平成28年度

家族や地域の大切さに
関する作品コンクール
写真＆手紙・メール

作品集

［ 11月の第3日曜日 ］

11月20日（日）は
「家族の日」

［ 家族の日の前後各1週間 ］

11月13日（日）〜26日（土）は
「家族の週間」
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「家族の日」
「 家族の週間」の概要
「子 供 の育ちを支え、若 者が安心して成長できる社 会」

そのため内閣府では、地方公共団体、関連団体を連 携・

を目指し、多 様 な家 庭や家 族 の 形態があることを踏まえ

協力して「家族の日」
「 家族の週間」を中心に各種行事を実

つつ、生命の大切さ、家庭の役割等について理解を深める

施し、子育 てを支える家 族と地 域の大 切さを呼びかけて

ことが重要です。

います。

平成
28年度

「家族の日」
・・・・・・・11月20 日(日)
<11月の第3日曜日>

「家族の週間」
・・・・・11月13 日(日)〜26日(土)
<家族の日の前後各1週間>

家族や地域の大切さに関する作品コンクールの概要
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

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。

関する「写真」及び「手紙・メール」を公募し、優秀な作品を

話し合いの きっかけ に
●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。
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応募概要
写真部門

手紙・メール部門

応募資格：小学生以上の者(プロのカメラマンを除く)

応募区分：①小学生の部

テーマ

②中学生・高校生の部

③一般の部

テーマ

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)

●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

②子育てを応援する地域の力
(地域ぐるみで子育て支援)

●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

募集期間

平 成 28 年 7月1日( 金 )〜 9月5日( 月)

応 募方法

郵 送、電 子メール、又はP C サイト( 内 閣 府ホームページ )

募集結果

写 真・・・テーマ①110点 テーマ② 37点
手 紙・メール・・・応 募 区 分 ① 小 学 生 の 部…4 26点

② 中・高 校 生 の 部…6 0 8点

③ 一 般 の 部…123点

審査方法
写真部門

手紙・メール部門

1.予備審査
予備審査基準

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

●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、
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

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

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

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

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

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

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

賞
●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

審査員
写真部門

手紙・メール部門

カメラマン／フォトジャーナリスト

渡部

陽一

NPO法人子育てひろば全国連絡協議会理事長
NPO法人びーのびーの理事長

奥山

千鶴子

NPO法人ファザーリング・ジャパン代表理事

安藤

哲也

社会福祉法人若楠 副理事長
若楠児童発達支援センター長

橋本

武夫

十文字学園理事・十文字学園女子大学特任教授
筑波大学客員教授、お茶の水女子大学名誉教授

内田

伸子

千葉敬愛短期大学学長

明石

要一

お茶の水女子大学教授

坂元

章

NPO法人子育てひろば全国連絡協議会理事
NPO法人せたがや子育てネット代表

松田

妙子
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写真部門

テーマ

子育て家族の力

最優秀賞

「三世代？『四世代』で、せーの！」
しもかきもと

鹿児島県

たかし

下柿元 崇さん

33歳

作品のエピソード

農業で家族を支えた祖父！ 祖父の背中を見て育った父！ 子育てに奮闘中の自分！ そんな
自分を成長させてくれる息子…四世代での子育てと支えあい。限られた時間での支えあいが素
敵な時間を創ってくれます！ 曽祖父の作った畑から･･･さてさて…何が出てくるかな？
審査 員のコメント
●この写真を見たとき、故郷を感じました。生まれ育った土地に、誰しも繋がりや愛情を深めて行くといった表現
があったと思います。全体の色合いもよく、特に畑の後ろにある緑の発色が綺麗です。
「せーの。はいチーズ。」と
聞こえてくるような一枚です。
（渡部先生） ●畑で子供が作業を手伝いながら遊んでいるというのは良く見かけ
る風景ですが、この写真はとても土地感が出ています。子供達の記憶の根源に連綿と続く家族の営みとして、こ
のような風景が広がっているのはとても幸せなことですね。
（奥山先生） ●家族4世代というコンセプトが分かり
やすく表現されていて、家族の綿々と続く子育ての力のようなものが強く感じられます。東京ではなかなか無い、
自然豊かな中での育成力をすごく感じたショットです。
（安藤先生）
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優秀賞

「一世紀差」
いけお

東京都

池尾 さやかさん

33歳

作品のエピソード

私が尊敬している大好きな祖父。祖父は少し前まで入退院を繰り返し
ていたのですが、私のお腹に子供が出来たと分かったら「お前の子供
が見れるよう頑張るよ。」と言ってくれていました。そして今年やっと娘
を会わせることが出来て、会う度に「ヨボヨボしてられないなぁ、身体
を鍛えないと！」と言ってくれて、体調も前と比べると随分良くなりまし
た。これからも娘に曾爺さんとの思い出を沢山作ってあげたいです！
審査 員のコメント

ひ孫の誕生が分かった途端「頑張んなきゃ」と体調まで良くなる
というひ孫パワーの凄さを感じました。暖かい日差しが縁側に降
り注いでいるのが素敵です。
「何をひ孫に教えてくれるのかな」と
いった、写真を見る側の期待感もあります。
（安藤先生）

優秀賞

「小さなお母さん」
いとう

埼玉県

あき

伊藤 亜紀さん

41歳

作品のエピソード

動物園で「疲れた。」と駄々をこねる妹。
「自分で歩きなさい。」と
イライラし始めた私を見て、
「おいで！」とサッとかがんで、おん
ぶしてくれたお姉ちゃん。
誇らしげな顔が、とても頼もしく見えました。
審査 員のコメント

何とも言えない妹さんの表情。すごく大らかなお姉ちゃんの、こ
の表情。親に代わってお姉ちゃんが妹の気持ちを感じて世話
をする、かわいがる様子が素敵です。最近こういう風景を見か
けなくなりましたが、姉妹っていいなと改めて感じる一枚でし
た。
（ 奥山先生）

優秀賞

「プレゼント」
たにぐち

大阪府

きみ

谷口 貴未さん

40歳

作品のエピソード

楽しみにしていた妹が我が家にやってきて「赤ちゃんのぼうしと
バッグ」と作った工作をベビーベッドにそっとおくお兄ちゃんと
お姉ちゃんです。

審査 員のコメント

赤ちゃんのためにプレゼントを作って待っていたのでしょうね。み
んなに待ち焦がれて生まれてきた赤ちゃんという雰囲気があふれ
出てきていますね。
（奥山先生）
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写真部門

1

テーマ

子育て家族の力

優秀賞

「3世代・家族で整列」
つやま

大阪府

ゆうじ

津山 有司さん

21歳

作品のエピソード

親子3世代で太陽に向かって整列をして絆のある仲の良い雰
囲気。

審査 員のコメント

他の写真は日常の一コマですが、これだけは極端に演出を入れ
ています。後ろの二人を真ん中に入れて斜めのシルエットを作ら
ず、おじいちゃん、息子、孫世代で作り込む面白さを感じました。
全体の色合い、背景のグラデーションも惹かれます。
（渡部先生）

優 秀 賞 「初めての七夕☆スマイルプリーズ」
むかい

新潟県

きよたか

向井 清貴さん

29歳

作品のエピソード

我が家の主役は双子の姉妹！ 初七夕の記念撮影。２人同時に
笑顔の瞬間を捉えるのはかなりの高難度…パパママが笑わせ
ても無理ならとおじいちゃんおばあちゃんもいっしょになってあ
やす姿がガラス越しに写った思い出の１枚です。
審査 員のコメント

この写真の主役は二人の姉妹なのですが、やっぱり家族全員が
主役だと思いました。写り込んでいるご両親とおじいちゃんおば
あちゃんを見ていると、笑い声が聞こえてくるようです。気持ちが
温かくなる一枚です。
（渡部先生）
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2

テーマ

子育てを応援する地域の力

最優秀賞

「 はじめてのドラム缶風呂」
おおしま

岐阜県

まこと

大島 誠さん

67歳

作品のエピソード

寺子屋行事での、ドラム缶風呂体験で3人も入る楽しい風景。

審査 員のコメント
●ドラム缶風呂は国も時代も越えた、どの世代も大切にする一大イベントだと思います。この2016年にもこのドラ
ム缶風呂がしっかりと継承されていた喜びと、その魅力の表情が良く出ていますね。寺子屋の行事というのもまた
素敵ですね。
（渡部先生） ●ドラム缶風呂に入る前に川遊びとか、どろんこ遊びとかをきっとしたのだろうなと思
わせますね。入っているところをみんなに「見て見て」って言うような表情とか、楽しい体験だったんだろうなとい
う感じが伝わってきます。
（奥山先生） ●いまは一人っ子が増えていることもあり、姉妹で、大勢でお風呂に入る
のが日常的には無いので、楽しさが湧き出てくるようですね。67歳の地域のイクジイが子供のころ体験して面白
かったことを再現して「やっぱりこれ楽しいよね」と伝えているのでしょう。
（安藤先生）

6

写真部門

2

テーマ

子育てを応援する地域の力

優秀賞

「上手に塗れたかな？」
いのうえ

三重県

せいじ

井上 誠二さん

49歳

作品のエピソード

大瀬古町子供と地域の環を育む会の活動に賛同した企業の協力を
受け、四日市あすなろう鉄道の日永駅駅舎をプロのボランティアの方
と市民、子供達、総勢100名で塗装を行いました。子供達は、Ｔシャツ
にペンキが付きながらも、一生懸命に壁を塗って「ぼくが塗ったとこ
ろだよ」と喜んでいました。きっと10年後、50年後になっても子供達の
思い出となり、次世代へ継承されると思います。
審査 員のコメント

自分たちが、きれいにしたってことで子供たちは誇りに思うんで
す。地元に対する愛情にも繋がっていく。色々な地域のリソース
を使って子供と一緒にやるボランティアがどんどん広がっていっ
て欲しいですね。
（安藤先生）

優秀賞

「お祭りだ〜！」
さえき

島根県

のりお

佐伯 範夫さん

67歳

作品のエピソード

「おもっつあん」と呼ばれるこの行事は五穀豊穣、家内安全を願
い古式の通りに伝えている全国でも希少な祭りです。大人に混
じり本殿に駆け込もうとする幼児は地域の人たちに見守られす
くすくと成長した姿に映りました。
審査 員のコメント

島根県ならではの地域の繋がりが今もしっかりと守り続けられて
いることにうれしさを感じました。子供の表情、光の具合、写真と
しても非常に動きがあって、報道写真のような魅力も感じました。
地域の味が出ている１枚ですね。
（渡部先生）

優秀賞

「心からの笑顔」
たかした

岡山県

みさと

髙下 美里さん

27歳

作品のエピソード

子育て中の親子が集う「ひろばにじいろ」では、定期的に地域
のシニア世代と交流を深める「三世代交流」を行っています。
「久しぶりに抱っこしたなぁ」とおじいちゃん達から自然と笑み
がこぼれます。子供達の笑顔がシニア世代のパワーとなり、地
域の支え合いの輪が広がっています！
審査 員のコメント

多分、血縁関係の無い地域のおじいちゃんが抱っこしているので
は？ 自分のお孫さんかなと、こちらが見間違うほど。赤ちゃんは
これだけの笑顔を振りまける存在ですから、こういった交流がで
きる場所が増えていって欲しいですね。
（奥山先生）
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優秀賞

「前を向く〜てをとりあって〜」
むらかみ あおい

岩手県

村上 葵さん

13歳

作品のエピソード

東日本大震災から５年がたちました。そんな中でも一人ひとりが
前を向いて頑張っています。これから、何があるかわからないけ
ど復興に向けてみんなと手を取り合って、支えあって頑張りた
いです。
審査 員のコメント

後ろ向きに写っているけれども、きっと気持ちは前向きなのだろ
うと思います。震災から5年経っても復興の途中ということを忘れ
がちになるのですが、現実に今生きている人たちを常に応援する
気持ちでいたいなと思わせてくれる１枚ですね。
（安藤先生）

優 秀 賞 「あんたたちが長生きの秘訣たい！！」
よしたけ

佐賀県

ひろこ

吉竹 浩子さん

55歳

作品のエピソード

保育園と高齢者施設グループホームが同一敷地内にあり、毎日保育
園とグループホームを自由に行ったりきたりの日々です。今日はおば
あちゃんと七夕の飾りつけを一緒に楽しみました。おばあちゃんのま
わりを子供たちが取り囲みおばあちゃんは今にも潰れそう！！「あん
たたちが私の長生きの秘訣たい！！」と満面の笑顔。おばあちゃんと
子供たちの日常の触れ合いの一コマです。
審査 員のコメント

保育園と高齢者施設が一緒の環境にあることに魅力を感じまし
た。小さい子供たちが周りにいるとみんな笑顔になるんだな。お
ばあちゃんの表情、一番良いです。みんな一緒にいることの大切
さを理屈抜きで伝えてくれます。
（渡部先生）
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手 紙・メ ー ル 部 門

最優秀賞

小学生の部

「おじいちゃん、れきしって楽しいね」
ほりうち

宮城県

ゆうたろう

堀内 夕太朗さん

ぼくが、れきしずきになったのは、きょ年のたん生日の
時、おじいちゃんにれきしの本を買ってもらったのがきっ
かけでした。
みなもとのよしつねを読んでいたらお父さんがおうしゅ
う平泉につれていってくれました。そして金色どうに行き
ました。
ピカピカかがやいて、
こんなきれいなものがよく作
れたなぁと思いました。べんけいのおはかにも手を合わせ
ました。
だてまさむねを読んでいるときは、せんだいじょうあと
と、
ずいほうでんにつれていってくれました。
ずいほうでん
には、だてまさむね公のおはかがあります。ずほうでんは
もっと大きかったのにせんだいくうしゅうでやけてしまい
ました。せん台じょうもやけてしまいました。せん台くう
しゅうがあった日は、
七月十日、
ぼくのたん生日です。
うれし
いけど悲しい日です。
本丸が見たかったなぁと思いました。
いちばんすきなぶしょうは、
真田まさ幸です。
真田まさゆ

小学3年生

きのどこがすきかと言うと、
二千と言うすくないへいで、
と
く川家やすのへいをおいかえしたのがすごいと思いまし
た。
いつか上田じょうに行ってみたいです。
ぼくがまつおばしょうを読んでいたときは、山寺につれ
ていってもらいました。ばしょうと弟子のそらのぞうがあ
り、
いっしょにそこにいる気ぶんになりました。
同じ所を歩
いていたのかなと思い、
感どうしました。
「ぼくもばしょうと同じ旅をしてみたい。」とお父さんに
言ったら、
「大きくなったら行ってもいいよ。
」
と言ってくれ
ました。
とても楽しみです。
「月日は百たいのかかくにして行きかう年もまた旅人な
り」
と読んでいます。
れきしの本を読むと平安時だいに行っ
たり、
せん国時だい、
え戸時だいに行った気になります。
おじいちゃん、ぼくをれきしずきにしてくれて本当にあ
りがとう。

審査 員のコメント

●興味や探究心を湧かせる感性の素晴らしさを感じます。その感性と感謝の気持ちが、そのままタイトルに乗り移っていますね！
おじいちゃんに乾杯です！ 誤字や脱字があるのも小3らしくて、そのままでほほえんでしまいました。(橋本先生） ●祖父が
歴史書をプレゼントしてくれたことがきっかけで様々な歴史書を読むようになったこと、父に連れられて歴史建造物を実体験
し、様々な時代に興味を抱くようになったことが説得的に述べられている。読むものを惹きつける文章構成力と精緻な筆運び
に脱帽した。
（内田先生）

優秀賞

「 大好きな家族へ 」
さとう

埼玉県

あかり

佐藤 亜香里さん

いつもはしっかりしているお母さん。だけど、と
きどきうっかりする時もあるよね。
雨の日にまどをしめわすれて家の中がびしょぬ
れになったり、カギやけいたいをどこにおいたか
すぐわすれてさがしているよね。この間は電子レ
ンジが「ピーピー」となったのにれいぞうこを開け
ていたのしってるよ。
「またうっかりしちゃった」と言っていつもお母
さんはわらわせてくれる。
そんなうっかり母さんに、お父さんはおとぼけ
父さんってよく言われてるね。何かたのんでもす
ぐわすれちゃって、さいそくすると「そうだっけ？
たのまれたっけ？」と聞こえてないふりしてとぼ

小学3年生

けるお父さん、わたしはイライラすることもある
けど「おとぼけ父さんだからしかたがない」とお母
さんとわたしはわらってしまう。そんなうっかり
母さんもおとぼけ父さんもわたしは大好き。うっ
かり母さんとおとぼけ父さんの子どもでわたしは
よかったと思う。まい日家の中が明るくて楽しい
から。ありがとう。
さいきんわすれものや計算ミスをするわたしを
あわてんぼうあかりさんとお母さんはわらって注
意してくれる。それもうれしい。
うっかり母さん、おとぼけ父さん、あわてんぼう
のわたし、そんなおもしろい家族がわたしは大好
きです。

審査 員のコメント

●ホワッとしたおとぼけと素晴らしい子供の観察眼。夢のような楽しい、あったかい家族ですね。ストレス社会の中で、こんな家
族こそが、今求められているのではないでしょうか？（橋本先生） ●実にほほえましい家族の姿が描かれています。
「 うっかり
お母さん」
「おとぼけお父さん」、そして「あわてんぼうのわたし」。ネーミングがうまいです。明るい会話が弾む食卓の風景が浮か
んできます。
（明石先生）
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優秀賞

「 おそらのひいおじいちゃんへ 」
たかき

島根県

よしみ

髙木 善美さん

だいすきだったぼくのひいおじいちゃん。お
そらからぼくたちをみてくれていますか。きょ
ねんのなつにびょうきでおわかれしたときはと
てもかなしかったけど、ぼくがないていたらひ
いおじいちゃんもかなしいとおかあさんにおし
えてもらったよ。だからわらってまいにちがん
ばっているよ。
ひいおじいちゃんがまもってくれたたんぼを
いまはおとうさんやおかあさんといっしょにま
もっているよ。おこめづくりはとてもたいへん

小学1年生

だね。くさはすぐにのびるし、いのししやさるか
らもまもらないといけないしね。ひいおじい
ちゃんはひとりでぜんぶしていてすごいなとお
もったよ。いままでおいしいおこめをありがと
うね。はじめてぼくたちのつくったおこめがき
のうとれたからおそなえするよ。たべてね。
これからもかぞくみんななかよく、わらって
せいかつするからみていてね。
だいすきなひいおじいちゃんへ。よしみより。

審査 員のコメント

●大好きだったひいおじいちゃんとのお別れが、尊敬と感謝の気持ちへとひろがり、それが家族の絆へと昇華しています。この
子の真のやさしさが、ひと言、ひと言にあらわれ、心を打たれます。
（橋本先生） ●大家族が少なくなった今、ひいおじいちゃん
との接触が減ってきています。四代続くファミリー、貴重です。大切なお米文化も確実に引き継がれています。この作文はきっと
天国のひいおじいちゃんに届いているでしょう。あなたを見守ってくれていますよ。
（明石先生）

優秀賞

「 お母さんへのありがとうの手紙 」
とみた

香川県

けんすけ

冨田 健介さん

ぼくが、かんしゃの気もちをつたえたいのは、
お母さんです。りゆうは、まい日いそがしく、は
たらきながら10さいのおにいちゃん5さいの妹、
ぼくの三人のせわをしてくれるからです。そし
て、
「ありがとう」をときどきお母さんにつたえ
ているけれど、こうして手紙をかくことはなか
なかないので、かいてみようと思います。
さいきんのお母さんはまいあさ5時におき、
きょうだい三人のおべんとうを作り6時30分に
はかいしゃにでかけています。夕がた6時にはし
ごとからかえってくると夕しょくのしたくで

小学2年生

す。夕しょくのじかんはお母さんと、ゆっくり話
ができるときです。ぼくはここぞとばかり学校
であったことを話します。きょうだい三人がお
母さんに話を聞いてもらいたくていっせいに話
しをするものだから、お母さんも「ちょっとまっ
てじゅんばんじゅんばん。」お母さんは耳が6つ
あればいいのにとよくいっています。こうして、
手紙をかくとあらためて、ありがとうというき
もちになりました。こんどは、お父さんにもかい
てみようとおもいます。

審査 員のコメント

●お母さんへの感謝と愛情が素直に表現されている。お母さんにゆっくり話ができる夕食どきは筆者の最も嬉しい時間。きょう
だい3人が我先にと母親におしゃべりする姿が鮮やかに浮かび上がり、読むものを幸せ気分にしてくれる。読者を惹きつけるよ
うな魅力ある作文である。
（ 内田先生） ●子供は親の背中を見て育つと言われます。まさにこの作文がそうです。お子さんを
三人抱えて一生懸命働く母親の姿を見ています。忙しい母親もユーモアがあります。子供との関わり合いを大切にしています。
「ありがとう」の言葉に愛がつまっています。
（明石先生）
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手 紙・メ ー ル 部 門

優秀賞

小学生の部

「ぼくの命 綱 」
むらた

大阪府

あさと

村田 亜聡さん

ぼくは、
いじめによるPTSDと診断されて、
学校
に行きたくても行けない状態になった。
なかなか
周りの人に理解してもらえなくて、
何度も死にた
いと思ったけど、
家族がいたからふん張れた。
お母さんからは、
「自分の人生だから、
自分で決
めなさい。
絶対に支えるから。
」
お父さんからは、
「夢を叶えるためにがんばれ。
」
妹からは、
「家族は助け合い。」といつも言われ
る。
ぼくが、
どうしたいかわからなくなった時は、
家族がいくつかの道を示してくれる。
ぼくが幸せ

小学6年生

じゃないと家族も幸せじゃない事も教わった。
ど
んなに苦しい事があっても、家族がいるから、勇
気を出してがんばれる。
ぼくにとっての命綱は家
族だ。
この家族の一員としていられる事だけで幸
せだ。
いじめられた事で失った物も多かったけど
変わらない大切な物にも気づけた。
どんなに苦し
い事があっても、
心から大事に想ってくれる人が
いるだけで、大きな力になる。どんな事でも乗り
越えていこうと思う。
家族と一緒に。

審査 員のコメント

●家族の存在の大切さが強い説得力を持って伝わってくる作品である。命綱という言葉は非常に印象的である。作者とその家族
を心から応援したくなる。
（ 坂元先生） ●苦しさを乗り越えてふん張ることは、大人でも難しいんだ。家族がいたからふん張れ
た、というところにたどり着けたのはとても素敵なこと。これからも、あなたがあなたのまんまでいることの価値を、どうか信じ
続けて！（松田先生）

優 秀 賞 「 おやじのかいのおとうさんたちへ 」
やまうち

茨城県

山内 みのりさん

なつやすみ、がっこうできゃんぷをして、すご
くたのしかったよ。こうていにとまるなんてゆ
めみたい。てんとのなかでうのであそんで、みん
なでずっとおはなししてたら、なかなかねむれ
なかった。
きもだめしがこわかったせいかもしれない。
といれのどあがかってにあいて、なかからさか
さまにんげんがでてきて、はんちょうさんのせ
なかにだきついていたけど、ちょっぴりない
ちゃった。

小学1年生

ながしそうめん、たのしかったな。ふるーつは
つかみにくかったけど、はんのなかまがとって
くれた。
わたしはひとりっこだから、きょうだいがい
るみたいでうれしかった。
おやじのかいのおとうさんたち、きゃんぷを
ひらいてくれてありがとう。また、らいねんもた
のしみにしているので、がんばってやってくだ
さい。だけど、きもだめしはやめて。おもいだす
だけでこわいから。

審査 員のコメント

●「おやじの会」の活動により、子供が素晴らしい時間を過ごしたことが生き生きと描かれている作品である。父親の育児参加
や地域のつながりの貴重さが感じられる。
（ 坂元先生） ●こうていでとまるなんてゆめみたいだ。それをじつげんしてくれたお
やじのかいのおとうさんたちはすごいよね。それにしても、おもいだすだけでこわい「きもだめし」は、ちょっとだけ、のぞいてみ
たいなあ。こわいけど。
（松田先生）

11

2

最優秀賞

中学生・高校生の部

「 お母さんへ 」
よこかわ

青森県

あやか

横川 綾香さん

中学3年生

も同じで、我が家の日常。夕食の時、家族でブロ
グの内容をきっかけに会話も弾む。ブログは我
が家の歴史となっている。
母に聞いた事がある。
「 いつまで書き続ける
の？」と。母は「書けなくなるまで書き続ける
よ。」と笑っていた。
スマホが普及する中、母の手書きの文字や絵
から温もりを感じる。中三になった今、私はその
事を感じられる。お母さんありがとう。

「あやちゃん、おかえり。」ノートの文字から母
の声が絵と共に聞こえてきそうだ。
共働きの為、鍵っ子になった小三から毎日母
は絵日記の連絡帳を書いている。今は、八十冊目
となり、我が家では「ブログ」と呼んでいる。今夜
のおかずや出来事が書いてある。震災の様子・
ニュース、イベントや誕生日、そして怒られる私
の事も書いてある。
私は帰宅するとまず、ノートを読む。それは父

審査 員のコメント

●共働きの家族における工夫としての絵日記の活用が、ブログに代わっての温かい家族の絆構築の一つとして見事に表現され
ています。
（ 橋本先生） ●手書きでのやり取りは温かさを持っており、また、蓄積された記録は、家族にとってかけがえない思
い出となる。ブログは、素晴らしい活動である。
（坂元先生）

優秀賞

「 忙しい母の立ち話 」
かねこ

香川県

あき

金子 在さん

うちは四人兄弟なので、母はとても忙しい。
風呂掃除や洗濯たたみなどは当番制で私たち
も 手 伝 う が 、そ れ で も 母 は 忙 し い 。い つ も 家
じゅう走り回り、時々ネジが切れたみたいに
ぶっ倒れ、へんな場所でうたた寝している。
そんなに忙しいのに、母はお向かいさんと
の立ち話が好きだ。ほとんど天気か献立の話。
たまにお孫さんの話。はっきり言って濃い内
容ではない。が、そこが遠方の祖父母との会話
に似ていて、良いんだそうだ。

中学2年生

その立ち話が、ある夕方、珍しくアツくなっ
た。妹が鍵デビューしたのだが固くて開けら
れず、お向かいに駆け込み、奥様も開けられず
だんな様を呼び、ようやく開いたらしい。
「私
たち二人ともどろぼうにはなれないねって大
笑いしたのよ」と奥様が笑い、母が「本当に助
かりました」と何度も頭を下げる。
それを聞きながら夕焼けを見上げ、遠方の
祖父母も元気で近所の小学生を助けてくれて
いたらいいなと、祈るように考えていた。

審査 員のコメント

●今ほとんど消えうせた井戸端会議、向こう三軒両どなり、隣保班（となり組）などの言葉を思い出させてくれるほのぼの作品で
す。タイトルも素晴らしく、となり組はもちろん、家族の絆が見事にあらわされています。
（橋本先生） ●家族で協力しあって暮
らす忙しい毎日の、ちょっとした日常を切り取って、いきいきと表現してくれました。立ち話ができるということは幸せなことなの
だなあ。普段の立ち話が、
「いざという時」の助け合いを育むのですね。
（松田先生）
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中学生・高校生の部

優 秀 賞 「京都嵯峨の地に育てられ̶ラグビーとの出会い」
こだま

京都府

よしのぶ

児玉 宜伸さん

人は一人では生きられない。実感である。地域
の方々との出会いの中、僕はお金では買えない
貴重な時を過ごすことができた。
三歳から嵯峨の地にある「京都西ラグビース
クール」に所属し、ラグビーの楽しさと、今とい
う瞬間を大切にする生き方のヒントを学んだ。
壁にぶつかると、練習で着ていたシャツに刻ま
れた「Try Our Best.」の文字を思い出す。
「全力で
魂を打ち込んで今を生きよ」というメッセージ
が聞こえてくる。スクールでは何事も自分で考

中学3年生

え、判断し、行動することの大切さを教えられ
た。合宿では、ふんどし一枚でウオークライ(war
cry)を演じるなど、非日常的な経験を重ねた。お
かげで、何事にも果敢にチャレンジし、積極的に
行動する自信を得た。スクールでの貴重な経験
は、今後の人生の基盤となるだろう。お世話に
なったスクールの方々に、
「ありがとう」と伝え
たい。
将来、地域の人間として、次世代のこどもたち
の成長に貢献できるように頑張りたい。

審査 員のコメント

●「人は一人では生きられない。実感である。」この書き出し文にノックアウトされた。ラグビーの楽しさと今という瞬間を大切に
する生き方のヒントをもらった京都西ラグビースクールへの感謝の気持ちが、畳みかけるリズミカルな文章によって見事に鮮や
かに表現されている。
（内田先生） ●今という瞬間を大切にする生き方、という言葉に、はっとさせられました。日々チャレンジ
する姿勢はとても素敵です。これからも「Try Our Best.」を胸に何事にも前向きに取り組んでいってください！（松田先生）

優秀賞

「 新しい家族 」
てらさか

鳥取県

いぶき

寺坂 唯吹さん

昨年の十一月に母の妊娠が分かった。最初は冗
談かと思ったがエコー写真を見て本当だと感じ
た。僕にはすでに二つ下の弟が一人いるがもう一
人弟がほしかったので男の子がいいなと思った。
このときとても嬉しかった。
それから母のお腹が少しずつ大きくなってきて
中で動いているのも分かるようになった。このこ
ろ弟だと分かって母が妊娠した時よりも嬉しかっ
た。元気に産まれてほしいと思った。
今年の七月に弟は産まれた。その日から家の畳
を替えたりベビーベッドを組み立てたりした。早
く家に帰って来てほしいと思った。母と弟が帰っ
て来た日、弟を可愛がった。歳がはなれている分

中学2年生

しっかりしなければならないと思った。二つ下の
弟もおそらくそう思ったにちがいない。
それから一週間程たった日に初めておむつを替
えさせてもらった。思っていた以上に難しく、泣か
せてしまった。これから上手になるよう頑張りた
い。
弟をずっと見ていても見あきないし、少し元気
がないと病気ではないかと心配になる。弟が何を
しても可愛く思え、親バカならぬ兄バカだと思っ
た。兄として弟が自分の悪い所を真似しないよう
に短所を直しながら一諸に成長していきたい。こ
れから家族皆で協力して見守っていきたい。そし
て将来、立派なイクメンになりたい。

審査 員のコメント

●筆者が弟を迎える歓びと期待がふくらんでいく様子がよくわかる作文である。とうとう兄になった。弟は何をしても可愛い。よい
モデルにならなくてはとの決意もほほえましい。きっと将来は立派なイクメンになるだろう。文章構成力が高く読むものを惹きつ
ける作品である。
（内田先生） ●新しい弟が生まれたことに対する感慨や心情がつぶさに感じ取れる作品である。小さな子供に
接触することは、自分自身が親になることに対する考えを深め、貴重な体験であろう。
（坂元先生）
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優秀賞

「 酸っぱい温かさ 」
ひらた

岩手県

みれい

平田 美礼さん

春、
私の家の庭には可憐な白い梅の花が咲きます。
引っ
越してきたときに植えてから、
毎年梅の花は、
目を楽しま
せてくれるだけでなく、
春を感じさせてくれる匂い、
嗅覚
でも私達家族を楽しませてくれます。この庭の梅の木に
は、とても思い入れがあります。七月になると、透き通っ
た黄色の梅の実がなります。収穫の時期は毎年梅の実を
食べにくる、
鳥がやってきたときです。
この鳥が来る時が
一番梅の実がおいしいからです。
その梅の実を、
父と一緒
に収穫して色々なものを作ります。特にも母が作ってく
れる
「梅ジャム」
は夏の暑さにも負けない健康な体を作っ
てくれる元となり、
とてもおいしいです。
父とは去年一緒に梅酒を作りました。今年これを開け
て、とてもおいしくできた梅酒を飲む父の笑顔で私も嬉し
くなりました。まだお酒を飲める年齢ではないので、二十
歳になったら自分で作った梅酒を飲んでみたいです。そし

高校2年生

て、たくさんある梅は、祖母が私の大好きな梅干しにして
くれます。家族で色々な物を作るのはとても楽しいです。
梅の酸っぱい味は家族がつながり、
温かさを教えてく
れました。
また、
春の花見と言えば桜が定番ですが、
私の
家族は毎年、
茶の間から見える梅の花が定番になってい
ます。私も含め兄弟の成長を見守ってくれ、家族と一緒
に成長している梅が、
これからも綺麗に咲いてくれるこ
とを願います。
みなさんは白い梅の花言葉を知っていますか。
「気品」
だそうです。
私は昨年、高校生になり、沿岸にある家を離れて内陸
梅の花のように、
成長して
の高校の寮で生活しています。
いく中で「自分の意思をしっかり持った、気品のある女
性」
になりたいと思います。
離れて暮らす家族に感謝して！

審査 員のコメント

●梅と桜は日本人が好きな花です。家族みんなで梅の花を観賞し、梅酒まで作っている。梅は家族の絆を作る役割を果たして
います。花見は桜が定番ですが､この家族は梅が主役です。梅の花言葉は「気品」だそうです。気品を持った女性を目指して下さ
い。
（明石先生） ●梅の実にまつわる数々のエピソードにうっとり。離れて暮らしていても、こころに咲く梅の花が、家族をつな
いでいってくれるでしょう。
「自分の意思をしっかり持った、気品のある女性」にきっとなれますとも！（松田先生）

優秀賞

「 天国の父へ 」
やまく

千葉県

まい

山来 舞さん

いつもありがとう。そしてごめんなさい。そ
れだけを思い、私は仏壇に手を合わせる。父は
何も言わない。
生前の父は、心臓を患っていた。それなのに
誰よりも私と姉のことを思って、入退院を繰り
返しながらも仕事をしてくれた。
私が、
「買い物に行きたい。」と言えば、すぐに
連れて行ってくれた。どんなに仕事で疲れてい
ても……。人間関係がうまくいかず、学校を休
みがちな私を心配し、役場に私にも行ける学校

中学2年生

がないか探して動いてくれた。
なぜもっと早く大切なことに気付けなかっ
たのか。たった一人の大切な父。父を失っては
じめてどんなに愛されていたかに気づく。生前
の父に、
「 ありがとう。」と伝えていたら少しは
父の思いに報いることができただろうか。今の
私にできることは、父への感謝の気持ちを忘れ
ずに、自分を大切にして、天国の父を安心させ
てあげることだと思う。

審査 員のコメント

●父親を失って初めて気づく父親の愛情とふところの深さ。生きているときに言いたかった感謝の言葉。筆者の思いは心に響
き、感動がわきあがってくる。天国のお父さまは、悲しみの中から立ち上がり、歩み始めた貴女を知って安堵されたに違いない。
素敵な作文をありがとう。
（内田先生） ●亡くなった父親の仏前で手を合わせる姿に感服です。幼児期には手を合わせること
はよくみられます。しかし。思春期になるとそうはいきません。亡き父親に対する「ありがとう」の感謝がにじみ出ている文です。
天国のお父さんも喜んでいるでしょう。
（明石先生）
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最優秀賞

一般の部

3

「 一瞬の出会い 一生の思い 」
ひろき

福岡県

さやか

廣木 沙耶香さん

私の生まれ故郷は徳島県。嫁いだ先は福岡県。車では
フェリーを乗り継ぎ8時間。新幹線では4時間の小旅行を経
て、帰省をします。
3歳の娘と１歳の息子、そして私の3人の仲間で長い旅路
に向います。長旅を退屈させないためのおもちゃ、空腹時
の お や つ 、も し も の と き の 着 替 え な ど な ど … 後 ろ に は
リュック、前には抱っこされた息子、右手には娘、左手には
カバンという大荷物での移動です。電車の席に座るのも一
苦労、バスを降りるのも一苦労。
まだまだ小さいわが子たちと旅することは簡単なこと
ではありません。しかし、苦労してまで私が長旅を選ぶの
には理由があります。それは、
「 人の温かさを感じられる」
という何よりも代えがたい瞬間があるからです。旅先では
毎回、必ず、見知らぬ方が声をかけてくれます。
おばあちゃんが「お母さん、大丈夫？」
スーツを着たおじさんが
「荷物ひとつ持ちましょうか？」

30歳

小学生のお兄さんが「席、譲るので座ってください」
若いお姉さんが「一緒に出口まで連れていきますよ」
本当に温かい、うれしい言葉です。毎回、毎回幸せな気持
ちにさせて頂き、助けて頂いております。
子連れでの移動は、色々な方に不快な思いをさせてし
まったりご迷惑をおかけしてしまっていることもあると
思います。それは本当に申し訳なく思います。
しかし、色々な方にお声かけいただくことで子育てを通
して人の温かさに触れることができ、子育てを一生懸命頑
張ろう、という気持ちにさせていただいています。そして
今、4歳になった娘が困っている方を見つけると「大丈夫で
すか」と声をかけるようになりました。一瞬の出会いであ
るかもしれませんが、出会った皆さんが娘の心を育てて下
さったと思っています。本当にありがたいことです。そし
て私たちもたくさんの方を幸せな気持ちにさせれるよう
な家族を目指したいと思います。

審査 員のコメント

●恒例の実家への長旅。しかも小さなお子さん二人を連れた旅。その道中、出会った人たちから暖かい手助けをもらってい
る。日本の世間は捨てたものでない。みんなで困った人を助ける。それが､四歳の子供まで引き継がれていく。心温まる文です。
（明石先生） ●「助けて」といえる人になること、
「 ありがとう」と好意を受け取ることは、この世の中、意外に難しいものです。
子育て中に「受援力」が高いと、子供たちもたくさんの出会いと経験を得られ、周りも幸せになれます。
（松田先生）

優秀賞

「 頑張りすぎる妻へ 」
あいの

大阪府

ただし

相野 正さん

結婚して三十四年になりますね。
授かった子供たちを保育所や学童に預けて働き
ましたが、兄妹ともに子供会のソフトボールに参加
するようになって友達も増え、地域の人にも可愛が
ら れ 、明 る く 元 気 に 育 ち ま し た ね 。早 く に 両 親 を
失っていた僕は、初めて大切な家族を持ちました
が、君には苦労ばかりかけてしまいました。
なのに、一昨年退職したばかりの君が進行がんの
宣告を受けたときは、大変なショックで、このまま
では君を幸せにすると約束したことが果たせない
と思いました。
僕は前がん病変を持っていますが、まさか君まで

66歳

とは。しかも君は自分のことより僕や子供たちの心
配ばかり。
でも、頑張って手術や抗がん剤治療に耐えてくれ
ました。
お兄ちゃんの結婚式では本当に嬉しそうでしたね。
それでまた今回の再手術も乗り越えました。
君の頑張りは家族のお手本です。だけど、何でも
一人で頑張ろうとしすぎます。子供たちも僕もいろ
んな人に見守られてきました。君も僕たちにもっと
甘えて過ごしてほしいと思います。
そして僕に、
君を幸せにする余裕を少しだけ下さい。

審査 員のコメント

●果敢にがんに立ち向かう妻への賛辞。しかし一人で闘わず、自分たち家族にもっと甘えてほしい。評者は、
「 僕に、君を幸せに
する余裕を少しだけください」という締めくくりに思わず落涙した。奥さんががんを克服・回復・快復されますようにと祈らずには
いられない。
（内田先生） ●夫婦二人で病と闘いながら､生きていこうとする姿に心が打たれます。がんの治療は耐えがたいも
の､といわれます。それに耐えている奥さんを見守っている旦那さん、すばらしいです。家族みんなで､病気と闘っている人を励ま
す家族の絆がうまく描かれています。
（明石先生）
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優秀賞

「 グータッチ 」
すずき

大阪府

たかや

鈴木 貴也さん

父が出勤するとき必ず自分たちはグータッチ
をします。気づいた時には当たり前の儀式のよ
うなものになっていました。小さかったころは
ゴツゴツして大きな父の拳と小さな手を比べ
て、いつかはこのくらい大きくなれるかなと
思っていました。
高校生くらいになると、いつものグータッチ
の時に少し強めにコツンッと当ててみると、父
が「痛っ」と呟き少し微笑みました。少し父を越
えられた気がしました。
私にとって父という存在はとても大きいです。

19歳

自分は一人っ子なので仕事で疲れているのによ
く遊んでくれたり、
母と私を色々なところに連れ
ていってくれたりしました。本当に感謝してま
す。
そして先日の盆休みには久しぶりに再会して
最初はとても照れ臭かったけれど、とても楽し
かったです。
別れはもちろんグータッチ。
私も将来、父親になると思います。そんな時は
父のような優しくしっかりとしたかっこいい父
親になります。
必ず、恩は返します。

審査 員のコメント

●友人のような父親と息子の関係であるが、同時に、息子が父親を深く尊敬し、憧れている様がよくよく感じ取れる作品である。
「グータッチ」を軸とした文章展開も巧みである。
（ 坂元先生） ●お父様も、たくさんの言葉にできない想いを、グータッチで
伝えてこられたのかな、と想像しました。きっと心強く、頼もしく思っていることでしょう。ぜひ、将来お子さんとのグータッチで
お父様からのバトンを手渡して！（松田先生）

優秀賞

「 親子三世代 、家族への感謝 」
つかもと

神奈川県

たかひろ

塚本 貴広さん

昨年、子供が生まれ、私は親になった。
慣れないことばかりで大変さもあるが、息子の
笑顔を見るとたまらなく幸せだ。
今年の夏、
私の田舎に初めて息子を連れて帰った。
祖父母は喜び、息子も大はしゃぎで楽しそうだ。
私と同じように祖父母も孫の全てが愛おしいよ
うだ。
祖父母が孫を可愛がる姿を見て、ふと気づいた
ことがある。
物心つく頃には、怒られたり、思い通りにいかな
い記憶もあるが、0歳児のように全てが受け入れら
れ、愛情で満ち溢れている、こんな風景があると

32歳

は、自分に子供ができるまで思ってもなかった。
私も同じように可愛がってもらったと、親の立
場になってわかる、両親への感謝。
この温かい気持ちに気づかせてくれた、息子へ
の感謝。
息子を生んでくれた、妻への感謝。
私に0歳の記憶があれば、もっと親の言うことを
聞いて、もっといい子に育ったかもしれない。
ぜひ、この風景を息子が大きくなったら見せて
やろう。
きっといい子に育つに違いない。

審査 員のコメント

●赤ちゃんのとき、いっぱい抱かれて育った子はいい子に育ちます。お父さん！ あなたもきっとすべてを受け入れられ、いっ
ぱい抱っこされて育った筈です。だからこそ今、こんな素直な立派ないい子（父親）に育っているではないですか。感動です。
（橋本先生） ●人の親になって初めて知る親の恩。両親への感謝の気持ちがわきあがる。同時に息子を生んでくれた妻へも
感謝。親子三世代が揃って初めて味わった感謝の念。この風景を息子にも見せてあげたいと、リズミカルな筆致で畳みかけ
る。クオリティの高さが際立つ作品である。
（ 内田先生）
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優秀賞

3

一般の部

「 父が根を張って 」
はやかわ

東京都

さとこ

早川 聰子さん

父が根を張って、見守ってくれている。
父が他界して、3年。肺炎で入院した父は、パー
キンソン病で、飲み込みが悪くなった。4つの選
択肢を示され、余命1年以内、と宣告された。
点滴による栄養摂取を希望した。でも、認知
症で、鼻チューブを引き抜いた父を、主治医は。
生きることを拒否、とみなした。父の余命は、1、
2ヶ月に短縮された。
納得できなかった。でも、点滴にはリスクが
ある。自然より死を早めたら、一生後悔する。点
滴に踏みきれなかった。
残された時間が早送りされた、と考えた。だ

48歳

から、会う間隔を短くした。精一杯病院に通っ
た。往復6時間かけて。生きている間に声をかけ
た。また来るから、だけだが。認知症でも父に
は、芝桜の写真を見て、きれいだね、と言う心が
あった。
父が危篤になった日。
（ また生きて会える。）
心の中で父に言った。それが、生きている父を
見た最後だった。
父が根を張って、見守ってくれている。父の
老人ホームのある、渋沢の花屋で買った花束の
葉の茎に。今年も根が生えた。父は生きている。

審査 員のコメント

●「（父の）残された時間を早送りされた」という慙愧の念が痛いほど伝わってくる。しかし、花屋で買った花束の葉の茎に今年
も根が生えた。このことに筆者は“永遠の命”を感じ「父は生きている」と確信する。評者は韻文のような筆致に惹き込まれ、心を
強く揺さぶられた。
（ 内田先生） ●父親の闘病や逝去に対する苦しさや悲しみがひしひしと感じられる作品である。作者の心
情には心打たれる。
（坂元先生）

優秀賞

「 年中行事と共に 」
まつい

滋賀県

こ

松居 とし子さん

「お祝いやす」の亡き姑の挨拶で、我が家の新
しい年が始まります。
大晦日に、祝箸の袋に、家族五人の名前を姑が
書きます。お正月三日間は、それでお雑煮やおせ
ち料理を頂きます。それがいつの頃からか、字の
上手な次男が書く様になりました。そして昨年
の大晦日は、長男の嫁が書いてくれました。自分
の名前の書いた祝箸で、お雑煮を頂くという風
習を一つ覚えてくれました。
こうして、七草粥、小豆粥で、お正月で疲れた
胃を休めます。やがて節分に年の数プラスひと
つ分の大豆を食べて、春を迎えお彼岸。男の子二

55歳

人の我が家では、端午の節句に、五月人形を飾
り、かしわもちをお供えします。七夕には、笹に
短冊やお星さまを飾りました。お盆には、家族
揃って、お墓参りです。虫の音が聞こえてくる
と、お月見です。月見だんごは御神酒、里芋を十
二個。うるう年には、十三個お供えして、十五夜
お月様に手を合わせます。
こうして、我が家は、年中行事と共に、一年が
過ぎていきます。姑が亡くなって、三年たった今
でも、新しい家族を迎えても、変わらずに伝えて
いきたいと思います。日々の生活の中の年中行
事を。お姑さん見ていて下さいね。

審査 員のコメント

●ほとんど見られなくなった文化、風習の伝承が家族での年中行事として子供達に伝えられて行く事も絆の構築としての素晴
らしい一面です。私宅も飲んだくれて帰宅しても、深夜に「鬼は外！」と夫婦二人で未だに豆まきをさせられている節分です。
（橋本先生） ●家族のメンバーが入れ替わりながらも、変わらず年中行事が行われていく様が流麗な文章で描かれている。家
族の暖かさや絆の強さがじわじわと感じられてくる作品である。
（坂元先生）
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内閣 府「家 族 の日」
「 家 族 の 週 間」ホームページ
http://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/family/index.html

