
２０１７「ことばの森教室」 

第３回優秀作品紹介 

 

＜小学校５年生＞  

作文課題 

「大人になったらできないことで、子どものうちにしておきたいこと」

  

５－①             「失敗は成功のもと」 

子どものぼくが、今やりたいことは、友達と公園に行って遊具で遊ぶこと、家族みんなで旅行に行くこと、友達と自

転車に乗って遊びに行くことです。 

次に子どもの時にしかできないと思うことは、お正月にお年玉をもらうことと、たん生日にプレゼントをもらうこと、ご飯を

作ってもらうことです。 

続いて大人になったらできなくなると思うｌことは、赤ちゃんのように家族に甘えること、寝坊もできなくなるし、やらなけ

ればならないことがあるからダラダラもしていられません。 

でも、一番できなくなると思うことは、何回も同じ失敗をすることができないということではないかと思います。何回も

失敗したら、会社に損害を与えてしまうかもしれないし、自分の信頼をなくしてしまうかもしれないからです。「失敗は成

功のもと」ということわざがあります。失敗しても悪かったところを直していけば、やがて成功するもとになるという意味で

す。大人になってから初めて失敗するよりも、子どもの時に何回も失敗しておいて、たくさん経験を積んで、大人になっ

た時に、その経験を活かしていければよいのではないかと思います。そのためには、いろいろなことにチャレンジして、苦

手なことにも取り組むということ、苦手なものでたくさん失敗して、成功のもとをたくさん手に入れてみたいと思います。 

 

５－②           「自分は今柱になる」 

ぼくが子どものうちにやっておきたいことは、ぼくの４人の祖父母といろいろ関わることです。ぼくは祖父母の柱のよう

に、サポートをしたいです。父の方の祖父母は、前学校の先生をしていました。今年祖父は、りっぱな賞をもらったので、

そのことについて教えてもらうのもいい機会となります。また、宿題や勉強など、この先の他のことまでを、しっかりと教え

てもらいたいです。他にも畑仕事をしています。畑仕事は、父さんもやっているので、野菜などの育て方などを学び、こ

れからの生活をしっかりとやっていきたいと思います。 

また、母の方の祖父母も、今年もろこしや梅やスモモなどを出荷しています。出荷は大変なので、ぼくも手伝いに

行き、機械のように働いています。また、祖父のおじさんはロシア戦争に行ったので、戦争の話などを聞いておくのもい

い経験になるので、聞いておきたいと思いました。祖母は足が不自由なので、ぼくは祖母の杖のように、出かける時

などに手をかして、楽に生きてほしいと思いながら手をかしたいです。また、認知症にならないように一緒に会話したい

です。 

ぼくは、巨木のような強い心を持つ祖父、太陽のように明るい祖母を手助けし、よりくらしやすく生きてほしいと思いま

す。だから子どものうちにできることは、せいいっぱいやっていきたいです。  



 

５－③            「くいがない未来」            

ぼくが大人になったらあまり出来ないことで、今のうちにやっておきたい事が５つあるので、紹介します。 

そのうちの１つ目は、たくさん笑ってすごす事です。理由は、大人になると仕事が大変になって、あまり笑っている余

裕がないと思うし、笑っていないと石像みたいになってしまうからです。前にやっていたＣＭで、大人になると１日に笑う

回数が４分の１ぐらいになってしまうそうなので、子どものうちにたくさん笑っていたいなと思いました。 

２つ目は、たくさん勉強をする事です。勉強をしておかないと、しょう来大学などに行けなくて、つきたい仕事につけな

くなってしまうからです。 

３つ目は、料理の作り方を知ることです。今のうちに作り方を知っておけば、一人ぐらしをした時に料理ができて、栄

養のバランスを考えながら食事ができるからです。 

４つ目は、お金をむだづかいせずに、しっかり貯金する事です。理由は、大人になったときに，ちょっとは足しに出来

ると思ったので、しっかりためようと思いました。 

５つ目は、友達とコミュニケーションを取る事です。大人になってから、新しい友達を作るのはとても大変だと思うの

で、今の友達を大切にしようと思ったからです。 

これらの事をしっかりやってから大人になったら、くいなく大人になれると思うので、やってから大人になりたいと思い

ました。 

 

 

 

 

５－④    「大人になったらできないことで、子どものうちにしておきたいこと」            

私が大人になったらできないことで思いついたことは、２つあります。それは、「学校の生活」と「夢を持つこと」です。 

学校の生活は、大人になってから、どんなに学校に行きたくても行けません。なので、これは一番に思いつきました。

私は大人になったらいけなくなってしまう学校で、子どものうちに楽しく過ごしたいです。そのために、友達と仲良くする

努力をして、楽しく過ごしていきたいです。 

夢を持つことは、２番に思いつきました。でも、夢といっても、いろんな夢があることに気が付きました。「１００才まで

生きたい」この夢は、自分が２０才になっても、６０才になっても、９０才になっても言える夢です。でも、「宇宙飛行士に

なりたい」この夢は、６０才や９０才になってからでは、かなえることのむずかしい夢。このような、子どものうちでなければ

見ることのできない大きな夢を、今のうちに持ちたいなと思います。私の今の夢は、「保育士になる」です。理由は、

小さい子が好きだからです。私は、子どもが毎日保育園に来たくなるような、子どもたちの太陽のような保育士を目指

します。 

私は、この２つの大人になったらできないことで、子どものうちにしておきたいことを、子どものうちにしっかりやっておき

たいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

５－⑤        「『自由』それは、子どもの今しかないもの」            

大人になったらできないことより、できることの方がたくさん頭の中にうかんできます。でも子どもの時にしかできないこ

とは、そうかんたんにはうかびませんでした。考えれば考えるほどわからなくなったので、両親に聞いてみることにしまし

た。 

お父さんは、子どもにはしょう来を考える時間がたっぷりあると思うと言ってくれました。お母さんは、大人は自由に感

情を表に出せないけれど、子どもは天気が変わる空のように、その時の感情を表現できると言ってくれました。これらの

話を聞いていたら、私は子どもには、大人よりも「自由」があると思いました。好きな学校に通える。むじゃきな子犬のよ

うに、日がくれるまで目いっぱい遊べる。言いたいことをはっきり言える。そして、しょう来のいろいろなせんたくしをたくさん

見つけられる。こんなに「自由」なことは、大人にはないことだと思います。 

私は今しかない自由の中でやりたいこと、しょう来の選たくしをしっかりと見つけていきたいと思います。今、自由にや

りたいことは、もういいっていうくらいに、友達と目いっぱい遊ぶことです。そして、大人になるまでに、いろいろな所に行

って、いろいろな事を体験して、たくさんの仕事を知りながら、自分に一番合ったしょう来の自分をさがしていきたいです。

子どもしかない「自由」を大切に大人になっていきたいです。 

 

 

 

 

＜小学校６年生＞ 作文課題「夏休み一番頑張ったこと」 

 

６－①              「あー」 

今年の夏休みは３つのキャンプに参加しました。その中の一つ、甲府で行われたイングリッシュディキャンプには、弟

と一緒に電車で通いました。久しぶりに電車に乗るので、とっても緊張しました。 

最終日の夕方、帰りの電車の中で、通過した駅をノートに書きながら市川大門駅を目指します。疲れているけども

寝ないようにするため、自分で考えた方法です。隣の弟は、シートに座るとあっという間に寝てしまいました。私がしっか

りしなきゃと、ペンを持つ手に思わず力を込めました。 

「終点に着いているけど、大丈夫？」近くに座っていたおじさんが声をかけてくれました。「あー。寝ちゃった。」目を開

けると、電車は見たことのない景色の駅で停まっていました。「どうしよう。」あわてて弟を起こし、車掌さんに寝てしまって

降りる駅を過ぎてしまったことを話しました。「この電車は、折り返し甲府行きになるから、乗っていていいよ。」と言ってく

れました。振り返ると、弟はまだシートに座ったまま寝ています。しばらくすると電車はゆっくり動き出しました。 

市川大門駅に着くとお母さんが笑顔で待っていてくれました。なぜか涙が出てきました。本当によかったです。 

握りしめていたノートには、甲斐上野までの駅名がぐにゃぐにゃした字で書かれていました。夏休みに一番頑張った

苦い思い出です。  

 

 

 

 

 

 



 

６－②           「とても苦手な水泳」 

「もうどうせ出来ないからいいや。」ぼくが水泳にかける思いは、何年も前からこうだった。そもそもぼくは体育が苦手

で、その中でも特に水泳が苦手なのだ。しかし夏休みのある日、プールで練習している時、「あれ、出来るようになって

る。」 

小学校生活最後の夏休みに、ぼくはウキウキしていた。その中でも、冷たい水の中で友達と話をしたり遊んだりする

プールは最高だった。もちろん泳ぎの練習目的ではなかった。そして夏休みが始まって何日か経った頃、その頃は特

に友達がよく来る日が多かったので、午前に行くことにした。しかし、その日は絶望的な日だった。いつも平均的に３０

人くらいは人がいた学校のプールに、なんと１０人も人がいない状態で、さらに友達は一人もおらず、居るのは体育の

授業を担当している先生だった。けれど暑い中を来たので、しょうがなくプールに入った。その日はずっと泳ぎの練習を

していて、おどろいたのは次の日の事だった。 

「あれ、出来るようになってる。」今まで５メートルも泳げなかった平泳ぎが、２５メートルの目標まで泳げたのだ。さらに

その後も泳いでいると、なんと１回だけ１００メートルも泳げたのだ。 

ぼくは、「努力は裏切らない」という言葉が好きだ。ぼくは平泳ぎが泳げるようになって、とてもうれしい。そのうれしさは、

あの日の努力がなければ味わえなかったものだ。これからは自分を変えるために、努力をしていきたい。 

  

 

 

６－③           「ふくしゅうは大切」 

私が、夏休み中がんばったことは、１学期のふくしゅうです。理由はいくつかあります。 

まず、１学期苦手だったものを、克服するためです。１学期にとけなかった問題を、夏休みに克服したほうがいいと

考えたからです。 

次に、勉強で２学期苦戦しないためです。勉強の中には、前に習ったことを使っておぼえるものもあります。そのため、

１学期の勉強をおぼえていたほうがいいと思いました。 

最後に、２学期は運動会があるからです。運動会の特別日課が入ると、体育の時間が多くなります。そのため一

回一回の授業で、すばやく理解することが大切になると思います。その時に、１学期の勉強を理解していれば、少し

でも速く理解できると思ったからです。 

私は、１学期のころ一番苦手だった教科は国語の中の漢字でした。５０点以下の点数を取ったこともあります。けれ

ど、２学期に入ってからの点数の平均は９０点です。この点数をキープしていきたいと思いました。 

まさか、こんなに点数がよくなるとは思いませんでした。ふくしゅうすることは大切だなと思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６－④            「朝のラジオ体操」 

さあ、今日から夏休みだ。ゆっくり寝坊できると心の中で思っていたけれど、毎年恒例のラジオ体操の始まりだ。い

つも通りに起床し、集合時間に間に合うように家を出る。家族はみんな仕事のため、いつも通りの朝をむかえる。母か

ら、「起きなさい。ラジオ体操だよ。」と耳にひびいてくる。休みなのに寝ていたいなという思いとうらはらに、ラジオ体操

に行かなければという自分との心の戦いになってしまう。 

母から、早起きは三文の得だよと言われて、その言葉をじっくりと考えてみた。確かに早く起きれば、一つ一つの物

事も早く終わる。勉強にしてもそうだ。早く集中してやれば、早く終わるといった様に。 

大人になるにつれて、色々やらなければならない事はたくさんになっていく。例えば仕事をしていく上でも、ちこくは絶

対タブーだ。学生でも同じことが言える。一つ一つしっかりした生活リズムを作る上でも、夏休みをなまけないようにする

にも、朝のラジオ体操はとても重要な役割をしているのだと実感した。 

今年もきちんと休まず、しっかり朝のラジオ体操へ行った。自分の将来の為に、一つのことをしっかりやりぬくことの

大切さを考えるいい機会になった。 

早寝早起きは三文の得を心の奥に常に持ちながら、生活して自分の為に役立てたいと思った。 

 

 

 

 

 

６－⑤            「家族の一員として」 

一番大切なものは？と聞かれたら、私は「家族」と答えるだろう。いつでも私の味方で、ずっと愛してくれるそんな家

族が大好きだ。 

小学生の私と妹が夏休みに入っても、お母さんは仕事が続く。普段お母さんは、仕事で疲れている。さらに夏休

みには２人分のお弁当作りが追加される。そんな厳しい現実を目にして、私は決意した。「この夏休み、私が小さなお

母さんになり、サポートしようと。」 

朝、最初の仕事は、洗濯物を干すことだ。少し暑い太陽の光を浴びながら、冷たい洗濯物を干すのはとても楽し

い。物干し竿につるされる洗濯物を見ると、すがすがしい気分になった。 

他にも、布団を畳んだり、お米を洗ったりと、色々な仕事を積極的に片づけた。そのたびに、お母さんは、「ありがとう。

助かるよ。」と笑顔で言ってくれた。私も不思議と笑顔になり。」もっとやりたいと思うようになった。 

お母さんは、私たちにいろいろな体験をさせてくれた。人のために働く喜びを、私に味わわせてくれた。「お母さんて

すごいな。」夏休み中、何回思っただろうか。お母さんは私のあこがれの存在だ。これからも小さなお母さんとして、進

んでサポートしていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６－⑥            「私が頑張ったことは」 

私が、夏休みに一番頑張ったこと。それは、組み立て体操の練習だ。夏休みの宿題でも出されたが、それ以外で

もたくさん練習した。 

組み立ては、毎年行われる運動会でやる 6年生の表現だ。毎年、6年生がやっているのを見ていたから、どういう

ことをするのかは大体知っている。一人技からタワーの技などまで、技をどんどん決めていくので、一つ一つの技がと

ても簡単そうに見えた。けれど、やってみて初めて分かった。とても難しいことなのだと。 

もう一つ、運動会でやる組み立てのためにやっていたことがある。1 年生の時から体育の授業で教わり、やってい

た「ねこちゃん体操」だ。ねこちゃん体操は、四つん這いになった姿勢などをする体操だ。この２つの練習をやってきた

から、組み立てが上手にできたのだと思う。1年生や 2年生の時は、このねこちゃん体操をやっていて、何が良いのか

などと考えることもなくやっていたが、組み立てをやるためにやっていたと思うと、良かったと思える。 

私にとっての小学校最後の運動会で、組み立てが大成功したので、いろいろなことを頑張ってきて良かったと思っ

た。私は、運動会の会場にいる全ての人たちに、私たちが成長した姿を見せ、感動を与えるために、組み立てを頑

張ってきたのだと思う。 

 

 

 

 

 

６－⑦           「夏休み一番頑張ったこと」 

ずばり一番頑張ったことは「自由研究」です。 テーマを何にしようか夏休みの始めから考えていました。ある日、お

気に入りの服にカレーのシミがつき、何とか落としたいと思い、この実験をしようと決めました。そして、カレーを少し残し

ておきました。 

洗剤やお湯の温度など、いろいろな条件を実験しました。水の温度も 3つのグループに分けました。布をお湯につ

けて時間を計ったり、写真をとったりして楽しかったけれど、一度に 3 つも 4 つもやるのは大変でした。昨年は母にも手

伝ってもらったけど、今年はみんなに「自分で全部やる！」と言ったので、手伝ってもらわなかったけれど、自分で全

部できたことに自信が付きました。まとめ方がわからず苦労したり、表現の言葉がおかしかったりしたけど、自分でやり

切った達成感がありました。 

今回はカレーのシミを落としたけど、次回はスパゲッティーのシミ・泥・墨の落とし方も調べたいです。特に泥の落とし

方を調べたいです。理由は、雨の日などズボンにポツポツと泥がついているからです。実験をやって分かったことは、

界面活性剤の入っている洗剤がよく落ちるとわかりました。食器用の洗剤・洗濯用の粉、液体の洗剤の中に界面活

性剤が入っていました。今度は、シミの種類・お湯の温度・カレーの量を変えて、実験をしたいと思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

６－⑧             「夏休みの恐怖」 

「できない、できない、できなぁい。」私は今、庭で補助倒立の練習をしている。自分の体がさかさまになるのがこわ

い。後ろに倒れるのが心配で。足が上がらなくて。支えるお母さんが信用できなくて。 

夏休みの宿題に「運動会の組み立て体操の練習」が出た。正直いやだなぁ。ちょっとイヤイヤ 8 月から週 3 回くら

いで練習を始めた。でもできない。なんで。足が上がらない。勇気が出せない。それに体もかたい。 

でも、あきらめずに練習した。芝生の上で芝だらけになりながらも練習した。時にはイライラして、バタバタして、芝生

をむしって。芝生の上で転がって一人で泣いていた時もあった。でも悔しくて、悔しくてあきらめきれなかった。夏休みが

一日、一日過ぎ去っていく恐怖。こわい。夏休み、終わらないでよ。 

練習するうちに、だんだんと足が上がるようになってきた。夏休みの後半は、お風呂上がりの体が柔らかくなっている

ときに、他の技を練習してきたえた。コツがわかってきた。地面を腕で押し、空をけるという気持ちで。 

そして、夏休みの終わりには、失敗する方が多いけど少しできるようになった。足が浮いているみたい。とにかくうれし

かった。 

いよいよ運動会の本番。補助倒立では緊張したけれど、「セーノ」のかけ声で「ピーン」ときれいに決まった。大成

功！夏休み、頑張って良かった。 

 

 

 

 

 

６－⑨           「思いっきり楽しむために」 

「小学校最後の夏休み、思いっきり楽しむぞ。」そう思った私は、「思い切り」楽しむために、宿題という気がかりにな

るものを先に終わらせよう、と考えた。だから、宿題を早く終わらせるということをこの夏休み、一番頑張った。 

一番頑張ったと思うのは、ドリルだ。内容が特に難しいというわけではなく、量が多かったので、集中して取り組んだ。

友達と一緒にやったので、かなりはかどった。おかげで最初の 1週間のうちには終わった。夏休みの友も大変だった。

が、頑張った成果が出て、残り何ページかを残して、夏休み最初の 1週間は終わった。 

去年、夏休みの終わるころに、あわてて取り組んだ自由研究。今年はグループ研究にした。一人だとダラダラして

しまうものも、みんなでやれば集中して出来ると思ったからだ。早めに取り組んだので、8 月の上旬には終わった。ずっ

と研究したかったホコリをテーマに研究でき、楽しい自由研究になった。いつもいやいやしている自由研究が、楽しく

できたので、今年は順調だと思った。 

ほとんどの宿題も終わり、祖父母の家に 1週間も遊びに行ったり、2泊 3日で大阪へ行き、ユニバーサルスタジオ

ジャパンにも行くことができた。心おきなく楽しむことができたのは、宿題を気にする時間がなかったからだと思う。私は

宿題を頑張ってよかったと思うし、普段からも頑張っていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

６－⑩          「やばい。早く終わらせないと」 

私の夏休みで一番頑張ったことは宿題です。なぜかというと夏休みはひま。ひまだからこそ宿題はやりたくないもの。

私は最後の日ギリギリでやっと終わらせました。でも最初の頃は、結構頑張りました。 

終業式が終わりの帰り道、早く宿題をしようと早歩きで帰りました。でもその心はどこへかなくなり、だらけ、その日何も

しませんでした。その次の日、一つの宿題の半分をし、その日も終わり、夏休みの半分くらいで、半分の宿題を終わら

せました。 

そして、私の夏休み一番の楽しみで、早く泳ぎたいプールがありました。プールは半日ぐらい泳いでいたので、プー

ルと宿題を両立していれば良かったと、後で私は後悔しました。私は夏休みの終わりの 5日前、大丈夫でしょうと思い、

宿題を残したまま遊んだりして、あと 3 日。これはやばいと思いました。さすがの私も。でも私は「やばい。でもめんどくさく

て、やりたくないなー。」と思いました。これが悪魔の始まりとなりました。その日、何とかなまけながらも、よーくよーく頑

張った方です。10のうちの 3をしました。そのまま眠りについてしまいました。その日、お母さんとお姉ちゃんと、夏休み最

後の日、どこかいこうよ、という話に。これは早く終わらせないと。2 日、10 のうち８を終わらせました。最後の日、私は

思いました。「やばい。早く終わらせないと」 

 

６－⑪                 「妹」 

ぼくは、この小学校最後の夏休み、一番頑張ったことは妹のめんどうである。妹は、去年から夏休みのラジオ体操

に参加している。なので、去年から妹と一緒に歩いてラジオ体操の場所に行く。しかし、ぼくは歩くのが面倒くさいと思

ってしまい、自転車で行きたくなった自分は、ぼくの家の近くに住んでいる女の子に、妹を任すようになりました。妹は笑

っているので、ぼくはいいかと思ったが、よく考えてみると、すごく情けなかった。 

そして今年のラジオ体操は、妹と一緒に歩くことにして、一緒に歩いた。ぼくが忙しくて、ラジオ体操に行けない日は、

去年と同じように近所の女の子に任したけれど、時間がある日は、いつも一緒に歩いていった。 

ぼくが頑張ったのはそれだけではない。一緒になわ跳びをしたり、折り紙を折ったりして、遊んであげた時もあった。お

ままごとも、やりたくなかったが、しょうがなく遊んであげた。でも自分はしょうがなく遊んであげただけでも、妹はうれしいと

思うので、このしょうがなく遊んであげたことは、すごく大切だと思っている。来年は中学生だ。忙しいかもしれないけど、

時間がある時は、遊んであげたい。そうぼくは思っている。 

 

６－⑫             「うれしい５０メートル」 

「ヤッター。平泳ぎとクロールを５０ｍずつ泳げた。」夏休みにプールで５０ｍずつ泳げた時に、心の中でそう思った。

クロールが５０ｍ泳げた時は、特にうれしかった。その理由は、自分はクロールが苦手だからということと、今年は夏休

みまでに、1回もクロールが泳げていなかったからだ。 

 夏休みにプールへ行って、５０ｍずつ泳ぐ練習をした。最初に平泳ぎの練習をした。1 回だけ５０ｍを目指して泳いで

みた。しかし、途中で苦しくなって泳げなかった。そこで、息継ぎのタイミングを変えてみた。少しは変わるかもしれないと

思ったからだ。タイミングを変えてみたら、泳ぎにくくなってしまった。今まで通りにもどしたら、５０ｍ泳げるようになっていた。

次にクロールをやってみた。クロールも苦しくなって泳げなかった。そこで今度は、息継ぎの回数を変えてみた。今まで

は、毎回右でやっていたが、3回に 1回でやってみた。しかし、慣れなくて記録が伸びなかった。 

 泳ぎ方をもどして何度も練習した。少しずつ少しずつ、記録が伸びていった。いつの間にか残り５ｍまで泳げていた。

そこで、「残り５ｍだ。ここであきらめたら、がんばった成果が水のあわになってしまう。」と思いながら泳ぎ続けた。残りが

４，３，２とへっていく。かべにさわった時は、うれしかった。あきらめずに泳げた５０ｍは、とてもうれしかった。 

 



６－⑬             「組み立て体操」 

「はあーつかれたー」と今日も組み立ての練習をしていて、その練習中です。一人技や倒立など、家で一人ででき

る練習をしています。長休みの間も、動くとやっぱり体がきついです。でも、組み立て体操のためだからと気合を入れ

て練習です。私は一人技などはぐらぐらしていると、すごく目立つし、出来ないのはいやだから、夏休みもしっかりと頑

張って練習しています。そして、運動会の毎年のしめの最後の種目でもあるから、恥をかかないように、完ぺきにこなし、

私も５，６年生になったらこんなようにしっかりできるようになりたいなどと、すごいと思ってもらいたいので、頑張ってこれ

からも練習します。 

私は、水平バランスをすごくうまく決めたいと思って練習しています。倒立は 2 人技だけど、家でできるのでしていま

す。倒立はミスってしまうと、あと一人にも迷惑をかけてしまうので、何回も練習しています。かべ倒立ができれば完ぺ

きだけど、やっていると 3 回に 1 回は疲れて出来ないので、すごく悔しいです。最後の運動会の組み立てを、そして一

人技でミスってしまったら、すごくくやしくてかなしい運動会の組み立てになってしまうので、練習した成果を出せるように、

もっともっと練習したいと思います。でも、筋トレも忘れずに少しやって、土台をしっかりできるように、準備してがんばりた

いと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



中学校１年生＞ 作文課題「中学生に制服は必要か」 

＊今回は該当作品がありませんでした。 

 

＜中学校２年生＞ 作文課題「自分が体験した思い出深い出来事」 

２－①          「沢山練習したから」 

私は最近、思い出深いことがありました。それは、生徒会行事の学園祭です。本番までの練習は大変でしたが、

本番は大成功でした。練習してよかったと思いました。 

演劇では、セリフの速さ、はっきり言うことの注意点がありました。練習でセリフが速いと、本番にはもっと速くなってし

まうので、ゆっくり言うという意識を持ってセリフを言いました。自分では、セリフの言い方がゆっくりだと思っても、ビデオを

見ると速かったりして大変でした。 

また、長縄跳びは昨年の１０７回を超えるのが目標でした。今年になっての初めての練習では、７０回も超えられま

せんでした。先生が並び方を考えてくれて跳んでみると、たくさん跳べました。長縄は、みんなで一緒に跳ぶものだから

声を掛けました。最初はみんな声が出ていたけれど、だんだんと声が出せなくなっていきました。けれど、１５４回跳べ

ました。 

そして本番を迎えました。演劇では、セリフが速くならないか心配でした。けれど、セリフを間違えずに言えたし、速く

ならなくて良かったです。終わった後、見てくれたお客さん達に拍手がもらえて嬉しかったです。長縄では、最高記録

は出せませんでしたが、声を掛けて昨年の記録を超えられて良かったです。来年は、今年の記録を超えられるように

頑張りたいです。 

練習時間は短かったけれど、みんなで協力して取り組めて、成功したので良かったと思いました。 

 

２－②            「職場体験」 

職場体験の１日目、始まってすぐ、なれない立ち仕事に頭がくらくらし、少し休ませてもらうことになった最悪の 

スタートだった。 

僕は夏休み、学校の職場体験学習に、将来の夢でもある薬剤師の仕事を体験した。初めに、患者に薬を渡す

までの流れを教えてもらい、実際に薬を自分で出してみた。薬がたくさんあり、カタカナもややこしく、見つけ出すまでに

時間がかかった。僕が出した薬を薬剤師が確認した後、違う薬剤師が患者と話しながら薬の確認をしていた。やっと

薬をだしたと思えば、また次と処方箋が回ってくる。ずっと立って何かをすることがあまりなかったので、体が重く間違い

探しをしているようだった。 

僕は２日間体験させてもらい、最後の日に薬剤師に「何故その仕事を選んだのか」とたずねると、「患者さんの最

後に薬剤師が携われ、元気になるために役立つから」と話してくれた。薬剤師の姿がかっこよく、もっと将来目指した

いと強く思った。そのためには、頭の良い高校に行ってから薬科大に行かなければならない。行くためには日々勉強

をがんばらなければならない。夢に向かって頑張っていきたいと思う。 

 

２－③          「突然おそいかかってきた恐怖」 

家族と出かける時間。この時間は私にとっての宝物だ。いつものように楽しく出かけたあの時。私が想像もしなかっ

た出来事が起きた。 

父はスキーが好きだ。その影響もあって私は、小さい頃からよくスキーをした。冬休みに入れば必ずスキー場へ出



かける。今ではどんなコースでも滑れるようになった。山に降り積もった雪はふわふわしていて、滑るのはとても楽しい。 

私がまだ小学生の頃、父が「たまには車山高原でも行ってみるか。」と言った。いつも違うスキー場にわくわくしなが

ら車に乗った。そしてスキー場まであと少しという坂道で突然、車が揺れた。怖くなって目をぎゅっとつむる私。焦る父と

母。「もう死ぬかもしれない。」とも思った。いったい何が起こったのか。「キー。」やっと車が止まった。スキー場へ向か

う細い坂道で、私の乗っていた車はスリップし、横に一回転したのだった。 

それ以来、少しだけスキー場に行くのが怖くなった。家族との楽しい時間のはずだったのに、突然おそいかかってき

た恐怖。これが私の体験した思い出深い出来事だ。危険はあらゆる所に潜んでいるということ、いつどこでどんな時

に何が起こってもおかしくないということを頭の中に入れておきたい。 

  

２－④            「日本っていいね」 

私は今年の夏、アメリカに行った。緊張しっぱなしの毎日だった。飛行機に乗るのも外国の人と話すのも、私には

初めての体験ばかりだった。 

私がアメリカに行って一番感じたことは、日本の素晴らしさだった。相手との会話も会話にならない。気を利かせて

くれているのだろうが、グッドモーニングまで翻訳されてしまうと、甘く見られているのかと自分が情けなく感じてしまう。食

事も、大きい物や甘すぎる物しょっぱすぎる物などが主だった。日本にいる友達や家族が、とても大切なものに見えて

きた。アメリカにはアメリカらしいいいところもたくさんある。例えば、家族が全員仲良く、他から見てもそれがわかる。そ

れは、日本ではあまりないと思う。だから、アメリカは思いやりある国なのだなと思う。しかし、私は日本の方がいい。私

が日本人だからというのもある。しかしそれ以上の理由として、日本の方が落ち着くし、会話もとても楽しくできるからだ。

私は日本の方が大好きだ。アメリカや他の外国が嫌いではなくて、日本が好きということなのだ。 

 

 

 

 

 

 

＜中学校３年生＞ 作文課題「課題文章を読んで、思ったこと考えたことを述べる」 

＜課題文＞ 

私は車を運転する際、ラジオを付けっぱなしにすることが多いのですが、ある時こんな放送が耳に

入ってきました。 

「虹にはいくつ色があるのか知っていますか。もちろん７ですね。」「さて、外国の虹はどうでしょ

う。」「例えば、ドイツ人に聞いてみてください。５色だと言います。イギリス人やアメリカ人のよ

うな英語を使う人々は、６と言う人が多いと思います。」（中略） 

 皆さんは、地球上のいろいろな地域に住む人が、太陽を何色で描くと思いますか。日本の多くの子

どもは太陽は赤、月は黄色で描きます。アメリカのお友達はどうですか。私の娘も幼児期アメリカの

プリスクール（preschool）やキンダーガーデン（kindergarten）に通っており、当時は太陽を黄色、

月を白で描いていました。 

 日本と台湾の子どもが描く太陽についてのテーマで論文を書いた大島美穂さんが、対象範囲を拡大

した追加調査としてアジア９、欧米８の国や地域の人々にアンケート調査をしました。太陽の色につ

いて、全体的にみると、赤 33％、オレンジ 32％、黄色 30％、白 4％、その他 1％で、地域別にみると、

アジアは赤、欧米は黄色の傾向があるという結果が得られました。 

                    山田千明 『自分の目で確認すること、自文化を相対化すること』



から 

 

３－①           「続きが読みたい・・・」 

私が文章を読んで思ったこと、考えたことが３つあります。 

まず１つ目は、虹の色の数や太陽、月の色などの部分を読んで、「人それぞれ物の見方や描き方があるんだな」

と思いました。私はこの文章を読むまで、「虹は７色で、太陽は赤色、月は黄色が常識だ」と思っていました。でも、そ

れは私の単なる考え、または思い込みだったのです。私は、本の題名の通り、「自分の目で確認すること」は大切な

ことだと思いました。 

次に２つ目は、この文章を読んで、続きが読みたいなと思いました。理由は、私はこういう系統の本が好きだからで

す。私の予想を、上回るような調査結果が、最高に、心に「ぐっ」ときておもしろいからです。 

最後に３つ目は、筆者さんの「山田千明さん」が、すごいなと思いました。ラジオを付けっぱなしというのがきっかけで、

調査をしたりするのが、私には魅力的に見えました。私が「山田千明さん」の立場だったら、ラジオを聞いて「あぁ、そう

なんだ」で終わっていたと思います。小さな事でも、気になることがあれば調べるというのは、すごく良いことだと私は思

いました。「山田千明さん」みたいに、小さな事でも気になれば、調べてみたいと思いました。 

すごく、勉強になる「文章」だと思いました。ぜひ、続きが読みたいと思いました。 

３－②          「真実に近づくために」 

真実かどうか自分の目で確認することの大切さ。今の日本、いや世界で疎かになっているのではないだろうか。 

身近なもので見ていくと「噂」なんかはどうだろう。自分がその場に居合わせたわけでもないのにも関わらず、人か 

ら聞いた話を鵜呑みにしてはいないだろうか。確かに、友人の言葉に常に疑惑をかけろと言うのも無理な話だ。しかし、

証拠らしきものがないまま、次から次へと持ち上がる話が全て真実かどうかは疑わしい。 

グローバル社会が進展してゆく中で、触れておかなくてはならないのは「インターネット」だろう。環境さえ整っていれ

ば、いつでも、どこでも、誰でも情報を閲覧または、発信することができる。技術は日々進歩してゆく一方で、今では簡

単に世界中の人々とコミュニケーションをとることができる。そんな便利で画期的な発明にも欠点はある。嘘、デマ情

報もあるということ。簡単に誰でも発信できるということは、嘘を書き込むことも可能なのだ。悲しいことだが、世界中の

人々の中には悪意を持ってコミュニケーションをとったり、なりすましたりすることもあるのだ。 

如何に自分が嘘やデマ情報に惑わされない為には、自分の目で確認することをおろそかにせず、信用度の低い

話は、鵜呑みにしない。本当に最後に信用できるのは自分自身の目に映ったものだけなのだから。 

 

３－③            「虹が５色！？」 

「虹は７色に決まっている。」私はこの文を読むまではそう思っていました。他の国でも同じことだと思っていましたが、



虹の色の数を他の国の人に聞くと、「５」や「６」と言う人が多いそうです。私はこれを読み、驚きました。少し考えてみれ

ば世界にはたくさんの国があり、その国の位置はみんな違うので、虹の見え方が違ってもおかしくないが、そもそもそんな

ことを考えたことがありませんでした。私は「なぜ虹の色の数が違うのだろう。不思議だな。おもしろいな。」と思いました。

今度自分で調べてみたいです。 

太陽や月を描く色も、国によって違うことにも驚きました。私は太陽や月を描く時、特に気にせず、近くにあった色や、

気分で選んだ色を使っていました。なので、太陽や月を描く色が、国によって、赤、オレンジ、黄色、白というように違っ

ていることに驚きました。特に太陽を「白」で描くにはどうするのだろうと思いました。色の付いた上に描くのでしょうか。私

もいろいろな色で太陽を描いてみたいです。 

「あたりまえ」と思っていたことが、そうではありませんでした。国や文化や環境が違えば、物の見方や価値のように、

「虹の色の数」や「太陽を描く時の色」までも違うことに驚きました。もっとたくさんの「違い」を調べてみたいです。自分

の「あたりまえ」にとらわれず、もっと周りを見ようと思えました。 

 

３－④         「文化相対主義の重要性」 

「私の友達って明るくて情熱的だな。」課題となっている文章を読んでいると、一人の友達が浮かび上がってきた。

それは、日本とブラジルのハーフである私の友達である。彼はとても明るく、なんだかパワーが漲っているように感じる。

また、人情に厚く、私が遊びに行く約束をし、急に行けなくなってしまった時「そういう時もあるよ。また一緒に遊ぼう。」と

温かい言葉をかけてくれた。 

日本とブラジルの文化には、様々な違いがある。お辞儀は、目上の人を尊敬する日本ではマナーの基本と 

なっているが、ブラジルでは、ハグやキスをすることがマナーの基本になっている。また、日本人は礼儀正しく落ち着い

たイメージがあるのに対して、ブラジル人はサンバを踊り明るく派手で情熱的なイメージがある。 

このように対称的な文化を持つ国々だが、日本とブラジルの間には百年を超える歴史がある。１８９９年から、主に

コーヒー農園で働くために、多くの日本人がブラジルへ渡った。そして、移住した日本人とその子どもである日系人が、

現在も１６０万人ほどブラジルに住んでいる。 

異文化を理解するためには、自文化を把握することが大切だ。異文化と相手側の価値観を捉え、日本と世界各

国がつながっていくために、まずは日本の文化をしっかりと理解していきたい。 

 

３－⑤           「物事の捉え方」 

「あだきみああむ」これは、まだ幼かった頃に、虹の配色の覚え方について教えてもらった言葉だ。この言葉通り、赤

から始まり７色で虹は構成されていると知っていた。しかし、文章を読み、国ごとで色の認識は違うことが分かった。そ

の他にも、太陽の色は国によって変わることが分かった。 

まず、日本人が太陽の色を赤で描く。それには理由があると思う。それは、国旗の赤い日の丸は太陽を表したデザ

インだからだ。また、日本は湿度が高いので、他国よりも赤く見える感じになると思う。さらに、太陽の光は場所によって

違って見えると思う。実際に、赤道に近づくほど赤みは強くなり、離れるほど青みが強くなる特性がある。また、このよう

に同じものでも、国によって自然の色合いが違って見えることがあると考えた。だから、外国へ行ったことのある祖父母

に話を聞いた。やはり空の色や海の色が、国により場所により違うと話していた。その他にも、人種により目の色が違

い、それにより見え方が変わると思った。例えば、目の色が青い人が多い白人の人達は、サングラスをしているイメー

ジがある。それは、やはり人よりも光を眩しく感じているからだと思う。 

このように、物事は国によって捉え方が違うものだと分かった。しかし、これは考え方の違いだけではなく、その土地の

気候や文化の違いによっても生み出されるものだと感じた。 

 



 


