
11月18日（日）は「家族の日」

11月11日（日）～24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 ］

写真＆手紙・メール

作 品 集



　「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。
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●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
30年度

「家族の日」・・・・・・・11月18日(日) 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  <11月の第3日曜日>

「家族の週間」・・・・・11月11日(日)～24日(土) 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  <家族の日の前後各1週間>
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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(プロカメラマンを除く)

平成30年7月1日(日)～10月31日(水)

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①116点　テーマ②43点
手紙・メール・・・応募区分　①小学生の部…120点　②中・高校生の部…598点　③一般の部…75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
(子育て家族の絆、子供と深める家族の絆)

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

写真部門 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

写真部門 手紙・メール部門

写真部門 手紙・メール部門

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子連れスタイル推進協会 代表理事

写真家

渡部　陽一

　
光畑　由佳

中川　正子

お茶の水女子大学基幹研究院人間科学系 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

玉川大学教育学部 教授

神奈川県立保健福祉大学 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

　
伊久美　亜紀

　
大豆生田　啓友

　
吉田　穂波

　
　
渡邊　大地

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
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最 優 秀 賞

「6歳の誕生日おめでとう！」
東京都　木村 貴光さん　42歳

毎年誕生日に前の年の写真をもって撮影し続けたら、いつの間にかこんな写真に！

●渡部委員
娘さんの表情、最高です。子供の成長を写真で表現する演出力も見事です。構図、色合い、パネルの配置、一目で惹きつ
けられました。来年７歳になった写真も楽しみです。写真パネルの色を統一したことで成長の軌跡が的確に伝わってき
ました。
●中川委員
アイディア、画面の構成力が群を抜いて素晴らしいです。しかし最もこの写真をよいものにしているのは現在の彼女の
表情ですね。積み重ねた時間と確実な成長を感じます。
●光畑委員
毎年お誕生日に撮影した写真を重ね合わせるという、ユニークな工夫を凝らした作品です。技巧だけではない女の子の
生き生きした表情に思わず笑みがもれます。作品には女の子の姿しか写っていないのですが、何年も積み重ねた写真の
背景に、愛情あふれる家族の姿が透けて見えるようです。

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写真部門

  きむら　　　　たかみつ
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「笑み溢れるひととき」
長崎県　末永 恵子さん　44歳

祖母や親戚と一緒に、祖母の生まれ故郷を旅してきました。私の娘た
ち(真ん中２人)と、親戚(外３人)は、初めて会ったのに、まるで４姉妹の
ようでした。親戚のお母さんに子供たちが戯れる姿を見ているだけ
で、笑みがこぼれました。

●光畑委員
一瞬、お産の後かと思ってしまうような、生命感のあふれるイメー
ジの作品です。親戚のお母さんのもとにぎゅうっと集まってきた
子どもたち。ちょっときょとんとした赤ちゃんの表情と、子どもた
ちに囲まれたお母さんのやさしい表情は、何度も何度も見てしま
うほど素敵です。

作品のエピソード

審査員のコメント

優 秀 賞

「ひまわりに負けない笑顔！」
大阪府　髙野 佐知さん　41歳

毎年、欠かさず行っているひまわり畑。今年もひまわりに負けない笑顔
で暑い夏を過ごすぞー♪

●渡部委員
笑顔のやさしさ、笑顔のあたたかさ、まさに笑顔の力が詰まった作品です。
ご家族３人の微笑みは作品を見る方々を幸せにしてくれます。お母さんが
大好きな子供達の表情に吸い込まれます。極上の一枚ここにありです。
●光畑委員
はるか彼方にまで続く、一面の花畑を背景に、家族のはじけるような笑
顔。ひまわりの花の力強さと遠く真ん中に立つ一本の木が、笑顔にマッチ
しています。自撮りをされたのでしょう、被写体には歪みが出ていますが、
それがかえって作品を印象的にしています。

作品のエピソード

審査員のコメント

優 秀 賞
 たかの 　　さち

「帰省の夜は静かにふけて」
神奈川県　小野 早苗さん　39歳

●中川委員
モノクロームで昭和の香りがするこの景色、多くの方の記憶にあ
る家族の風景といった感じがします。みんなで散々遊んだ様子が
いいですね。

作品のエピソード

審査員のコメント

優 秀 賞

実家に帰省すると、必ず祖父母の部屋で寝たがる息子たち。子
どもたちがようやく眠り、疲れ切った祖父母と、のんびり写真を
撮る私。静かに夜がふけていきます。

おの 　　さなえ

すえなが 　けいこ
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子育て家族の力テーマ
1写真部門

「大好きなえがお、ふたつ。」
千葉県　前田 優夢さん　小学3年生

弟がようちえんに入えんする記ねんにとりました。

●渡部委員
お母さんの表情、お子様の眼差し、全体を覆う春らしい薄紅色の
空気感。幸せがここにある納得の作品です。お子様が大人になっ
た時、この一枚は大切な宝物になると感じました。

作品のエピソード

審査員のコメント

優 秀 賞
まえだ 　　ゆめ

「みんなで、ぎゅっ！」
熊本県　野口 良美さん　33歳

寒い冬もみんなで笑い合えばあったかい！

●中川委員
一見男の子３人かと見間違えてしまうようなお父さんの楽しそう
な表情に惹かれました。カメラを構えたお母さん（でしょうか）の
存在も感じます。楽しい声が聞こえてきそうです。

作品のエピソード

審査員のコメント

優 秀 賞
のぐち 　　よしみ
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最 優 秀 賞

「いつもありがとう」
愛知県　那須 真季さん　43歳

向かいに住んでいる生田さんとたっちゃん。家を建てて知り合ったおばあちゃん達です。四人の子供達は孫のよう
に、うちとお二人の家を行き来してます。毎日、この写真の場所（生田さんの玄関先）は夕方犬の散歩?の停留所、
ご近所の方々も集まってくるこのお二人の井戸端会議に参加してる我が子たち（なんと雨の日も）。本当に、ここま
で多々育児を助けられ両親とはまた違う形で感謝をしてもしきれない気持ちです！

●渡部委員
まさにベストショット。構図、淡い色合い、そしてみなさまの表情。リラックスした笑顔からは地域で暮らす安心感が伝
わってきました。誰しもがイメージできる地域の魅力が詰まった作品であります。
●中川委員
映画のスチール写真のように完成度の高い写真ですね。一見仲の良いご家族かと思いきや、ご近所の方とのこと。素晴
らしい関係が表情に表れています。
●光畑委員
昭和の映画のワンシーンのような、どこか懐かしさを感じる写真。ご家族での写真かと思ったら、ご近所の方と子どもた
ちとのこと。まるで本当に家族のような距離感と笑顔、こんな風に地域の皆に愛されて育った子どもたちは、どんな大人
になってくれるでしょうか。

作品のエピソード

審査員のコメント

子育てを応援する地域の力テーマ
2

なす 　　　　　まき



子育てを応援する地域の力テーマ
2
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「子育ての恩人」
千葉県　上野 淳子さん　45歳

●渡部委員
みんないつも一緒。身近にある子育ての安心感が伝わってくる作
品です。みなさまの優しい笑顔に引き込まれました。たくさんのじ
いじ、ばあば、これからもお元気で！

作品のエピソード

審査員のコメント

優 秀 賞

「胸をひらいて、心をひらいて」
神奈川県　大塚 ひとみさん

産後にベビーカーを使ったバギーエクササイズという運動を行っています。産
後のママが家に閉じこもり育児の孤立化をしないよう、外出するきっかけに
もなりますし、外に出て風や木々の匂いを感じる事はママだけではなく赤
ちゃんの五感にも刺激になります。バギーエクササイズを通じて心身が少し
でも元気になるように！そんな活動をしています。写真は東京 有明で集まっ
た時のものです。皆さんの笑顔がとても明るく印象的でした。

●光畑委員
青空に向かって胸を広げ、子どもたちと楽しむママたち。その背景には高
層ビル。子育てが孤立化しやすいと言われる都市部でも、こんな風に皆
でつながれば、心も開き、子育ては生き生きと楽しめるはず。そんな子育
ての楽しさと可能性があふれる作品です。

作品のエピソード

審査員のコメント

優 秀 賞

「みんなで子育て、ママ友で楽しく！」
栃木県　三浦 孝子さん　67歳

●中川委員
ママたちの楽しいピクニックかと思いましたが、青空授乳の会だと伺い驚
きました。みなさんの明るい笑顔がいいですね。
●光畑委員
授乳室や授乳ケープ、そして自宅と、授乳を見せない現代では、他人の授
乳を目にする機会はめったにありません。その風景が、かつては当たり前
に社会にあったと思い出させてくれる作品です。家の中にこもりがちな産
後も、青空の下で、皆で。こんな風景が当たり前になればと感じます。

作品のエピソード

審査員のコメント

優 秀 賞

写真部門

毎月、地域のママ同士で楽しく集いを持っています。年に1回は、みんな
で戸外で授乳を楽しみます。一人では青空の下で授乳するということを
考えたことがなかったという初めてのお母さんの笑顔がこぼれます！

私の家は共働きの為、平日の日中は夫婦共に不在です。両親不
在中は私の母をはじめ近所の人たちが大勢手助けしてくれま
す。わが子にはジージー、バーバーが沢山います。あったかい地
域に住むことが出来てとても幸せです。

うえの 　じゅんこ

おおつか

みうら 　　たかこ



8

「元気の秘訣！笑いながらみんなで体操」
新潟県　向井 和代さん　34歳

にしかんの茶の間では、月に１度「にしかんみんなの体操」を
行っています。赤ちゃんからお年寄りまでみんなで円になって体
操をすると楽しくて笑い声で溢れます。我が子は２才の双子で
すが、１人は見よう見まねで体操し、１人は参加者のおじいさん
に抱っこしてもらっていつも喜んで参加しています。

●中川委員
ご参加の方々の表情が素敵です。こんな中で子育てできたらい
いだろうな、と感じる暖かい写真です。

作品のエピソード

審査員のコメント

優 秀 賞
むかい　　 かずよ

「日々是好日」
和歌山県　森田 眞由美さん　57歳

和歌山県かつらぎ町天野の里づくりのメンバーは毎年都会で暮らす
親子を招待し、田植えや稲刈りの体験を通して働くことや収穫の喜
びを味わうとともに、地域の人 と々の交流を続けています。天野の里
づくりメンバーの方々はまるでわが子や孫が里帰りしてきたように親
子を歓迎し、ともに成長を喜びあっている姿が微笑ましく、世代を超
えた交流が続いています。

●渡部委員
田植えをする方々が重なる一直線の美しさ、山々の輪郭がなす曲
線の美しさ、絶妙なバランスが光ります。自然に向きあった暮らし
に気づいてみる。日々是好日の意味を感じ取りました。

作品のエピソード

審査員のコメント

優 秀 賞
もりた 　　　まゆみ
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小学生の部1

「たのもしい妹」

審査員のコメント

　私は４さいの妹がいます。
　すごく可愛い妹です。わたしの妹は 300 ピース
もあるパズルを、さいごまでかんせいさせるがん
ばりやさんです。
　ときどき、自分の思い通りにならない時にかい
じゅうのようにあばれます。
　だけど、わたしは、はなのおねえちゃんなので
がんばっています。
　この夏、わたしは、妹とはじめてのおつかいに
　行きました。

　わたしはかいじゅうの妹がでてきたらどうしよ
うとふあんでした。でも妹はお母さんがいない分
がんばらないと、と思ってくれてぎゅっとわたし
の手をにぎってくれました。
　それがわたしのゆうきにかわりました。
　そして２人の力をあわせておつかいできました。
たのもしいと思いました。
　かいじゅうのときはいやだけど妹がいてくれる
からわたしは強くなれます。
「はなちゃんいつもありがとう！」　

最 優 秀 賞

手紙・メール部門

広島県　青崎 澪さん　小学2年生
あおさき   みお

「赤ちゃんをむかえること」

審査員のコメント

「ここちゃんは、お姉さんになるんだよ。」
　今年の夏、お父さんとお母さんに、言われま
した。わたしは、妹か弟がほしかったので、と
び上がってよろこびました。
　けれど、お母さんの体調がよくなくて、入い
んをして、大へんでした。わたしは、むねがは
りさけそうになったけれど、遠くに住むおじい
ちゃんや、おばあちゃんが来て、わたしとすご
してくれたので、うれしかったです。
　お母さんは元気に帰ってきました。赤ちゃん

は、女の子だそうです。わたしは妹と一緒に人
形遊びをするのが、今から楽しみです。わたし
がふ安なことは、お母さんが急におなかがいた
くなったときです。お父さんに電話をして、お
となりのおばちゃんに、知らせる練習をしよう
と思います。
　今は、家族で赤ちゃんの名前を考えていると
きが、とても楽しいです。わたしはやさしい子
になってくれるような、かわいい名前をつけた
いです。 

優 秀 賞
山梨県　江口 心さん　小学3年生

えぐち　こころ
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審査員のコメント

優 秀 賞

　僕は今年の夏、甲子園に大好きな高校野球を見に
行きました。僕が座った外野席からは、選手が小さ
くしか見えなかったけど一生懸命ボールを追いかけ
る姿がかっこよく、スタンドからは、たくさんの応
援の声や歓声が上がり、甲子園でプレーする選手は、
僕にはみんなのヒーローに見えました。
　秋田県代表の金足農業高校は、数々の強豪相手に
勝ち、準優勝しました。負けてしまったけど、あま
り悔しいとは思いませんでした。金農の選手は、ど
の試合もすごく楽しそうに試合をしていて、校歌も
全力で歌っていました。試合を見ているうちに勝つ
ことがかっこいいのではなく、楽しく全力でプレー

することが、かっこいいと思いました。試合後のイ
ンタビューで吉田投手は、「まず、応援してくれた
人に感謝したいです。」と言っていました。僕も感
謝の気持ちを忘れずすごしたいです。
　僕は水泳部に入っていて、今年が最後の大会です。
一位にもなりたいけど金農の選手のように、楽しみ
ながら、全力で泳ぎたいです。そして、僕が楽しく
泳ぐ姿を見て、水泳を好きになってくれる人が増え
るといいなぁと思いました。
　僕も金農の選手のように、みんなの記憶に残る
ヒーローになりたいです。僕の夏は、まだまだ終わ
りません。

優 秀 賞

　お父さん、お母さん野球ぶのみんな、ぼくをたすけ
てくれてありがとう。
　ぼくは、野球ぶに入っています。いつもし合でいい
けっかを出せるように練習しています。
　春休みの練習の日、ぼくはきゅうに息がしにくく
なってそこにたおれました。
　つぎに目がさめた時、びょういんのベッドの上でし
た。色いろなテープや線がぼくの体から出ていてマス
クもしていました。
　あとからお母さんに聞くと、みんながぼくの名前を
よんでも、はんのうがなくて、息もしていなかったか
ら、きゅうきゅう車をよんで、びょういんに行ったそ

うです。
　ぼくはアナフィラキシーと言うびょうきで入いんし
ました。
　今はもう発作が出ることは少なくなったけれど、あ
の日、ぼくの体のへんかに一番早く気づいてくれたほ
かのぶいんのお父さん、きゅうきゅう車をよんでくれ
たほかのぶいんのお母さん、入いん中、ずっといっしょ
にいてくれたお母さん、まい日会いに来てくれたお父
さんとお兄ちゃん。そのほかにも、ぼくを心ぱいして
くれたみなさん、本とうにありがとう。
　おかげでぼくは大すきな野球ができています。
　これからもよろしくね。 

香川県　唐渡 浩平さん　小学3年生
からと     こうへい

秋田県　根本 徳郁さん　小学6年生
ねもと     のりふみ

よんでも、はんのうが
ら、きゅうきゅう車を

審査員のコメント



11

小学生の部1

「私の体育着」

審査員のコメント

優 秀 賞

　わたしの体育ぎにはたくさん名前が書いてあ
ります。一番こいのがわたしの名前、次にこい
のがお兄ちゃん、その次はさくらちゃんの名前。
そしてほとんどきえて見えないさくらちゃんの
お兄ちゃんの名前が書いてあります。体育ぎだ
けではありません。わたしがきているおようふ
くも、さくらちゃんのお下がりがたくさんあり
ます。どれもわたしのお気に入りです。
　わたしが一年生の時、近所に住むさくらちゃ
んは、わたしと一しょに登校してくれていまし
た。今は中学二年生のお姉さんです。

今わたしは三年生になりました。今度はわたし
がお姉さんになる番です。おとなりのさよちゃ
んと手をつないで毎日登校しています。そして
たくさん名前が書いてある小さくなった体育ぎ
もさよちゃんがきてくれています。きっとさよ
ちゃんもお向かいのもと君が学校に行くときに
は、手をつないでつれて行ってくれると思いま
す。妹や弟がいなくてもお姉さんになれるこの
地いきが大すきです。さくらちゃんやさしくし
てくれてありがとう。

手紙・メール部門

「ぼくとお父さんの野きゅう部」

審査員のコメント

優 秀 賞

　ぼくは、四月から野きゅう部に入部しました。今ま
でキャッチボールしかやったことがなくて、練習につ
いていくのは大へんだけど、毎日楽しいです。
　野きゅう部は、朝早くから練習をします。練習の日は、
お父さんもいっしょに行きます。お父さんは、一ども
野きゅうをやったことがなくて、時々こまっているよ
うな顔をします。でも、先ぱいのお父さんといっしょに、
グラウンドせいびをしたり、ボールひろいをしたりし
ています。そして、部かつのあった日の夜は、先ぱい
のプレーの話をしたり、少しだけこしがいたいと言っ
て、ぼくをわらわせたりします。
　今年の新入部いんはぼくとお父さんだけでした。

お父さんは、
「オレの部かつ。」
と言って、日曜日は、ぼくと同じくらいはりきってい
ます。
　練習じ合の時、ぼくは「ボールボーイ」をやります。
本番の大会の時は、お父さんが、「ボールボーイ」をや
ります。ぼくもお父さんも、一生けんめいボールをひ
ろいに行きます。ぼくは、今は「ボールボーイ」だけど、
いつか、ぼくが打ったホームランのボールをお父さん
がひろいに行ってくれるといいなと思います。
　ぼくとお父さんの野きゅう部は、始まったばかりで
す。二人でなかよくがんばりたいです。 

秋田県　根本 竜玄さん　小学3年生
ねもと    りゅうげん

宮城県　堀内 津麦さん　小学3年生
ほりうち    つむぎ
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中学生・高校生の部2

「赤いスプーン」

審査員のコメント

最 優 秀 賞
北海道　池田 京香さん　中学1年生

いけだ     きょうか

「『母への手紙』」

審査員のコメント

優 秀 賞

　私は大きなトラウマを抱え、今苦しんでいる
ところである。幼い頃に実父から虐待を受けた
ことが原因だ。中学生になるまでは何故かあま
り思い出すことがなかったが、最近になって突
然思い出すようになり、フラッシュバックで過
呼吸に陥ることもある。ストレスで何もする気
が起きなくなったり、生きるのが嫌になること
もある。
　辛い。しんどい。助けてほしい。涙が止まら
なくなって、ふと気づくと、横で母も泣いてい

る。母のせいではないのに、母はいつも自分を
責めている。私が辛い時、いつもそばで支えて
くれるし、病院を探して連れて行ってくれたし、
何よりあんな父親と離婚してくれて、私を救っ
てくれた。感謝しているけど、なかなか母に私
の思いは届かないらしい。
　お母さん、今はしんどいけど、私は大丈夫。
もう自分を責めないで。私はお母さんの娘に生
まれて幸運だったと思っています。いつもあり
がとう。これからもよろしくね。

徳島県　粟飯原 ゆづはさん　中学2年生
あいはら

　おじいちゃんが、私に「ひらがな」を教えて
くれた。本を読んだり、手紙を書く事が出来る
ようになって、本当に嬉しかった。それなのに
おじいちゃんからの手紙には「京香え」「おぢ
いちゃんより」と書いてあって、間違いを教え
てあげようと思っていた。でも私とおじいちゃ
んの二人だけの暗号のような気もした。私が字
を枠の中に書けるようになるとおじいちゃんの
字はミミズみたいになった。私が箸を上手に使
えるようになるとおじいちゃんはスプーンを使

うようになった。
　「いつのまにか動くの忘れた。」とおじいちゃ
んは言った。私が学校や友達の事を話すと、大
声で笑っていたのに、いつの間にか、顔をくしゃ
くしゃにするだけになった。お正月に小さな一
かけらのお餅をスプーンにのせて口に含んだ。
それからスプーンは使われることがなくなっ
た。私はおじいちゃんに心の中で手紙を書く。
「おぢいちゃんえ、赤いスプーンは私が使って
いるからね。」



13

中学生・高校生の部2

「神楽を継ぐ」

審査員のコメント

優 秀 賞

　ぼくの住む西米良村には、昔から伝わる伝統
的な神楽があります。ぼくは、その神楽を舞う
社人をさせていただいています。小学五年の頃
から舞っていますが、もちろんはじめから舞え
る訳ではありません。神楽をずっと舞ってきた
先輩方から直接教えてもらって覚えていきま
す。そうやって、後の世代にも受け継がれてい
きます。
　ぼくは、一年に三度しかない、この神楽の時
期がくると、とてもうれしくなります。実際舞
うときは、「失敗したらどうしよう」とか、冬

なので「寒い」とか思いますが、舞い出すとな
んかいやなことも忘れて、心がスッキリした感
じになります。
　毎年、舞わせていただいていますが、ぼくが
こうやって舞えるのは、教えていただいている
社人の先輩方はもちろん、神楽の場を用意して
くださるたくさんの方々のおかげだと思ってい
ます。本当に感謝しています。この感謝をしっ
かりと伝えるために、将来西米良に帰ってきて
神楽を継ぎたいです。

「私の応援団長」

審査員のコメント

　我が家は五人家族で、寝る時はみんな一緒。
一日の出来事を話しながらいつのまにか眠りに
つく。
　私には応援団長がいる。小学六年生の時、学
校に行く時間になるとお腹が痛くなり、それ以
来学校に行かなくなった。周りの人には「学校
に行かないのは甘えだ、何があっても行かない
とだめだ」と言われて来た。だが、団長だけは「ナ
ンクルナイサー＝どうにかなるさ」と引きこも
る私を受け入れてくれた。

　通信制の高校に進学した時、中学から学校に
行かなくなった先輩の話を聞いた団長は、小学
校から行かなくなった私に「勝ったね」と耳打
ちをした。私はその言葉に勇気付けられ、時々、
その事を思い出す。今では毎日学校に通い、近
所のおばさんに「頑張って」と声をかけられ、
友達と楽しく過ごしている。往復四時間の通学
は大変だが私には団長がついている。ずっと私
の応援団長をしてくれている両親にはとても感
謝している。

手紙・メール部門

優 秀 賞

宮崎県　中武 光さん　中学2年生
なかたけ ひかる

沖縄県　安里 笑瑠さん　高校3年生
あさと      えみる
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「『お母さんありがとう。』」

審査員のコメント

優 秀 賞

　ぼくのお母さんは、何でも出来るし強くてた
くましい人だ。ぼくがいじめられて PTSD になっ
てから、お母さんも辛い時があったはずなのに、
いつもくじけずぼくを励ましてくれた。絶対に
無理だと思う時でも、いくつかの選択肢をぼく
に与えてくれた。何も言わなくても、ぼくの気
持ちをわかってくれた。
　母がいるだけで、ぼくは百万力になったかの
ようにいつも心強い。なかなか現実を受け入れ
られないで前へ進めないぼくを唯一叱ってくれ

るのもお母さんだ。自信がなくて、恐くて意見
が言えなくなっているぼくに、間違っている意
見なんてないと言い切ってくれたのもお母さん
だ。ぼくが生まれた時から毎日、僕の育児日記
をつけているのも知っている。ぼくなりの幸せ
を見つけてくれるなら寂しくても一人になって
いいとも言ってくれる。お母さんも弱いのに、
ぼくを守る為に強くなるしかなかった事もわ
かっている。お母さんの子どもで良かった。本
当にありがとう。

「『でも、大好き』」

審査員のコメント

優 秀 賞

　もうすぐ家を出る。家族と離れる『15の島立ち』。
　島に高校がないので、15 歳の私は中学卒業後
島を離れる予定である。
　弟妹４人。騒がしく、よくケンカする。時折降っ
てくる母の大きな声。私専用のシャンプーを勝手
に使われる。ゲームやお菓子の取り合い。弟妹の
仕業なのに、長女の私が叱られる。イライラする。
　でも大好き。
　みんなでご飯を食べる時、誰かのお祝いする時、
ピンチの時に合図がなくても団結する時、ケンカ
しても寝たらリセットされる時、好きだなと思う

私の家族。

　大好きな家族。
　３月が来たら、島を出る。
　都会を味わいたい気持ちと少しの不安。そして、
家族と離れる未知の世界。
　最近、離れる事を考えるとますます好きになっ
てきた私の家族。
　あと少し、家族みんなで過ごす時間。大切にし
たい。

沖縄県　宮國 穂乃夏さん　中学3年生
みやぐに　　 ほのか

大阪府　村田 亜聡さん　中学2年生
むらた      あさと
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一般の部3

「七夕のお願い」

審査員のコメント

　七夕に、家で笹飾りをして、子供達と短冊にお願
い事を書いた。４才の息子は、保育園での短冊には
『仮面ライダーになれますように！』と書いていた。
そんな年頃だ。
　『一番の願い事は、笹の一番上に付けるね！』と
息子が言った。はいはい、と返事をしながら、何を
書いたのかな、と覗きに行くと、『かぞくみんなで
くらせますように！』とある。ん？どうして？うち
は家族みんなで暮らしている。よくよく聞いてみて
驚いた。息子が言う家族というのは、『結崎じーばー
も、あいちゃんも、なっちゃんも、とおる兄ちゃんも、

まこちんも、りゅうじお兄ちゃんも、ひろこお姉ちゃ
んも、あいちゃんのお父さんとお母さんも…！』続々
出てくる。彼にとっての、祖父母、いとこ、おじ、おば、
祖母のきょうだいまで、血縁者がみーんな、『かぞく』
で、『いっしょにくらしたい』のだった。
　大人の頭で、父方・母方、義理のきょうだい等、色々
と壁を作っていたことに気が付いた。みーんな家族
で、みーんな一緒に暮らせたら嬉しい！幼い心の純
粋な願いに、そうだよね、みんな家族だね！いっぱ
いで嬉しいね！大きなお家がいるね！と話して、と
ても清々しい気持ちになった。

最 優 秀 賞

手紙・メール部門

奈良県　山本 結子さん　40歳
やまもと     ゆうこ

「初めまして」

審査員のコメント

優 秀 賞

　去年、産まれたコウシロウ君。
　私は君のおじいちゃんです。産まれてすぐに両親を
失いましたが、とっても素敵な女性に恋をして結婚し
ました。それが君のお婆ちゃんです。そしてお茶目な
君のパパが産まれました。寂しかったおじいちゃんの
人生に、大切な家族ができたんです。
　お婆ちゃんは、パパを託児所に預けながら医療の仕
事をしました。体の弱い人のために頑張ったんです。
君のママと同じです。
　やがてパパに妹ができました。二人はいつも仲良し
で、地域の人たちにも可愛がられて大きくなりました。

　ところがお婆ちゃんが最近「ガン」という病気にな
りました。
　でも、お婆ちゃんは君が「お婆ちゃん」と呼んでく
れるまでは負けないと頑張っていますし、家族みんな
で支えています。
　これから君もどんなことがあっても家族を大切にし
ながら、他人を思いやる優しい人になってください。
なれるはずです。
　だって君は、このおじいちゃんが愛したお婆ちゃん
の初孫ですから。

大阪府　相野 正さん　68歳
あいの　ただし
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「はげママもかわいい」

審査員のコメント

優 秀 賞

「はげママもかわいいよ」
　乳がんを患い、抗がん剤ですっかり髪の毛がな
くなってしまった私に、子供たちが言った言葉だ。
　死というものを意識し、子供達との別れを覚悟
する日々に、はげとは、なんとも率直・・・。思
わず笑ってしまった。・・・でもそうか、がん患
者でも、ステージⅢでも、はげてても、私はかわ
いいのか。そうか。なんだか力が湧いてきた。
　2 度の手術、１年の病欠を経て、私はホルモン

治療をしながら仕事に復帰した。
　髪もすっかり元通りに生えたから、かわいさは
さらにアップしているはずだが、「ママかわいい」
とはとんと聞かなくなった。しかし、今でも「は
げママもかわいい」この言葉が私の支えになって
いる。とかく沈む気持ちを明るくしてくれ続けて
いる。
　ありがとう、子供たち。そしてこれからもママ
をよろしく！

富山県　　 匿名希望　　 44歳
とくめいきぼう

「あいさつ、いいね」

審査員のコメント

　「ぼく、挨拶隊をやっているんだ！！」
　・・・私は長男が言っていることが理解でき
なかった。
　聞いてみると、小学校の正門をくぐる際に、
校門に立っている当番の先生が「おはよう」と
毎朝言ってくれても誰も応えなかったとのこ
と。だから自分はその横に立って、知らない生
徒にも「おはよう」と声をかけ続けたとのこと。
そして、「挨拶隊」ができ、今はメンバーも増え、

小学校の名物になっているらしい。
　確かに幼稚園の頃から、帰って来たら「ただ
いま」と、出て行くときには「行ってきます」
と大きな声で言いなさいと言って来た。挨拶の
大切さは感じていたのだろう。しかし、こんな
風になるなんて思ってもいない親であった。
　もっと伸ばしてみろ、お前の良いところ！！
お父さんはいつでも応援してるぜ！！

優 秀 賞
神奈川県　津田 万里さん　39歳

つだ 　 　ばんり
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一般の部3手紙・メール部門

「小さな桃太郎さんの大きな大きな家族愛」

審査員のコメント

優 秀 賞

「パパはとり年、たっくはさる年、しょうちゃんはいぬ年
やから、うちって桃太郎さんのお話みたいね。」５歳の娘
の発想には毎回驚く。
「それに私が桃色好きやから桃太郎さんやわ。」
　そんな理由づけすらとても可愛い。
「それでママは鬼やろ。」
　こちらは理由づけすらないけれど、ぴったりだねと夫も
笑って賛同する。
　こんな何気ない会話で盛り上がる我が家。明るいお姉
ちゃんに続き、二人の弟、１歳９ヶ月のたくみ、６ヶ月の
しょうごもいつも笑顔いっぱいだ。
　ところがこの夏、末っ子のしょうごが体調不良で入院す
る事になった。
病院で付き添う私。家族が離れて過ごす毎日に、娘は毎晩
泣いている、と夫から聞いていたので、家の事も心配だっ
た。そんな中、夫が娘から預かってきたのは１通の手紙だっ

た。もらった手紙を開けてみると「しょうちゃんだいすき」
の文字が。そして、その横にいびつなマルがひとつ。この
マルは何？とさっそく娘に電話すると、涙声で「きびだん
ご。これで元気出るやろ。」とだけ答えてくれた。娘の精
一杯の想いに胸が熱くなった。家族を想う気持ちの強さは
皆一緒だった。
　家族の絆。これは何気ない日々の生活の中で、お互いを
思いやる事で自然と深まるものだと、その時強く感じた。
　その後、みんなの願いも通じ、しょうごは無事に退院で
きた。
　ホッとして涙が浮かんだ私に夫が微笑んで一言。「鬼の
目にも涙、ってやつやね。」思わず笑ってしまった。
　家族って温かいね。そして、とってもとっても面白い。
　いつも私を支えてくれるかけがえのない家族の存在と、
幸せな毎日に心から感謝している。　

宮崎県　三島 明世さん　32歳
みしま      あきよ

「叱ってくれてありがとう」

審査員のコメント

優 秀 賞

　あの日、７歳の息子のボールはコントロール
を失い、畑のおじちゃん、あなたの畑に迷い込
みました。「ボール取らせてください。」恐る恐
る申し出た息子は、次の瞬間、予期せぬ怒号に
震え上がりました。「でけん！畑に入ることは
ならん！」以来、息子はぱったりとボール投げ
をやめてしまいました。正直、大人げない振る
舞いと、少々不満に思ったものです。
　数日経った夕方、我が家に向かい「おーい、
坊主」と叫ぶ声。玄関を少しだけ開けた息子に
あなたは言いました。「坊主、畑にはたくさん

の命が宿っとる。だけん畑を知らんモンが立ち
入っちゃならん。命を踏みつけにすることぞ。」
そして息子に向かってボールを投げ返すと、「そ
れに、蛇もおる。危なか。」と、少し照れくさ
そうに言ったのです。息子の小さな手は赤い
ゴーヤの実のついたボールを、ギュッと握りし
めていました。息子が生まれて初めて他人に叱
られ、そしてその温もりに触れた瞬間でした。
畑のおじちゃん。20 年前のあの日、息子を心
から叱ってくれてありがとう。息子はあの時の
ボールを今も大切に持っています。

福岡県　中村 裕子さん　55歳
なかむら 　 ゆうこ



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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