　いつも、わたしを支えてくれた。
　おかげで、あの子は本当にいい子だった。
　おじいちゃんがお星さまになったとき、あの子が
一番泣いたよ。
　そして、二十歳になったあの子は、一人暮らしを始
めた。
　半分、社会におかえしできたよね。
　わたしの家族は、わたしを通り過ぎながら、わたし
を幸せにしてくれている。

神奈川県　吉田 明美さん　61歳

審査員のコメント

よしだ あけみ

優秀賞 「たくさんの母たちへ」

●坂元委員
地域における支え合いの素晴らしさをよくよく感じさせてくれる作品です。筆者は、東日本大震災をきっかけにその素晴らしさに気づ
きましたが、逆に言えば、これは、素晴らしさにはなかなか気づきにくいことを意味します。そのことも教えてくれる作品です。
●渡邊委員
震災で甚大な被害に遭われたにもかかわらず「ここにきて、本当に良かった」と思える地域の絆を育んでこられたことに感銘を受けま
した。地域で誰もが母親になっていく輪が作られたような、読後感がさわやかな作品でした。

審査員のコメント

　この地域に越してきて、１１年になります。越してきた年から５
年後、この地は東日本大震災で揺れました。高台にあり、地盤
も固く、大きな被害はありませんでしたが、電気、ガスが止まり、
私は家の中で子供を抱え悶 と々過ごしていました。
　水は出ていると安心していましたら、数日たったある日、突然
激しく玄関をたたく人がいました。
　そして大声で「水が止まるから、早くためなさい。」と怒鳴ると、
すぐに隣の玄関へ走り去りました。婦人部の奥さんでした。慌て
て蛇口をひねってみると、水圧が弱り、ちょろちょろ水が流れ出
てきました。おかげさまで、家にあるすべての容器に水をためる
ことができたのです。
　主人の友人が、県外から車で駆けつけて、たくさんの物資を
届けてくれました。食品ラップが一箱ありましたので、ご近所に
一軒一軒配りました。すると、給水車が何日に来るという貴重な

情報や、子供にあげてと、アツアツのがんづきをいただいたりし
ました。配り終えて家に帰るころには、箱が、他のものでいっぱ
いになりました。
　いっぱいになったのは、わたしの心でした。勝手に自分で築
いた壁がこの日を境に取り払われたのです。あれから６年、近所
で名前を知らない人はもういません。公園前のおばあちゃんに
は、娘の七五三の着物を縫ってもらいました。隣のおばあちゃん
は旅行に行く度、留守にすることを伝えてくれます。角のおばあ
ちゃんには毎週洋裁を教えてもらっています。子供に習字を教え
てくれるおばあちゃんもいます。ご近所中からお下がりが回ってく
るので、子供たちの服は買ったことがありません。大変な震災で
したが、地域の方 と々繋がることができた貴重な経験になりまし
た。たくさんの母達に支えられ今ここに住んでいます。ここにき
て、本当に良かった。お母さんたち、ありがとうございます。

宮城県　堀内 睦乃さん　43歳
ほりうち むつの
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http://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/family/index.html

内閣府「家族の日」「家族の週間」ホームページ
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