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２０１７「ことばの森教室」 

第４回優秀作品紹介 

＜小学校５年生＞  

作文課題「神様が３つの願い事をかなえてくれるとしたら、あなたは何をかなえてもらいますか」 

５－①             「今の自分の望み」 

今もし、神様が３つの願い事をかなえてくれるとしたら自分はこう願う。一つ目は、戦争が存在しない世界。アメリカ

で起きた同時多発テロや、日本が北朝鮮から何回もミサイルが発射されていること。そんなこの世に争いがなければ、

戦争で人が苦しむことや悲しむことがなくなるからだ。そして、キラキラとした輝かしい明るい良い世界になるからだ。 

二つ目は、自然災害がなくなることだ。日本では、土砂災害や地震など、前から東日本大地震や関東大震災

で多くの人がぎせいになっている。東海大地震がいつくるのか分からなく、すごい大きいゆれがくると聞いたことがある。

自然災害などが起こったら、多くの人が亡くなり家も建物もこわれ、人も悲しむからだ。 

三つ目は、しゅんかん移動ができることだ。しゅんかん移動が出来れば、一しゅんでどこでも行ける。友達の家へ行

けたり、外国の世界遺産にも行ける。行きたいと強くイメージしたらどこでも行ける。学校で何か忘れ物があっても、家

まで一しゅんで取りに行ける。僕は電車やおもちゃ屋に行きたくなるから、使えたらとても便利だと感じた。 

このように僕は、戦争がなくなる、自然災害がなくなる、しゅんかん移動が出来るなど、３つの願いがあります。僕は

その願い事がかなうといいなぁと思いました。 

 

 

 

 

５－②           「３つの願い事」 

私がもし「神様が３つの願い事をかなえてくれる」と考えたら、まず一つ目は、「おばあちゃんの足や肩がなおりますよ

うに」という願いをかなえてもらいたいです。理由は、おばあちゃんは、足や肩が悪いので、早くなおってほしいからです。

また、おばあちゃんにはいつも私の勉強などを教えてもらっていたり、私がたまに悪い言葉を言ってしまうので、これから

はおばあちゃんにめいわくをかけないようにしたいと思いました。 

二つ目は、「漢字や算数のテストで、１００点が取れますように」という願いをかなえてもらいたいです。理由は、漢

字のテストや算数のテストで、１００点があまり取れないからです。そのためには、まちがえたテストとかの練習をたくさん

していきたいと思いました。また、再テストでも１００点を一発で取るように、自学や漢字ノートにもたくさん練習したいで

す。 

三つ目は、「家族みんながケンカをしないように」という願いをかなえてもらいたいです。理由は、よくケンカするから

です。あと、ケンカすると大変なことが起きてしまうからです。また、ケンカをしないように、やさしく話したりしたいです。こ

れからも、家族のためにケンカやいろいろなことも気をつけていきたいです。  
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５－③            「後２つ」            

「３つの願いか。何がいいかな。」テストで全部１００点を取りたい。宿題を早く終わらせたい。速く走れるようになりた

い。たくさんなやんだ。 

一つ目の願いは、動物の言葉を話せたり聞いたりできるようにしてもらうことだ。どうしてかというと、私の飼っている犬

が夜になるとほえる。おなかがすいているのか、寒いのか、さみしいのか分からない。遊ぶ時もしっぽをふっているけれ

ど、本当に楽しいのかなと思うことがある。いやなこともあるかもしれない。だから一番最初にお願いして、たくさん話を

したい。 

二つ目と三つ目は、今は使わない。今は不自由なく、くらしている。でも未来はだれにも分からない。もしかしたら大

けがをするかもしれないし、病気になるかもしれない。自分の力ではどうにもできないことがある。その時に使いたい。だ

けど、無理やダメだと思うことは、これからたくさんあるだろう。けれど少しがんばればできることには絶対に使わない。自

分の力を信じて努力していこうと思う。 

神様にお願いして、楽をするよりは、何がどうなるかわからない方が、毎日楽しいと思う。失敗しながらもなやんだり、

練習したりできるようになった方が、お願いしてかなえてもらうよりも何倍もうれしいと感じるだろう。本当に必要な時まで、

後２つの願い事は大切にとっておきたい。 

 

 

 

５－④            「私のお願い」            

私は、神様から何をかなえてほしいかなと、すごくなやみました。いろいろなやんで考えました。 

一つ目は「宿題がなくなる」ことです。５年生になってすごく宿題が増えました。だから１１時くらいまでやる日もたくさん

あります。少ないとやる気が出てすぐ終わります。でも、多すぎると、だめだと分かっているのにやる気が出なくて、テレビ

とかを見てしまいます。私は、宿題がなかったらうれしいです。宿題がなかったら自主学習もやる気になって、４ページ

くらいやると思います。 

二つ目は「この世から算数と社会がなくなる」ことです。私は算数と社会が大きらいです。社会はつまらない話を聞

かされるよりは、半分は資料から見て分かるテストをしていた方が、少し覚えるだけでいいので、授業より好きです。 

三つ目は「いろんな国の言葉を話せるようになる」ことです。私のいとこの高校のお姉ちゃんは英語が話せて、日

本の文化を英語で紹介する大会で優勝しました。他にも、ホームステイでいとこのお姉ちゃんが住んでいる家に、外

国の友達が来たこともあります。私はその友達に会った時、いろんな人と友達になれていいなと思いました。 

願い事「かなえばいいな」と思うだけではかなわないので、３つは自分で努力してかなえられるようにしたいです。 
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５－⑤           「拝啓 神様」            

えっ。神様３つも願い聞いてくれるの！どんな願いでもいいんだよね。早速書くね。 

私をマホウ使いにしてよ。マホウ使いになったら、自分の思い通りになるね。 

一つ目は、世界を平和にしたいなあ～。そしたら、「ソレーッ」て戦争なくせるじゃん。あと「ピカッキラリン」と、こ児をニ

コニコ笑顔にするんだ。世界中がニコニコしていると、神様もついニコニコしちゃうでしょ。 

二つ目は、環境を整えるよ。都会でも森にいるような「スー」とした、さわやかな空気にするよ。海も、キラキラすきと

おって、光がよく差しこむ海にしよう。海にダイブして、お魚がくっきり見えるようになるなー。海の研究家の人は、お魚が

よく見えて、うれしくて天にまで飛んでいっちゃうね。 

三つ目は、どんだけ遠くにあるわく星でも、徒歩１０分で行けるようにするよ。まだ発見されたことのない、わく星がある

かもしれないしー。うちゅう人との交流も深めたいな。 

神様、結局二つ目と三つ目の願いはいらなかったよ。なぜってマホウ使いになれば、私の全ての願いがかなえら

れるんだ。マホウ使いっていう願い、いいとおもうでしょ。でも、いろんな人がマホウ使いになるとこまっちゃうなぁ。 

 

５－⑥           「神様は私」            

神様が３つ願いごとをかなえてくれるとしたら、私は世界１周旅行に行きたいです。なぜかというと、私の家に外国

人の人がホームステイにきたので、その国をたずね、今知っている国よりもっとたくさんの国を知り、いろいろな言葉を話

せるようになりたいからです。そして私の学校では、外国語に力を入れています。たくさんの英語を覚えて、ＡＬＴの先生

とも、もっと話をできるようになり、世界１周旅行に行きたいです。 

二つ目は、鳥になってみたいです。私の家の周りには、いろいろな種類の鳥が、パタパタと羽をふりながらゆうがに

飛び、スイスイと湖面を泳いでいます。鳥は、私をどんな所から見ているのか、飛ぶ時にコツがいるのか、たくさんの知

りたいことがあります。つい最近、家の近くの木でキツツキがとても長い間鳴いていました。どこから声を出しているの

か、長い間鳴いてつかれないか、のどがかれないかなど、鳥になって体験してみたいです。 

三つ目の願いは、一度だけ宿題がない夏休みを過ごしてみたいです。いつも宿題が終わっていないで、ソワソワ

して、楽しくせいいっぱい遊べません。宿題のことを考えないで、家族旅行に行ったり、友達とたくさん遊びたいです。 

かなえられない夢もありますが、今からの努力でかなえられる夢もあると思います。願いをかなえるのは、神様では

なく、自分だと思うからです。Ｉ am Ｇod！！  

 

５―⑦            「３つの願い事」 

神様に願い事をかなえてくれるなら、ぼくは、次の３つがいいです。 

一つ目は、お金持ちになることです。お金は、将来になると、免許代や車を買うお金や子どもたちの小学校などで

必要になります。また、お金持ちになると将来いい未来になるからです。 

二つ目は、飛行機のチケットを買って、日本全国を旅をすることです。ぼくは、旅をすることが好きです。また、もくもく

とした雲を空の上から見てみたいし、飛行機の下でふる雨の音も感じない世界を感じたいからです。 

三つ目は、運動が自由に出来る能力です。この時期は、寒いから、なわとびやマラソンをするのがとてもいいです。

また、運動すると頭も良くなるそうです。また、ヒューヒューとふく気持ちいい風を感じたいからです。 

ぼくは、この３つの中で飛行機のチケットを買って、日本全国を旅するという願いをかなえてもらいたいです。日本全

国を旅することによって、日本について知ることができるし、観光地に行くことが出来ます。また、飛行機で初の旅を楽

しみたいです。 

この理由と、前の理由をもとにして、神様が願いをかなえてもらえたら、とてもいいなと思います。神様にかなえてくれ

るように、ぼくは、そう信じています。「成功しますように。」 
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＜小学校６年生＞ 作文課題「心を動かされたこと」 

 

６－①          「私もこうなりたい！」 

「うわぁ、すごい。私もこうなりたい。」市川高校音楽部の合唱を聴いて、こう思った。時には力強く、時にはか弱く、

ていねいですき通った声。男声と女声が重なって、きれいにハモっている。そんな合唱を聴いている時間は、幸せで、

とても長く感じられた。聴いた人全員が、聴きほれてしまう歌を歌う市川高校音楽部にあこがれ、私の目標になった。 

初めて合唱を聴いたのは、２年程前。町役場での音楽部主催のクリスマスコンサートだった。その日から、私の歌

うことに対する気持ちがガラッと変わった。それまでは、ただなんとなく歌っていた。でも、気持ちを作ったり、どうしたら納

得のいく、良い声になるのかを、歌うたびに考えて、上手な人の真似をしながら歌うようになった。自分が成長していく

のを感じて、歌うことがどんどん好きになっていった。 

言葉で伝えると、照れくさかったりするキモチも、歌だから伝えられて、歌だからすっと入ってくるということもあると思う。

それに、一人で歌う時などよりも、大勢できれいな声を出して、気持ちや声を合わせて伝える時の方が、すっと伝わっ

てくると私は思う。そんな合唱は、少し特別なキモチを伝える手段でもあると思う。 

私は今、元音楽部の指導者の先生に歌を教わっている。その中で、たくさん練習し、考えて、聴いた人が幸せな

気持ちになれるような歌を歌っていきたい。 

 

 

 

 

６－②           「イルカショーで見た笑顔」 

「私もあんな人になりたい！」 そう思ったのは、八景島シーパラダイスという水族館のイルカショーを見た時。「イル

カショーのお姉さんになりたい。イルカトレーナーになりたい。」そう強くあこがれた。 

お姉さんが手を横に出すと、イルカがすごいスピードで泳ぎ始める。次の瞬間、高く高くジャーンプ。そして水しぶき。

その迫力のある水しぶきより、何倍も大きなお客さんの歓声と拍手。そこには、キラキラしていて花が咲いたようなニッコ

ニコの笑顔があった。イルカがとんだだけでたくさんの人が笑顔になるなんて、初めて見た。自分の体温が一気に上

がったような気がした。興奮した。この瞬間、私はイルカトレーナーになると決心した。 

私は、保育園の時からイルカが大好きだった。あのくりくりとしたまるい目がすごくかわいい。それに高くジャンプできる

し泳ぎも上手でかっこいい。泳ぎが下手な私にはあこがれの存在だった。正直、水泳は苦手で１年生まで水にもぐる

ことができなかった。けれど、イルカのように泳げるようになりたい。この思いで、苦手だった水泳も、今ではクロールと平

泳ぎで５０メートル泳げるようになった。イルカは、私に勇気をくれた。 

将来の夢は「イルカトレーナー」。多くの人を、あの八景島で見たように、キラッキラの笑顔にしたい。「私は、イルカと

いっしょにみんなに笑顔を届けます！」 
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６－③           「意味を知ることで」 

「黙とう」 毎年、８月１５日に聞く言葉。幼い頃からやっていることだ。でも、意味が分かるようになってからは、まだ

１年も経っていなかった。 

私の家族に、戦争を体験した人が３人いる。おじいちゃん、おばあちゃん、ひいおばあちゃんだ。体験したことを聞い

たことがある。たくさん大変なことがあったそうだが、聞くだけではよく分からなかった。６年生になって、社会で歴史を勉

強した。そこで知ったのは、自分の想像を超える悲惨な出来事だった。多くの人々が犠牲になり、守るべき国民の暮

らしは、とても苦しかった。その上、何の罪もない人々が、空から降り注ぐ爆弾で、建物と共に焼かれた。なぜこんなこ

とになってしまったのか。その理由と失われた命だったら、どんな理由でも命が大事だと思う。私は歴史は得意ではな

いので、くわしくは知らないが、勢いや欲という人間の本質、大きな世界の流れに流されて始まったことなのかも知れ

ないと思った。 

普段何気なくやっていることでも、ただやるのではなく、意味や由来を知ることで気持ちを込めることができると思う。

その中で心を動かされたのが、戦争のことだ。今の平和で豊かな暮らしをみると、そんな光景があったとは思えないが、

日本はたくさんのあやまちをくり返してきた。そこから学んだことを、これからに生かすことが自分にも出来ると思った。意

味を知ること、だと。 

 

 

 

６－④            「大きな声で伝えたい」 

今年の夏、町の「広島平和記念式典はけん団」に選ばれ、８月６日の式典に参加しました。世界で、広島と長崎

だけに原子爆弾が落とされ、大きな被害を受け、たくさんの人が亡くなったということは知っていましたが、実際に見た

広島は、にぎやかで緑豊かな町でした。この町が、７２年前に焼け野原だとは信じられませんでした。 

でも、原爆資料館に行き、当時の様子が分かる物（炭になったお弁当、焼けてボロボロになった衣服、など）を目

にして、あまりのひどさに衝撃を受けました。もし自分が原爆にあったら、どうしたらいいだろうと想像したら、もっと怖くなり

ました。 

最近、ノーベル平和賞を「核兵器廃絶国際キャンペーン（ＩＣＡＮ）」が受賞して、広島での被爆体験を証言してきた

カナダ在住のサーローせつ子さんがスピーチしました。「核廃絶の実現をあきらめるな」と。各国に協力を呼び掛けま

した。また、国連で「核兵器禁止条約」が決まりましたが、日本はこれに反対しているとニュースで聞きました。 

日本は、唯一の被爆国で、今も苦しんでいる人がいるのに、なぜ国として「核兵器は絶対に使ってはいけない」と

声を上げて訴えないのか、悲しくなりました。辛い経験を私達にさせてはいけないと、語り継いでくれる人達の話を聞い

て、私は大きな声で「核兵器は要らない。核兵器は恐ろしい。」と言い続けていこうと強く思います。 
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６－⑤                「才能」 

私は、自分に才能がないと思っていた。でも２学期に、国語で「やまなし」という本で、「五月・十二月」という場面

があり、そこの感想を班の人と話し合い、そしたら先生が話し合ったことか自分で感想を考えてきてくださいと言われ、

家で書いて、次の日に感想を提出した。そして、少したって、先生がみんなの感想を読み始めた。私の感想を読んで

いて、私の方をびっくりした目で見てきた。「何か悪いことでも書いたっけ？」ととても心配になりました。 

１時間目の授業で、先生が「宿題の感想をとてもびっくりした人がいます。それは、○○の感想を読んで、とりはだ

がたち、とてもすごい。」という感じで、私に言ってきました。私は「え～、とてもうれしい。」と思いました。 

家に帰り、その事を母に言いました。そしたら、母が「前の小学校の担任の先生が、作文や感想文は、とてもすご

いと言っていたんだよ。」と言い、この時私は心で「はぁー私にはこんな才能があるんだ。」ととてもうれしかったです。自

分の才能をこれからもいろいろな経験をして、たくさん見つけていきたいと思いました。だからいくらできないことがあって

も、できるようにして、それが才能になれば、うれしいので、苦手なものにもチャレンジしていけたら、たくさん才能があるとう

れしいです。 

 

 

 

６－⑥              「すごいな」 

「わぁ、すごいなぁ。」私は、今年の１１月に東京ディズニーランドへ行った。そこで見た、ある物に心を動かされた。そ

れはパレードだ。 

私は、今までに５回以上は行って、パレードを見たことがある。しかし、今までは小さかった時に見たから、「たのしい

な」や「きれいだな」しか思わなかった。「すごいな」とは思っても「大変そうだな」とは今よりも思うことはなかった。 

今年の１１月、久しぶりにパレードを見た。１日にいくつかのパレードをやっている。その中の一つのパレードを見た。

大きくて高い所に、キャラクターやきれいなドレスを着たプリンセスが乗っている。ただ乗っているだけではない。その上

で踊っているのだ。踊っているキャラクターたちは、お客さんを楽しませるために、私達の知らないところでたくさん練習

している。だから、私達の見ているパレードでは、息のあったパフォーマンスをすることができるのだと思う。そして、それを

見たお客さん達は、「すごい」と思えるのだと思う。 

もし自分があの高い乗り物に乗って踊ることになったら、私は怖くてできないと思う。キャラクターやプリンセス達は、

高い所でも手をふってくれる。汗を見せることなく踊っている。パレードは、見ている人達の心を動かす力があるのだと

思う。 
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６－⑦           「私はこれが好きだから」 

私が心を動かされたこと、それはユーチューブです。「えぇ、なんでなの」「こんなもののどこが？」と思うかも知れませ

ん。でも、私を笑顔にし、元気をくれる、そんなユーチューブが私は好きなんです。 

ユーチューブを初めて見た時は、小学４年生の頃でした。引っ越しをして、お父さんが、新しいテレビではユーチュー

ブが見られるよと言いました。それがなんなのか全く知りませんでした。とりあえず見てみると「なにこれ、つまらない！」

と思い、あんまり好意を持ちませんでした。でも、友達が面白いと有名なユーチューバーを教えてくれました。それはフ

ィッシャーズという人達でした。私はこの人たちを見ていて、自由そうで楽しそうだなあ、けっこう良いこと言うじゃんと思い

ました。それで私にはこの人達が、かけがえのない存在になりました。辛い時、元気が出ない時、そんな時はユーチュ

ーブを見ます。そうすると体の底から元気が出るので見ています。 

最近は、勉強やお手伝いなどで、あまり見ていませんが、悲しい時ややる気が出ない時は、ユーチューブを見て、

ちょっとした息抜きをしようと思いました。だからユーチューブが好きなんです。 

 

 

６－⑧             「バレー それは宝物」 

私はバレーで心を動かされました。３年生の時、友達に誘われてソフトバレーを習いました。いざやってみるとすごく

大変でした。その時、下手で打つとあっちにいったりこっちにいったりしたり、サーブでは全然とどかなかったりしました。

その時初めて、「がんばろう」と心から私はそう思いました。コーチに教えてもらったり、練習して、思い通りのプレーがで

きるようになりました。そして、アタックも練習しました。アタックは、手にちゃんと当てたり強く打つために、手のあてる場所

とかも気をつけて打ちました。ネットは低いのでまあまあ打てました。打てた時、すごくうれしかったです。 

なぜ心を動かされたかといいますと、バレーはアタックが入った時の「スカッと」した時とか、難しいボールをとった時

の快感があり、すごくうれしいし、楽しいからです。最近固いバレーボールでしてみて、やわらかいソフトバレーボールで

やる時より難しいので、より入った時やとった時の快感は全然違い、楽しさも上になり私を楽しませます。 

また、練習では友達がいるから、すごく楽しめると思います。友達とは、どんな風にしたらいいかとか、ここが悪いん

じゃないかとかを言ったりして、助け合い、協力したりして上手くなろうと頑張っています。バレーは面白いし、楽しい。だ

から私は心を動かされました。 

 

 

６－⑨           「やる気はなかったはずなのに」 

私が心を動かされたのは、英語検定５級の合格だった。最初、受けると聞いた時は「え？めんどうくさいからや

だ。」と言っていたのに、母が申し込みを出してしまったので、仕方なく勉強をやり始めた。だけど勉強をしていると、例

文やまちがえたところに丸を付けるとおもしろいということに気が付いた。それに気が付いたので、楽しく勉強できたし、

勉強をすればするほど、「合格できる。合格してやる。」と思うようになった。この時、私のめんどうくさいは、合格してやる

に変わった。 

試験の日、問題が始まってみてみたら、やっぱり面白い問題がたくさんあって、少しだけ笑いながら全ての問題をと

いた。 

その３日後、私はワクワクした気分でパソコンの前に座っていた。合格発表はインターネットからだ。私が暗証番号

を入れると、画面には「合格おめでとうございます」と書いてあって、下にある線グラフには、４級合格ラインのところに

自分の★マークがあって、「４級もやってみたいな」と思った。 

やる気がなかった私なのに、少しのことをやるだけで、その先までやる気が出て、やってみることは大切だと思った。 
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６－⑩          「失って初めて気づくこと」 

私は、大切だったペットが死んでしまったことに心を動かされました。 

私の家で飼っていたのは、三毛猫の「こはく」です。７月７日の夜、死んでしまいました。 

６月頃までは、こはくはずっと家にいるから大丈夫、死ぬ事なんてまだまだずっと先に事だ、と思っていて、世話をさ

ぼったり、なでてあげなかったり、こはくに対してひどい態度をとっていました。 

それが、７月に入った頃、学校から帰ってくると、こはくが見あたりません。ベッドの下やベランダを探しても、呼び掛け

ても見つかりませんでした。母が帰ってきてから見つかったのですが、もう自分が死んでしまうことが分かっていたのかも

知れません。その後の数日間は、こはくはずっとベッドの下にいました。何日か経った後、次はベランダでまるくなってい

ました。夜になってから母が部屋に入れ、次の日からこはくが外に出られないように窓を開けるようになり、こはくは日に

日に呼吸が荒くなり、７月８日、部屋で死んでいました。 

この時、私はもっとちゃんと世話をしてあげれば良かった、もっと遊んであげれば良かった、などたくさんの後悔が生ま

れました。今も、そしてこれからもずっと後悔していくことになるでしょう。その後悔を無くしたいとは思いません。それは、こ

はくと過ごした証になるので、私は後悔し続けます。 

 

 

 

 

 

６－⑪              「だいじょうぶ」 

「大丈夫、大丈夫。」と日本人はよく口にします。では、その「大丈夫」の意味を知っているのでしょうか。辞書には、

①心配がない。②不都合はない。と記されていました。人々の「大丈夫」はおそらく①の方だろう。 

僕にとって、その「大丈夫」は巨大なクッションのようなものだった。どんなに辛くても、怒っても悲しくても、「大丈夫」は

心のトゲをはずし、どんなに暴れても少しずつ包み込んでゆく。これこそ僕にとって最も大きく心を動かされた言葉だと僕

は思います。 

特に、今年は胸にささったようにとれない痛みに変わる悲しみが大きいのです。その原因は、親戚と大祖母が亡く

なったことです。６月のことでしたが、重なって亡くなったことが、痛みを倍増させています。 

しかし、この「大丈夫」が薬のように痛みを消してくれるのです。小さい時、すごくたくさんケンカをしたけれど、「大丈

夫」の一言はいつも大きなクッションでした。 

これから、また言葉の使い方や種類は変わってゆくでしょう。しかし、「今」を考え、自分達が使っている言葉のことを

考えてみると、シーツが昔は「敷布」だったり、ハンガーは「えもんかけ」と呼んだりしていたのです。おばあちゃんや友達

が困っている時には、「大丈夫？」と聞いて、どちらの意味か考えてみようと思います。 
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６－⑫             「『する』事の重要性」 

ぼく達はあっという間の６年間を過ごしてきた。今思えば、この６年間がたった１年間のように短い。でもそんな短い６

年間の中でも１年生と６年生ではいろいろな事が違う。それは６年生になるまでたくさん成長してきたからだ。たくさんの

事を覚え、意識も変わってきた。でも１年生から、つい最近までずっと疑問に思ってきた事がある。それは「なぜ、しな

ければならないか。」だ。 

例えば宿題。平日だったら毎日出る。でもなぜ宿題はしなければならないのか。毎日学校に行って勉強をしている

のになぜだろう。それを今までずっと思っていた。また、運動会やたてわり班集会など、たくさんの行事もある。楽しい行

事もあるが、なぜ必ずするのだろう。そもそも学校に行くのだって、なぜなのだろう。そんなことをずっと思っていたのだ。 

でも最近、運動会の練習の時、先生がこんな事を言っていた。「組み立てをするのは終わった時の達成感をみん

なで得るため。また伝統を引き継ぐためだ。」と。そうかと僕は思った。「する」という事をすれば、必ず自分に返ってくる。

宿題をすれば力が付く。行事を成功させれば達成感を得られる。だから、一つひとつの事に、力を入れようと思った。

結局は自分のためになるからだ。 

小学校の最後の最後に、「凡事徹底」（当たり前のことを徹底的に行うこと）の大切さに気づかされた。このことは、

この先ずっと僕の生きる道の基本となるのだ。 

 

 

 

６－⑬             「心を動かされたこと」 

僕が心を動かされる時は、お母さん、お父さん、人に怒られた時です。反抗期の今、お母さん達とは普通には話

すのですが、例えば、テストの点が悪くて怒られる時などです。テストは個人によって点が違って、例えば僕が８０点を

取ったとして、お母さんは「１００点とらないの、あなただけじゃないの」と言われ、僕は、「もっと点が悪い人いるし」と言

い、お母さんは「人と比べない」と怒ります。だけど、悪いことには悪いけど、これが僕の学力なのだからしょうがないと

思います。お母さんは、僕のためにしてくれるのは分かるけど、僕は納得できないのです。 

僕は、ほぼ毎日怒られます。怒られることをするから怒られる時もありますが、お兄ちゃんだから、といって責任を取

られる時もあります。怒り方は色々ありますが、それも僕のためだと思うと、心を動かされます。心が動くと僕は成長する

かも知れません。そのためには、今のうちに怒られておいて、成長していきたいです。 

 

６－⑭             「お母さん」 

私が一番心を動かされたこと、それはお母さんです。理由はいくつかあります。 

一つ目の理由は、いつも相談に乗ってくれるからです。もちろん、友達も相談に乗ってくれます。けれど、いつでも

相談に乗ってくれる人は、お母さんだと思いました。 

二つ目の理由は、私のことを怒ってくれるからです。しかし、怒られることは嫌いです。ですが怒られる時は、私がい

けないこと、悪いことをしているときです。お母さんが気づき、怒ってくれなければ、私はいけないことをやり続けてしまう

かも知れません。だから、私を怒ってくれるお母さんは、とっても優しいと思います。 

三つ目の理由は、私のために色々してくれるからです。ご飯を作ってくれるのはお母さん。洗濯をしてくれるのはお母

さん。掃除をしてくれるのはお母さん。私が今生きているのは、お母さんのおかげです。私もこんなに優しいお母さんに

なってみたいと思いました。 

けれど、時々ケンカをして、いやになることもあるけれど、必ず仲直りをし、いつも通り生活します。私もこんな事が出

来るお母さんになりたいです。 
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６－⑮             「一瞬で」 

「ドッカーン」私は、広島の平和記念資料館で原爆が投下された時を、再現した映像を見た。１９４５年８月６日、

午前８時１５分に広島に史上初めて原爆が投下された。原爆は一瞬でたくさんの人の命を奪い、傷つけるとても恐ろ

しい物だと改めて思った。そして、怖かった。もし、私が住んでいる町に原爆が投下されたらと思うと。 

他にも、平和記念資料館では、原爆体験証言者の人の話を聞いた。私は初めて原爆のことについての話を聞き、

とても衝撃を受けた。だから、これからは戦争をして欲しくないと思った。まだ後遺症に苦しむ人も沢山いると思う。だか

ら、私達の学校では、千羽鶴を折り、毎年広島に届けている。自分なりにできる限りのことをやり、その人達の平和を

祈り続けたいと思う。 

でも、今の私の生活は、とても幸せで平和だと思う。今、ここで生きていられることも幸せ、当たり前にご飯を食べた

り、当たり前に学校に行けることも。だから、私はこの幸せな毎日に、感謝しながら生きていきたい。そして、これからも

ずっと、私の大切な人達と共に、これからの未来へ歩んでいきたい。 

 

 

 

６－⑯             「病と闘う祖母」 

今年の春、大好きな祖母が病気になってしまったことは、私にとって大きな出来事で、心を動かされました。 

祖母の病気は、病院で治療をくり返せば、回復していく病気でした。入院生活が始まってからは、１週間に１回ほど

しか会えず、治療の途中で元気を無くしたり、なかなか食事が食べられなかったり、私もさびしさと不安な気持ちで一

杯でした。しかし、祖母が精一杯病気と闘っているんだと思い、がまんして、お見舞いに行った時は不安な気持ちを

和らげてあげるのが、私の仕事になりました。 

祖母が病気と闘う姿を見て、私も毎日の学校生活を一生懸命に過ごすことが応援にもなると思いました。 

辛い治療を乗り越え、今では退院して前のように暮らしています。いつか私も、今と同じ様な生活ができなくなるか

もしれません。そんな時でも、明るい気持ちを持ち、辛いことを乗り越えていけば、また前と同じように生活できる、と祖

母は私に伝えてくれました。祖母が病気になってしまったことは悲しいですが、この出来事に心を動かされ、これからも

大好きな祖母と楽しいことをたくさんしていきたいと思います。 

 

６－⑰             「ぼくたちのキーパー」 

「ナイスキー」と僕は叫んだ。僕はサッカーのチームに入っています。その言葉が出たのが、この前の試合でした。

僕のポジションはミッドフィルダーで、攻撃も守備もしなくてはいけません。僕が攻撃に行った時、相手選手にボールを

取られシュートを打たれてしまいました。僕が振り向くと、キーパーが大きく手を広げ、ゴール角に決められそうなボール

をはじいてくれました。うれしくて何度も「ナイスキー」と叫びました。キーパーとハイタッチをして、ありがとうと伝えました。 

僕のチームのキーパーの子は、４年の時からチームに入りました。４年生の時からなかなか試合に出られなかった

けど、いつも笑顔で一生懸命練習をしていました。６年生になって、すごく上手くなり、チームの正ゴールキーパーにな

りました。一生懸命頑張っている姿を見ていたので、すごくうれしいです。今までゴールキーパーの分まで守備をしてい

たけど、しっかり任せられるようになって、僕が得点できるようになったのも、キーパーのおかげだと思いました。 

１２月の神奈川遠征の時に、うれしいことが起きました。それは、ぼく達のキーパーが優秀選手賞をもらいました。僕

は自分も欲しかったけど、キーパーの子だったので、自分のことのようにうれしかったです。 
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６－⑱             「心を動かされたこと」 

学校で使うノートを、新しく買ってもらいました。使い始めようとした時に、ノートの裏表紙を開いたら、四字熟語が 

のっていました。その四字熟語と意味を読んでいると、四文字だけでいろいろな意味を表すことが出来る言葉がある

ことを知り、楽しくなり調べてみたくなりました。 

調べていくと、聞いたことのある言葉もあったけれど、知らない言葉もたくさんあり、難しい漢字もありました。辞書を使

って読み方や意味を調べた中で、私が一番気に入った言葉は「根気よく努力し続ければ成功する」でした。 

私は小さい頃、転んでばかりで自転車に乗れませんでした。でも、お姉ちゃんみたいに気持ちよくこぎたいと思い、

一生懸命練習しました。お姉ちゃんやお母さんなど、たくさんの人に手伝ってもらって、今では転ばずに気持ちよくこげ

るようになりました。しかも、お姉ちゃんに追いつけます。今思えば、小さい頃は「愚公移山」というように根気よく努力し

ていたのだと思いました。 

もう少しで、冬休みになります。そして、まとめのテストなども多くなります。小学校最後なので「愚公移山」を忘れず

に、毎日根気よく努力し続けたいと思いました。 

 

６－⑲             「修学旅行の思い出」 

私が心を動かされたことは、５月に行った修学旅行です。一番すごいと思ったのは、鎌倉散策とキッザニアです。 

鎌倉散策では、大仏様を見たり、大仏様の中に入ったりしました。私は、「中は空洞なのに、どうしてくずれたりしな

いのだろう。」と不思議な気持ちになりました。次に班行動で、「銭洗い」というお寺に行きました。坂がとてもきつくて、

「いつもお参りに来ている人はすごいな。私だったら、いつも登る坂よりきついから、足が筋肉痛になりそう。」と思いまし

た。銭洗いに付いた時、すごく大きな木が何本も植えてあったので、私は、「すごい。大自然にいるみたい。」と見渡し

ながら思いました。そして、お金を洗ったらお金が増えると聞いたので、１００円を洗いました。上には大きな玉がつるさ

れていたので、「何に使うのだろう。」と思いました。 

キッザニアでは、大人の仕事がたくさんできました。「大人の仕事って、こんなに楽しくてたくさんあるんだな。」と仕事

をしながら思いました。私は、これから大人になっていきます。だから、この体験はとても大切なことだと知りました。修

学旅行は、不思議に思ったことや驚いたことがたくさんあって、楽しかったです。「このことを、これからの生活に生かそ

う。」と思いました。 

 

６－⑳             「創り上げる喜び」 

私は、歌うことが大好きで、町のジュニアコーラスに入っています。先日、山梨市で行われた「よろこびコンサート」

に出演させていただきました。この日のために、夏の初め頃から、練習開始時間を早めて頑張ってきました。なかにし

あかね先生の「もしも世界が」の５曲を歌います。前日のリハーサルと本番当日は、作者であるなかにし先生ご本人

が私達の指導をしてくださると聞き、とってもドキドキしました。どんな先生かなぁと思いながら、会える日が本当に待ち

遠しかったです。 

なかにし先生の第一印象は、スラッとしていてカッコイイ先生だなと思いました。先生は私達に「一緒にコンサートを

創り上げましょう」と笑顔で言ってくれました。その言葉が優しくて、力強くて心に響きました。先生の手の動きや、顔の

表情が私の声を引き出してくれるような感じで、先生の気持ちと私達の気持ちが一つになっているように思いました。 

ステージの上から見た景色は、きっといつまでも忘れられません。ライトの光が注がれてまぶしかったけど、観客席

のお客様の顔がよく見えます。ニコニコしながら聞いてくださる方、体をゆらしながら一緒に口ずさんでくださる方、目を

閉じてじっくりと聞いてくださる方。一人ひとりの表情がよく見えて、コンサートを楽しんでくださっていることがよく分かりまし

た。みんなで創り上げることの喜びをなかにし先生から教わりました。 
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６－２１             「やるっきゃない！」 

１２月に入り、小学校生活も残り少なくなってきて、卒業式の準備もだんだん進んできました。卒業式では、３つの

曲を歌います。クラス２３人の中から、ピアノが弾ける人３人が３曲を一人１曲ずつ弾きます。私もその中１曲を弾きたく

て立候補しました。私が弾きたいと思っていた曲を、弾きたいと思う人がもう一人いました。私ともう一人の子で、３学

期にオーディションをすることが決まりました。その事が決まった日には、落ちたらどうしようという気持ちから涙が出てきて

しまいました。今までとは全然違うくらいの練習を始めました。 

どうしてその曲を弾こうと思ったかというと、曲が途中で転調したり、リズムが変化したりするところがあって、聞いた時、

体の底から、この曲に挑戦したい、弾いてみたいという思いがわいてきたからです。でも、楽譜を見たら、苦手な和音

ばかりで、ちょっと尻込みしてしまいました。でも今日まで、ピアノの発表会や全校合唱で弾いてきたのだからと自分に

言い聞かせ、練習を始めました。 

自分で弾きたいと決めたので、しっかり最後まであきらめないで、練習をしてオーディションをむかえたいと思います。

そして、小学生活最後のイベント、卒業式を心に残る素敵な式にできるようにしていきたいです。 
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＜中学校１年生＞ 作文課題＊次の文章を読んで、自分の意見を述べなさい。 

＜課題文＞ 

運動会の花形、組体操が様変わりしつつある。巨大化が進んだ「人間ピラミッド」や「タワー」で事故が多発、

一部の自治体が大技の一律禁止や高さ制限に踏み込んだ。安全のためにはやむを得ないとの声がある一方、みん

なでやりとげる達成感などの効果に着目して続ける学校もある。   ＜２０１７．８．１４朝日新聞より＞ 

 

１－①          「大技をやって学んだこと」 

組体操の大技は、やった方が良い。そう考える理由は２つある。 

小学校で大技を経験した。５年６年の２年間。毎年、大技に挑戦している。２年間ずっと、土台をやっていた。下

はつらい。でもたえられる。それは、上で怖くても頑張っている大切な仲間がいるからだ。大技をやっているが、事故が

起きたことはない。けれども、他の学校では厳重に注意していても事故が多発していることを、この文章を読んで知っ

た。それでも私はやった方が良いと考える。一部の自治体が決まりを作ったなら、その決まりを守り、全員が緊張感を

持ってやれば事故は防げると考えるからだ。 

もう一つ、大技をやったことにより仲間の大切さや、達成感を味わえると考える。去年、大技をやり終えた時に、大

切なことを学んだ。一緒にやった仲間がいたからこそ成功できたこと。そして客に感動してもらうではなく、自分達が感

動させること。また、重大な事故に繋がる可能性もあるが、決まりを守り先生も一緒に心を一つにすれば、そのような

事故を少しでも防げるのではないか。 

私にとって運動会は、身体能力を深めるのではなく、仲間が周りにいること・挑戦することの大切さを学ぶためにあ

るのだと考える。また、競い合うことで互いに認め合える重要な機会だろう。そして、大技は仲間との信頼関係を深め

ると共に、大人への一歩を踏み出すために必要だ。 

 

１－②           「組体操の大技はどうあるべきか」 

私は、組体操の大技はやった方がよいと思います。私は小学校の頃に大技をやって、今ではよい思い出となって

います。 

理由は、大技に挑戦することにより、クラスの仲が深まり、達成感を味わうことができたからです。ピラミッドなどの大

技は、クラス全員で協力して作るものなので仲が深まり、更にピラミッドを成功させることで、普通の技よりも大きい達

成感が味わえました。ですが大技には危険性があります。ピラミッドは高いので、バランスが悪いと倒れてしまう可能

性があります。私は小学生の時に組体操の大技をやって、みんなで大技を成功させるという一つの目標に向かって

努力したことを、今の生活にも生かすことができました。大技に失敗するという心配もありましたが、その気持ちに打ち

勝つことで、自分に少し自信を持てるようになりました。ですが、最近では、安全のために一律禁止や高さ制限があり

ます。高さ制限は良いけれど、一律禁止はやめた方がよいと思いました。 

運動会はクラスの力を出す場だと思います。クラスの力を出して、競って、見る人も見せる人も感動させるためにあ

ると思います。その中でも組体操は、全員で協力して、見ている人を感動させることができます。これからも、組体操

の大技は運動会の花形であってほしいです。 

 

 

 

１－③             「続け！組体操！」 

私は組体操などの体操系が好きだ。そんな組体操がなくなるなんて悲しい。でもケガをするのはいやだ。組体操は
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安全を求めるのか、達成感を求めるのかという差であろう。 

やって欲しいと思う理由はいくつかある。一つ目は、拍手をもらった時の嬉しさ。これはとてもうれしい。一つひとつの

技が決まるたびにもらえる拍手。「次の技も頑張ろう」という気持ちになれる。二つ目は、文章にもあったように達成感。

一つひとつの技が決まるたびに「やった」「できた」と思えるからだ。大技に挑戦すると、「できる」という意志にも繋がる

と考える。でも、大技には危険なところが多い。下の人の力が抜けてしまうと、どんどん崩れていってしまう。少しでも一

人でも気が抜けてしまうと大けがに繋がる。私は小学校の６年生で、４段タワーの頂点に立った。もちろん怖かった。

けれど下の人ががんばって支えてくれているから、私も頑張らなきゃという思いがあった。だから成功できた。また、私

の学校は、人数が少ないから、大技のピラミッドは３７人だった。私は土台で、上の人を応援する気持ちでやった。み

んなで一つになればできるのだ。上の登る人は、下の人の気持ちも背負っているし、緊張もある。それもあるからこそ、

組体操は達成感も味わえるのだ。 

私も好きな組体操。長年続いたのにも訳があると考える。そんな組体操をやめずにこれからも続けて欲しい。 

 

１－④           「命に関わる大技」 

運動会での花形となっている組体操。しかし私は、組体操で行う大技はやめた方が良いと思う。 

その理由の一つとして、私が怖いと思った経験があるからだ。私が通っていた保育園では、組体操の最後に必ず

「全員ピラミッド」という技に挑戦していた。一番下の台を経験した私は、体に１５人以上の負担がかかり、正直とても

耐えることで精一杯だった。さらに地面が砂と砂利だったため、足も痛くなった。 

さらに、私がやめた方がよいと思う理由がもう一つある。それは、以前ニュースでピラミッドという大技に関することを

聞いたからだ。内容は、運動会で１０段以上のピラミッドを行ったところ、下の段が崩れ、骨折したというものだった。下

の段の重要さ、そして上の段の不安さが鍵となる技ということが、多くの人が知る事故ではなかったのだろう。 

「達成感が得られる」からやるのか、「事故になる危険性がある」からやらないのか。大技には、メリットもあるが、逆

にデメリットもある。そのことを注意した中で、取り組む全員が一つになると、より達成感が感じられるのではないのだろう

か。しかし、その達成感の裏には、ケガをしてしまっても後戻りできなくなってしまう、万が一の場合、命が失われる可能

性があるという恐怖心があるだろう。だから、大技はやめた方が良いと感じる 

 

 

＜中学校２年生＞ 作文課題「あなたの中学校の特色について」 

２－①          「少人数で出来ること」 

「おはよう」 この一言から始まる学校生活は、とても楽しく充実したものだ。 

私の中学校の特色は、人数が少ないところだと思う。少ない人数だからこそ出来る、いいことがたくさんある。例え

ば、みんなが仲の良いところ。人数の多い学校だと自分のクラスの子しか知らない、ということもある。しかし、私の学

校は、学年性別問わず、みんな仲が良い。これは、私が楽しい学校生活を送ることの出来る一つの理由だ。他にも、

全校合唱が出来るところも、私の学校の特色だ。多人数だと、まず全校で合唱台に立つことが出来ない。しかし、 

１１１人という少人数だから、全校合唱が行えるのだと思う。全校で奏でるハーモニーは、とても美しく、迫力のあるも

のだ。そして何より良いところは、団結力がある、というところだ。学園祭などの大きな行事の時、同じチームで団結す

る力が強い。顔も名前も知っているから、アドバイスもし易いし、何よりも楽しく行える。知らない人とチームを組んで行う

行事はつまらない。しかし、少人数だから、全員が全員のことを知っているからこそ、団結力も深まる。そして、楽しく行

事が出来る。 

少人数、というのが特色の私の中学校。友達の幅も広がるし、たくさんのことが楽しめる。だから、私の中学校生

活は、とても楽しく充実したものになっている。 
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２－②        「他校にはない、自慢の中学校」 

僕の中学校は小さな中学校です。みんなが仲良しで、いじめなど聞いたことがありません。その理由として、全校

で遊んだり話し合ったりします。そのような行事を通して絆が生まれ、全校生徒が仲良くなりました。少ない人数なら、

全校生徒が仲良くなるのなんか当たり前だろうと思う人もいるかも知れませんが、それが意外に難しいことなのです。 

人には、話しやすい人や話しにくい人、色々あると思います。僕もそのような人がいました。絡みにくい人とは、異性

で話したこともないような人ばかりでした。でも僕はその人に自分から話をしていくうちに、その人の特徴や意外なことを

知ることができました。 

僕の友達に、話したこともない人を絡みにくいと言っている人がいました。でもその人に「話してみてみ」と言ったとこ

ろ、その人が話しかけて、笑顔で話しているところを見て、みんなが心を開けば、全校生徒が仲良くなるということに気

づきました。 

僕の中学校の生徒は、優しさいっぱい笑顔いっぱいなとても明るい中学校です。他の学校には絶対にないほどの

絆で全校生徒が結ばれています。僕はそんな学校に行くのが大好きです。なぜなら、第２の家族と一緒に過ごす時

間がとても楽しくてしょうがないからです。僕はこの中学校にいることが出来て、とても嬉しく思います。僕の中でこの学

校は、日本一です。 

 

２－③              「僕の中学校」 

僕の学校の校訓は「自主自律」だ。この校訓には、自分の考えを大切にという意味があると思う。僕の学校は全

校一人ひとりが仲良く、いいところがたくさんある。その中でもいいところは二つある。 

一つ目は、ボランティアに、全校が積極的に参加していることだ。毎月集めているペットボトルキャップや、災害時に

集める募金、アフリカにお米など、様々な物を集めている。クラス毎に集計をしているが、ほとんどのクラスで、毎回 

１００％を達成している。ボランティア委員会が呼び掛けてくれることで、全員が意識を持って参加している。全校がこ

んなに参加していることは、すごく素晴らしいことだと思う。 

二つ目は、あいさつだ。朝と放課後に校門の所に、生徒週番が立ってしてくれる他、朝には校長先生や教頭先

生もしてくださる。そのため、朝をいい気持ちで始められ、一日をスッキリと終わることができる。それに加え、あまり話さ

ない他学年の人とも話す機会が増える。僕はあいさつをすることはいいことがたくさんあり、あいさつが盛んな学校は、

いい学校になっていくと思う。だから、もっともっとあいさつを盛んにしたい。 

来年には最高学年になり、学校を引っ張っていく立場になる。だから学校をより良くできるように頑張りたい。 

  

２－④          「小規模な学校だからこそできること」 

私達の学校は、全校生徒２３人という小規模な学校です。ですが、小規模な学校だからこそ良いところがありま

す。 

一つ目は、団結力が高いところです。私達の学園祭を今年も大成功に終わらせることが出来ました。それは、学

年の人、クラスの人、部門の人、全校で協力することができたのだと思います。例えば、体育の部で、各学年対抗

の長縄跳びがあります。最初に練習した時は、話がくい違ったり声が小さい、テンポが合っていないなどで、ケンカし

たこともありました。ですが段々１００回を越えられるようになり、皆で声を出して、テンポも縄を回している人を見て、調節

できるようになりました。それは団結力を高くすることができたからだと思います。 

二つ目は、合唱です。全校生徒２３人で創る合唱はすばらしいです。少人数だからこそ、一人ひとりが声を出さな

ければなりません。そして、私も大きな声で歌うことができません。ですが必ずできるようにして、聴衆に私達の思いを伝

えることができる、そんな合唱にできるようにしたいです。 
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このように、私達の学校の特色は、いろいろあります。そしてこれからも、学校の特色を増やしていけるように頑張りた

いです。 

 

 

＜中学校３年生＞ 作文課題「人生の選択」 

３－①             「私の意志」 

「○○高校に行きます。」最後の三者懇談で、私ははっきりと言い切りました。しかし、実はどこの高校を受験する

かは、この三者懇談の日の前夜まで悩んでいました。なぜ悩んでいたかというと、「３年間通う」という点で、ある２校

で悩んでいました。一つの高校は、雰囲気が良く、通いたいと思えるが、校舎が古く家からも遠い。もう一つの高校

は、雰囲気は分からないが、校舎はきれいで家からも通いやすいといったように、どちらの高校も、私にとって良いこと

もあれば悪いこともありました。 

「選択」というのはすごく難しくて、特に一度決めたら戻れない選択の時には、「戻れない」「人生に関わる」というこ

とを考えれば考えるほど、なかなか選べませんでした。しかし、こういう状況になっても、私がこれまでいろいろな選択を

してこられたのは、私の周りの人達のおかげです。先生や友人がアドバイスをくれたり、親や親戚が相談にのってくれた

りしたことが、これまで何回もありました。今回の高校選びもそうで、先生や友達、親戚達が情報をくれて、親は「自分

の行きたいところにしろ」と私の意志に任せてくれました。そして私は「行きたい高校」を見つけることが出来ました。今

回のことで、改めて、周りの人の温かさ、大切さを感じることが出来ました。周りの人達に感謝して、自分で決めた道

に進めるように、勉強をがんばり、合格したいです。 

 

３－②             「原動力」 

誰にでも、好きな空気感や、理屈抜きでしっくりくる雰囲気はあると思うし、少なくとも私にはある。 

中学を卒業したら高校へ行き、大学に進学する。それはずっと決定事項だった。まだ学習が本分の学生でいて、

たくさん勉強をしていたい。それに就職は、どこか「大人」というイメージがあり、足を踏み入れづらいからだ。 

進学したいと思っていても、実際中学３年生になるまで、どこに進学したいかは決まっていなかった。しかし友達は、

あの高校に行きたいという具体的な目標を持っていた。焦りを感じた私は、高校について調べたり先輩に聞いたりし、

ある一つの高校に興味を持った。授業もその他の活動も充実していて、大学進学率が高く、評判の良い学校。まず

は近々行われる学園祭に行ってみようと思い、足を運んだ。 

賑やかな声が響く中、校舎に入る。本当に楽しそうな生徒達の顔、廊下、教室。ここしかない、ここに通いたいと

強く惹かれた。言葉では上手く表せないが、強いて言えば憧れと向上心が一気に渦巻いた感覚だった。この高校

へ行きたい、行くぞ、と。 

確かに、教育方針や偏差値、進学率などはとても大切だし、私もそこはきちんと選んだ。しかし、決め手となったの

は空気感、雰囲気。感覚的で、あやふやだと言われるかもしれない。でも、今日も私が勉強する原動力となっている

のは、雰囲気というあやふやな衝撃である。 

 

３－③              「変化」 

「別に決まればどこでもいいや」これが、私の高校に対する一番最初の感情だった。新しい進路に向けて考えるこ

とは、私にとってとても難しい。私は決めることができない人だからだ。コンビニに行くと、何分も時間がかかるくじ引きで

も箱に手を入れたまま一枚を決めるまで何分もかかる。これにしようとなると親がこう言う。「本当にそれでいいの」と。

高校を決めることも同じだ。たくさん迷ってこの学校にすると決めると親が聞く。「その高校か。私はこの高校がいいと思
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うよ。」と。この繰り返しで高校が決まらなかった。 

そんな時いつも一緒に帰る友達が、一緒にこの高校に行かないと聞いてきた。その学校は私の頭の中にも、親の

頭の中にもない学校だった。聞いた時は、友達に「考えとく」と曖昧な返事をしてしまったが、その数日後その学校に

ついてのプリントが配られ、それを読んだ私は「この学校がいい」そう思った。それには、部活動について説明していた。

私は初めて高校の魅力を知った。その日はちょうど私の三者懇談だった。急いで家に帰り、私は親の帰りを待った。

反対されないよう、待っている間その高校についてのことをたくさん調べた。帰ってきた親に私は言った。「この高校にし

たい」と。親は「そうすれば」とあっさり言った。とてもあっさりしていてびっくりした。私は感じた。今まで別に決まればどこで

もいいと思っていた私が変わったことを。親も私から何かを感じてくれたと。 

 

３－④            「大きな選択」 

私は英語が好きだ。もっともっと英語を学んで、将来的には、外国人と会話したり、仕事も英語を利用する職に就

きたいと考えている。だから、市川高校の英語科に行くと決意した。しかし、そこにいたるまで悩みに悩んだ。私の人生

が大きく決まると言っても過言ではない。今まで、多くの選択をしてきているが、こんなに重大な選択は初めてだった。

高校の選択肢は私の中でいくつかあり、一つに決めることが怖かった。そんな時、母が「オープンスクールで決めよう

か。」と選択肢の高校に全て行くことになった。そして、私は市川高校への進学を決意した。 

市川高校は、他の高校に比べると少ない人数だ。しかし、プラスに考え、一人ひとりが輝ける素敵な高校だなと実

感できた。高校の先輩方が優しく接してくれたり、先生と生徒の距離が近く、「ファミリー」という意味が分かった気がし

た。特に、英語科のワークショップで、隣で教えてくれた先輩が、「楽しい学校だからぜひ来て下さいね」と笑顔で言

ってくれた。いい学校なんだなということが分かった。私も先輩のように充実した日々を送りたいと思った。そして、英語

をしゃべっている自分が想像できた。だから、行こうと思う。しかし、そのためには、もっと努力が必要だと思う。今まで以

上に勉強して、来春には笑顔で市川高校に通えるように頑張っていきたい。 

 

３－⑤           「ここに決めた！」 

「建築科」その響きには僕は心を動かされた。 

中学２年生の春、高校について少し考えていた時に母から初めて聞いたのがその言葉だった。母がパソコンで何

か作っていたり、リビングで図面を広げて紙に書いている姿を何回か見たことがあったので、すぐに理解できた。母は、

２級建築士だったのだ。驚いた。それと同時に母の口から言葉が出た。「１級建築士になって、東京スカイツリーとか

国会議事堂みたいな大きな建物、みんなに親しまれる建物を設計してみない？」自分の思い描いた物が現実として

みられるのか。「やってみるよ。がんばる。」その言葉と同時に、僕の将来の夢が決まった。 

勉強の面で少し不安があったので、少しでも上を目指そうと、必死で勉強して、叶えたい目標がやっと見つかった。

嬉しかった。いつも怒られてばかりの僕に、母が将来の夢になるキッカケをくれて、背中を押してくれたのが嬉しくてたま

らなかった。 

中学３年生の春、山梨県で唯一の建築科がある「甲府工業高等学校」に行くことを決めた。なぜその学校にした

のか。建築科があるからだけではない。今から数十年前に卒業した人、僕に建築について教えてくれた人、将来の

夢を見つけてくれた人、ずっとそばにいてくれた人。そう、それは、母が建築士になる第一歩を踏み出した学校だから

だ。 

 

３－⑥            「夢への選択」 

「これしかない」溢れんばかりの希望と期待に、思わず口角が上がってしまう。強い気持ちが込み上がっているのを

感じつつ、大きく息を吸った。 
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演じるということに、どこか引け目を感じていた。演じることで、本当の自分を隠しているように思えたからだ。そんな周

りに嘘をつくような行為に称賛の声を挙げられても、素直に喜べなかった。そして、大した特技もなく、周りより勉強や運

動が出来るわけでもない私は、志望校を決めることがなかなか出来なかった。そんな時、担任の先生の勧めで、身

延高校演劇部の演劇を初めて見ることになった。 

私の中の演劇に対する考えが変わった。生き生きとした表情、芯のある響く声、目が釘付けになる大きな動き。わ

ずか３０分足らずの映像であったにもかかわらず、心を奪われてしまった。思わず笑ってしまう場面は勿論、涙が零れ

てしまいそうな場面でさえ、演じている彼らから楽しいという気持ちを感じる。嘘ではなく、違う自分になりたい。彼らと共

に、笑って、泣いて、怒って、楽しいと思える演劇を本気でしたい。 

思えば、先生に勧められなかったら、私は今頃、志望校もろくに決まらず、自らの未来に対する希望や期待すらな

かったかも知れない。先生には本当に感謝しかない。 

迷い、悩み、演劇が楽しくないと思ったとしても、自分らしく夢に向い突っ走りたい。 

 


