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２０２２「ことばの森教室」第２回優秀作品紹介 
＜中学校１年生＞ 作文課題「社会に目を向けよう」 

１−①           「初心に戻って」 

 第７波が押し寄せている新型コロナウィルス。山梨県でも先日、一日の感染者数が４８１人と過去

最多になった。ついこの間までは、「このまま終息するのかなぁ」と思うほど感染者数は減少してい

たが、今は増加に転じている。感染者が拡大している原因は何だろう。 

 「⻑引くコロナ禍による気のゆるみ」という記事を⾒つけた。その記事によると、「マスク着⽤」

や「手洗い」などは、高いレベルで継続している一方、「部屋の換気」は８８％から６４％まで減少

し、また、「オンライン通話・電話」などの活⽤は、初めの頃から４５％も減少しているそうだ。つ

まり、感染症対策のために行ってきたことが、いずれも減少しているということだ。確かに、外出自

粛やマスク着⽤のように、効果が目に⾒えて分からない行動を、⻑期間に渡って続けることは難しい。

私自⾝、新型コロナウィルスの⻑期化と共に、危機感が薄れてきたのは事実だ。 

 感染拡大が止まらない今、誰が感染してもおかしくない状態だ。だからこそ、一人一人の意識が大

切だ。「このくらいは大丈夫だろう。」「自分だけは大丈夫だろう。」という考えは改めて、今こそ「手

指消毒」「三密を避ける」「こまめな換気」など、自分のできることを探し、初心に戻ってみる必要が

あると思う。 

 

１−②                   「本当の平和な国であるために」 

先日、信じ難いほど衝撃的なニュースを耳にした。奈良市で演説をしていた安倍元総理が、銃撃さ

れ亡くなったという事件だ。 

事件の犯人は、元海上自衛隊とのことだ。日本では、海上自衛隊が銃を所持することが認められて



 - 2 - 

いる。だが、とはいえ自分の意志で罪のない人に対して使⽤することは絶対にあってはならないこと

である。犯人は「殺そうと思ってやった」と発していた。私はこの発言に対して、怒りを感じた。な

ぜなら、犯人自⾝が持っている不満を暴力で解決しようとしたからである。 

この事件に対して、岸田総理や小池都知事など政治に関わる多くの人が、意⾒を述べていた。その

中でも「⺠主主義への挑戦である」と強く発していたのが印象的だった。日本は、国⺠が中心となっ

て話し合い、政治をしようとする考え方や、自由・平等などを大切にしている⺠主主義国家である。

しかし、犯人は⺠主主義の考えを否定して、銃で解決しようと蛮行を行った。そこから、この言葉に

意味が込められているのだと伝わってきた。 

このような事件が起こらないようにするために、私達にできることは何だろうか。私は、この日本

について一人ひとりが、更に関心を持つことだと思う。そうすれば、新たな考えや意⾒が生まれるか

も知れない。本当の平和な日本国であるために、自分自⾝から協力していきたいと思う。 

  

１−③                    「僕達に出来ること」 

「なんでこんなに暑いの。梅雨はもう明けたの。」毎日のように家族が言っていた。僕も本当にそ

う思う。６月に入ってから、異常な暑さだ。 

異常気象は、僕達の学校生活にも大きく影響しており、天気の気圧の関係で偏頭痛や体調不良で休

む人も多い。丁度２年前、日本の東北地方から⻄日本へかけて、記録的なゲリラ豪雨を観測し、各地

で浸水や土砂崩れなどが起きた。やはり自然の力というのは、恐ろしいと感じた。異常気象が起きる

原因はいくつかあり、大きな原因の一つは排気ガスの排出量の増加に伴う地球温暖化が原因だと考え

られていると、ニュースで解説者が行っていた。地球の平均気温が上がると、海や地面から蒸発する

水分が増加し、その水蒸気の量が増えて、大雨になるという事例があるそうだ。この異常気象をなく
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すには、元となる地球温暖化を防がなければならないと政府がいっていた。 

今僕達も、節電をしたりゴミを減らしたりとがんばって努力しているが、実際地球温暖化に効いて

いるのかは分からない。もしかしたら、この活動を行っていない人がいるかも知れない。しかも今の

時期はとても暑く、僕達はクーラーなどをつけるが、それを一⻫につけると⼆酸化炭素が増えてしま

い、地球温暖化が進んでしまう。僕達が当たり前にしていることでも、地球温暖化が進んでしまうが、

少しでも異常気象を減らすために、これからも対策を続けて頑張っていきたい。 

 

１−④                   「何が起きても」 

２０２２年７月２日、大規模通信障害が起こった。それは、ＫＤＤＩの携帯電話の音声通話やデー

タ通信が利⽤しづらくなるという出来事だった。しばらくすると、様々な場面でトラブル発生。でも

私には、どうすればいいのか分からなかった。できることがなかったのだ。 

後から原因が発⾒された。機器の交換を行っていた際に、不具合が起きたそうだ。私は一瞬この時、

周りの人の反応を考えてみた。トラブルが発生したことによって、全国が混乱してしまっているかも

知れない。様々な人や生活に影響を与えてしまっているかも知れない。そう思って、ＫＤＤＩのスマ

ホを使っていた⺟に聞いてみた。お仕事関係の連絡やインターネット、ライン電話が大変だったとい

う。⾝近な人も、大変な思いをしていたことが分かった。また、緊急電話など、何かが起きてしまっ

た時、それに誰も対応できなかったら大変だ。最悪な場合、命に関わってしまう。そのことを私達み

んなが知っておいた方がいいと思う。こうしてみると、どれだけ恐ろしいことかが分かる。 

「私にはあまり関係ない」そう思ってしまってはいけない。大人になって、このような出来事が起

こり得るかもしれないので、これを元にこれからの生活を考えていきたい。また、大規模通信障害は

いつ発生してしまうか分からない。だから、生活していく中で、一人ひとりの覚悟がないといけない
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のだ。 

 

１−⑤                  「国を創る者は有権者」 

この夏、日本では参議院選挙が行われていた。国を動かすリーダーを決めるこの選挙は、選挙権を

持っている１８才以上の男女が投票する。だが、投票率は低迷している。社会は、この事実をどう受

け止めていくのか。 

日本には、三権分立という政治の仕組みがある。その中の国会は、衆議院・参議院の⼆つの議院か

らなっており、⼆つの議院それぞれ議員を決める選挙がある。しかし近年は投票率が下がっていて、

選挙に行かない人が増えている。選挙には、過去様々な歴史があり、成人であっても限られた人にし

か選挙権が与えられず、多くの人が選挙に行けない時もあった。そんなことも考えると、選挙に行っ

て投票する必要があると感じた。 

僕は今１３才で、後５年で選挙権が与えられる。僕だって最初は面倒臭い、誰かがやってくれるだ

ろう、などと親が選挙に行くたびに思っていた。けれど今の社会、「何のために選挙権が軽くなった

のか」ということを考えると、選挙権を与えられた者には、選挙に行って自分の意志を投票する義務

があると感じた。立候補者は、国をより良くしたいと思っている。自分の投票してもらうために、演

説をしている。それに答えなければいけないと思う。政治は、政治家だけが行うものではない。国⺠

も参加する中で、行われるものだと改めて感じた。政治家がいなければ、国はまとまらない。そんな

国になってしまわないために、有権者がいる。今、国が脅かされている。そんなことも考え、リーダ

ーに思いを託していきたい。 

 

１−⑥                  「決してしてはいけないこと」 



 - 5 - 

「えっ、うそでしょ。」私は聞いて驚いた、安倍元総理が銃撃されたことに。私の頭の中は、真っ

⽩になった。国⺠の生活を変えようとしてくれた、すばらしい人がこんなに恐ろしい事件に巻き込ま

れるなんて、思ってもいなかった。 

私は、この話を学校で聞いた。今の時代、一人一台パソコンを持っているため、その話を聞いたク

ラスメートはすぐに検索し始めた。私は調べず、周りの人に⾒せてもらった。すると、安倍元総理が

倒れ、血を流している写真や銃の写真、犯人の写真などこの事件に関わること全てが、情報としてネ

ットに出されていた。私はこれを⾒て、犯人が事件を起こした理由を知った。その理由は、ある団体

に対し恨みがあったからだ。それを知り、許せない気持ちや辛い気持ちが更に大きくなった。恨みが

あっても、人のために頑張っている人を責めるようなことはあってはいけないことだろう。今、私の

ように感じている人はたくさんいるはずだ。一番辛いのは、安倍元総理の家族、そして政治に関わっ

ている方々だ。 

安倍元総理は、これまで国を良くしようと一生懸命働いてくれた。今は安倍元総理に代わり岸田総

理が、国を良くしようと一生懸命働いてくれている。この姿を安倍元総理は、いつも⾒守ってくれて

いた。これからも変わらず、空の上から私達国⺠を⾒守って欲しい。 

 

１−⑦                    「何でニュースにこれが？」 

「世界大会で日本チームが優勝争い」というアナウンサーの声がリビングから聞こえた。「何か、

大会あったかな」と思い、テレビを⾒にリビングへ行った。その画面には、Ｅスポーツの大会、ＡＰ

ＥＸというゲームの大会の様子が映っていた。大会の名はＡＬＧＳ。ＡＰＥＸは自分もやっているし、

大好きなゲームだ。だがゲームの競技には、あまり興味がなかった。だからいつもＡＰＥＸは、あま

りしていなかった。その日は急いでいて、詳しく⾒ることができなかった。 
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次の日、ユーチューブでＥスポーツだけを取り上げているニュースチャンネルがあった。日本のチ

ームだけでなく、たくさんのチームを解説していた。自分が好きなのは、日本チームのＣＲだ。だか

らＣＲについてのニュースを⾒た。日本チームは、優勝には後一歩届かなかったが、お手本になるプ

レイばかりだ。どの時でも、仲間とのチームワークがすごかった。僕もこのニュースで、競技に興味

を持った。以前は別のゲームをしていたが、プロの人のプレイを⾒ていたら、「自分もこんなプレイ

ができるようになりたい」と思い、必死に何度もプロのゲームのプレイスタイルを⾒た。 

ニュースは、たくさんのことに目を向けられるし、興味を増やしてくれることを改めて感じた。ニ

ュースは好きだけど、自分の好きなものが取り上げられていると、テンションが上がる。この日から

ニュースを⾒る数が増えたと思う。 

 

１−⑧             「環境破壊も環境保護も人間のエゴですか？」 

ぼくは、ことばの森第２回の課題「社会に目を向けよう」で、何かないかタブレットで調べました。

そう「人間のエゴによる環境破壊」と調べました。そしたら一番上に、この題「環境破壊も環境保護

も人間のエゴですか？」が画面に出てきました。 

それを読んで思ったことは２つあります。一つ目は、「環境保護も破壊も実は同じです。⾒方を変

えれば、同じエゴ、自己主義、利益誘導です」のところです。ここで、エゴとは何か調べた結果、「人

間のわがまま」ということです。よく考えたら、環境保護も環境破壊も人間の「物を作りたい」・「環

境を保護したい」という考え方からきているのかなと思いました。⼆つ目は、太陽光パネルの話です。

「使う資材や材料はＣＯ２を大量に出しながら作ります」のところです。確かに環境保護のために太

陽光パネルを作ったりするには、どうしてもＣＯ２などの環境を破壊してしまう害的な物が出てきて

しまう。そうすると、太陽光パネルなどのエコエネルギーを使う機械を作っていいのかどうか、悩み
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どころです。僕は、自分の中の自分が意⾒をぶつけ合って判断ができません。 

さて、最後に僕がこの作文の題のレポートを読んで思ったことは、エコなエネルギーを作るために

は、機械を使ったり設置した時に、ＣＯ２などの害的な物を出しているので、判断が難しいというこ

とです。 

 

１−⑨                  「何よりも大切であっけない『平和』」 

平和な国、日本。かつては誰もがそう思っていたかもしれない。しかし、あの一つの事件がきっか

けで、そんなことは言えなくなってしまった。私はいまだに信じられない。 

それはまだ７月８日のこと。その日、奈良県では安倍晋三元首相が応援演説を行っていた。だがそ

の後ろで銃声が響き、彼はその場に倒れてしまった。容疑者の握る銃は、彼の方に向けられていた。

これが「安倍晋三元首相銃撃事件」だ。彼はその日のうちに病院で亡くなった。 

彼の死は、日本全国どころか世界中にまで広がった。あのバイデン大統領も、もちろん国⺠も彼の

死を悼んだ。彼はそこまで偉大だったのだ。彼を殺した男は言った。「⺟が、ある宗教団体にのめり

込んだせいで、そこに多額の寄付をしてしまった。怒りを感じて、そこのトップを殺そうと思ったが

近づけなかった。そこで、その宗教団体と安倍元首相に何か関係があるかも知れない、と考えて数日

前から、事件を起こすために演説先をつけ回っていた。」と。 

それは確かに分かる。⺟を巻き込んだ宗教団体に対しての怒り、そこに関係した人々へ対する怒り。

しかし、その想いがきっかけで、平和な国・日本は壊れてしまった。この事件からは、いろいろなこ

とを知ることが出来た。自分の気持ち一つで、国を壊すことがあること、気持ちのコントロールの大

切さ・・・。中でも、何よりも大切であっけないのは「平和」だということが、一番大事なことだろ

う。 
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１−⑩                    「それ、書き込むの？」 

みんなは誹謗中傷の重みをどう考えているだろうか。誹謗中傷とは、悪口やかげ口で名誉を傷つけ

ることだ。最近、ツイッターやインスタなどのＳＮＳで起きる事件も多くなってきている。 

先日、「誹謗中傷が犯罪であるとし、厳罰化することが決まった」というニュースを⾒た。２０１

９年４月、池袋で乗⽤車が暴走する事故が起きた。この事故で、妻と当時３才の女の子を亡くしてし

まった男性は、車を運転していた老人に対して、厳罰を求める署名活動を始めた。しかし、その男性

をＳＮＳ上では非難する人が現れた。顔が⾒えない、名前がばれないからといって、相手がどう傷つ

くかを考えずに、なぜ責められるのだろう。「言葉は凶器にもなる」恐ろしさがこのニュースを⾒て

分かった。 

私にもＳＮＳを使う時が来るだろう。その時は、送ってよい言葉なのかを一度立ち止まって考えよ

う。今回のニュースで、簡単に人を非難するようなことをしてはいけないことを、改めて感じた。も

しかしたら、相手を傷つけ最悪な場合も起こりうるかも知れない。新たにできた厳罰で、一人ひとり

が実名を出しても書き込んでいいことなのかを、よく考えて使うことが大切だ。みんながＳＮＳを安

心して安全に使えるようにしたい。 

 

＜中学校２年生＞作文課題「これはいい（よかった）と思うこと（もの）」 

２−①         「祖父が作る野菜」 

我が家は、祖父が野菜を作っている。新鮮な野菜を食べられることは有り難いことであり、とても

良いことだと思っている。「これは良い」と思う理由は⼆つある。 

一つ目は、地域の野菜や果物を消費するということは「地産地消」につながるからだ。地産地消に
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は、「⾝近な場所から新鮮な農産物を得ることができる」「農薬もあまり使わず育てることにより、安

心感が得られる」というメリットがある。また農林水産省でも、「食と農について親近感を得ると共

に、生産と消費の関わりや伝統的な食文化について、理解を深める絶好の機会となる」と言われてい

る。祖父も今は毎日キュウリとナスを収穫してくる。「次はミニトマトが成るぞ！」と楽しみにして

いる。形は様々で虫食いもあるが、食品衛生の面では安心して食べることができる野菜だ。 

⼆つ目は、物価に左右されにくいという点だ。ニュースなどで、「国産の農産物は、質は良いが高

価なため、国産の物より安い外国産がよく買われている」と聞くことが増えた。しかし、我が家のよ

うに野菜を育てたり、近所の人との交流で物々交換することにより、安くて質の良い野菜を食べられ

る。現在、コロナウィルスや災害で物価が上がっているが、地産地消は物価の影響を受けにくいとい

うこともメリットの一つだと思う。 

これからは祖父の野菜を大事に食べながら、地域や国独自の食文化についても詳しい自分になりた

い。 

 

２−②           「未来の自分に向かって」 

 「よっしゃ。」水泳の関東大会出場を決めるレース。出場条件の６位以内に入れるか、不安で仕方

なかった１００メートルバタフライ。ラストスパートの追い込みをし、壁をタッチ。自分のタイムを

⾒て、心の中でガッツポーズをしていた。 

 私は、２００メートルに比べて１００メートルが苦手だ。周りの人達は、私には欠けているスプリ

ントを得意とする選手が多い。そんな中、自分が４位に入ったと分かった時は嬉しかった。けれど、

今回の結果で悔しかったこともある。自分よりも年下に負けたこと、自己ベスト記録を更新ができな

かったことだ。１年の中で、一番慎重に調整して挑む大会であるにも関わらず、ベスト記録の更新さ
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えもできなかった今回の結果が、気に入らない自分もいる。 

 だから、今のシーズン中、関東大会で今回のような悔しさをくり返さないようにしたい。そのため

に、自分の泳いでいる動画とプロの人たちの動画を比べ、自分の改善点を⾒つけるところから始めた

い。そして、改善点と向き合い、練習の時にはフォームに気をつけて泳ぐ。分からない部分は、コー

チ・先輩に聞いて完璧にして、次の大会では自己ベスト更新を目標に頑張りたい。また、自分の良か

った部分は自分の自信に変えて、ダメだった部分を直せるようにしたい。 

 

２−③         「勉強法をかえてよかったこと」 

私は、中学１年生の時と、２年生の時で、勉強法を変えてみました。 

一つ目は、先生達に沢山の質問をすることです。例えば、数学でワークが分からなかった所や疑問

に思った所を、すぐに先生に聞くことです。この方法で、ワークの問題はすぐに解けるようになって、

数学の点数は２０点近く上がりました。⼆つ目は、復習をしたことです。今日授業でやったことを、

今日のうちに復習をすることです。数学や英語の時、解き方を忘れないようにするために、今日授業

でしたことは今日のうちに復習をすることを決めて、今もやっています。三つ目は、暗記のことです。

中学校１年生の時は、理科や社会の暗記ものは教科書を⾒ていたのですが、２年生からはオレンジペ

ンで書いて赤シートで隠しながらやりました。その時に、赤シートで問題を隠して問題を解くのでは

なく、声で言いながら問題を解き、頭の中に入れていました。この方法で、社会が２０点上がりまし

た。 

この３つの方法で約１００点上がり、勉強の習慣もつきました。春休みの時に、自分の勉強法を⾒

つめ、勉強法を考えたり調べたりして、テストの点数が伸びたので、とても嬉しかったです。この方

法で頑張っていきたいです。 
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２−④           「魔法の言葉」 

「大丈夫。」その言葉は、自分にとっても相手にとっても救われる言葉。私は、辛い時やミスした

時、「大丈夫」とポジティブに考えるようになった。ポジティブに考えるようになって、自分の気持

ちも変わり前向きになれた。 

部活で失敗した時、友達とケンカした時など、「できない」「どうせ無理」など、暗い言葉ばかり発

言していた。そんな時、⺟は私に「大丈夫」と何回も励ましてくれた。そんな⺟に勇気をもらった。

他にも、友達や先輩、沢山の人が私に、「大丈夫だよ」と励ましてくれた。本当に、みんなに感謝し

ている。自分に自信を持てるようになった。考え方も前向きになった。特に最近では、色々なことに

挑戦するようになった。 

こんなに変われたのは、みんなが沢山励ましてくれたからだ。次は、私がみんなを励ます番だ。だ

からどんな所でも、前向きな明るい声をかけていきたい。私みたいな人がいたら、「大丈夫」と言え

る人になる。「大丈夫」は誰にとっても救われる言葉。ポジティブになったことで、良かったことが

たくさんあった。「大丈夫」は、魔法の言葉だ。 

 

２−⑤           「味方のプレイリスト」 

私は「音楽」がすごくいいと思います。家に帰ったら、寝る前に、少し気分が優れない時、毎日ス

マホから流すプレイリストに心が癒されます。 

４月から新生活。楽しみにしていた１学期は、私の理想とはほど遠いものでした。何もかも上手く

いかない日、自分が嫌になる日が続いて、「辛い・・・」と泣く日もありました。そんな日には、お

気に入りの曲を集めたプレイリストを流しました。ある曲は「君に出会えて良かった」、ある曲は「何
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度でも立ち上がり呼ぶよ君の名前」と、一つひとつの曲に心にグッと刺さるワードが。私が音楽を「こ

れはいい」と思った理由です。それから、頑張りたい日の朝、楽しい一日にしたい朝にも、必ず曲を

流して気分を上げます。自分の気持ちをコントロールし、良い日にしていくか悪い日のまま過ごして

いくかは自分次第だなと、最近すごく思います。そして、音楽には人の心を動かす強い力があります。

その力を集めた私のプレイリストには、私の味方となってくれる曲がたくさんあります。これからも、

強い味方を⾒つけていきたいと思います。 

私のプレイリストには、たくさんの「いいと思うもの」があります。これからも、辛い日自分に満

足しない日、たくさんの絶えることのない悩みが押し寄せると思います。一日一日を乗り越えるため

に必要なのは、自分自⾝の「いいと思うもの」だと思います。だから味方をつけ、強く過ごしていき

たいです。 

 

２−⑥           「話すことの良さ」 

相談することは、悪いことではない。これは、私が最近感じたことだ。相談していいのか迷うこと

があると思うが、相談することで何か小さなことでも、話してよかったな相談するのはいいな、と思

えることがあると思う。 

部活で１年生が入ってきて、初めの頃はしっかりと仕事をしてくれていた。しかし、最近２年生が

少し甘やかしていたり、他の人は指示を出してくれなかったりして、仕事を忘れていたり遅かったり

することがある。また、２年生の中でも、自分のやりたい技の練習ばかりしていることが多く、まと

まりがなくなってきている。このような状況で、３年生への迷惑と引退してからの新チームでの体制

は、どうなってしまうのか心配していた。そこで、最後の県総体に向けて頑張っているので集中して

欲しいし、邪魔になると思い少し悩んだが、先輩に相談してみることにした。すると、その先輩が今
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の状況についてどう思っているのか、私に対してのアドバイスをしてくださった。その時、この問題

は解決していないが、気持ちがスッキリして、今後について少し自信を持つことができたので、相談

して良かった、相談するのはいいことだと深く思った。 

本当にいいのか迷ってしまうけれど、相談することは悪いことではない。問題もすぐには解決しな

くても悩みが薄れて、相談するのはいいことだと思えた。これを読んだ人も、何か相談してみてはど

うだろうか。 

 

２−⑦           「運命の出会い」 

 「これから練習会を始めます。気をつけ、礼。」「お願いします。」このやり取りから始まる１時間。

「お願いします」のあいさつで、気を引き締める。５才の頃からずっとチアダンスを習っていて、今

年で９年目に入る。なぜ、ここまで⻑く続けられているのだろう。 

 チアダンスを始めるきっかけになったのは、兄の友達のお⺟さんからの一言である。通っていた保

育園の先生で、お遊戯会などの私の踊りを⾒てくれており、「チア、やってみない？」と声をかけて

くれた。さっそく体験に・・・と行ってみたところ、初日にもかかわらずポンポンを貸してもらって

踊っていたという話を、お⺟さんからよく聞く。その話を聞くと、今でもチアを続けられている理由

につながっているかも知れないと思う。小学校を卒業してすぐにケガをしてしまい、約１ヶ月半ほど

チアができない時期があった。その時に丁度発表会があり、みんなが楽しそうに踊っているのを⾒る

ことしかできないという悔しさを味わった。また、それと同時にチアが生活に欠かせないのだという

ことにも気づかされた。そこで改めて、大好きなんだと実感した。 

 私がチアダンスと出会えたのは、運命なのかも知れない。あの時、先生が声をかけてくれていなか

ったら、どうなっていたのだろう。とても想像なんてできない。チアで出会った最高の仲間・先生と
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踊る時間が、大好きだから。 

 

２−⑧           「今後の日本のために」 

 先日、参議院選挙が行われた。今回の選挙は、投票率が５２．６％だった。世代別では、１０代の

投票率は３４．４％だそうだ。毎回全体の投票率を大幅に下回っており、若年層の選挙に対する関心

は低調すぎる。そんな中、気になるニュースがあった。東京都では、「子どもを連れて選挙に」とい

う呼びかけをしているとのニュースだった。 

 調べてみると、平成２８年から投票所に入れる子どもの範囲が、幼児から児童・生徒、その他の年

齢１８才未満の者に拡大された。選挙に行く親が、子どもも投票所に連れて行くことで、家庭や学校

で投票に関することが話題になるなど、将来につながるというのだ。とても良い取り組みだと思う。

そこで、私も一緒に行くことにした。今回は、高校生の姉にも投票券がきたので、皆で一緒に行った。

学校の選挙と似ているけれど、また違う雰囲気に少し緊張したが、近くで⾒ることができて、とても

よい勉強になった。私も将来、投票してみたいという気持ちが芽生えた。このような経験が、自分た

ちの国である日本の政治に、積極的に関わっていくということなのだと感じることができた。 

 これからも自分たちにできることは何なのか考えて、周囲にも情報を発信していきたい。そして将

来は、自分の持っている１票を大切にしたい。 

 

２−⑨           「目覚まし茶漬け」 

皆さんは、朝ご飯を抜いてしまうことはないですか。特に夏の暑い朝など、食べる気がなくなりま

すよね。しかし、朝ご飯を取ることは、とても大事なことです。 

皆さん、朝ご飯を抜いて学校や会社に行くと、何となくイライラしたり、集中力が出ないというこ



 - 15 - 

とはないですか。これは、脳のエネルギーが不足していることが原因です。脳のエネルギーは、主に

ブドウ糖の働きによるものです。しかし、ブドウ糖は体内に大量に貯蔵することが出来ず、すぐ不足

してしまいます。不足したエネルギーを補うためには、お米を食べることが良いそうです。しかし、

時間がなくだるい朝はお米を食べようとは思いませんよね。そこで私は、インターネットで知った「目

覚まし茶漬け」が良いと思い、お勧めします。目覚まし茶漬けは、忙しい朝や夏の暑い日でもササッ

と食べられることやアレンジが出来ることが魅力です。朝に必要な塩分や水分、ブドウ糖がこの一つ

で補えます。また、頭・体・お腹のスイッチを入れられることもお勧めの一つです。 

私は目覚まし茶漬けを知るまで、時間がない朝は時間ギリギリまで食べ、だるい朝はご飯を残して

いました。しかし、目覚まし茶漬けに出会ってからは、ピンチな朝でも最後まで残さず食べ、朝から

シャキッと過ごせるようになりました。是非皆さんも、忙しい朝だるい朝に目覚まし茶漬けを食べて

一日を爽やかに過ごしてはどうでしょうか。 

 

２−⑩           「毎日が楽しくなること」 

 スキップしながら家に帰るほど好きなこと。それは絵を描くことだ。絵に限らず、趣味を持つこと

はとても良いことだと思う。 

 小学生の時に、絵の面⽩さを知った。当時は好きな漫画の絵や姉の絵を、⾒よう⾒まねで描いてい

た。上手に描けた時は、景色が変わるほどの高揚感であふれ、家族全員に⾒せて回っていた。その快

感が忘れられず、毎日絵を描くようになった。今では、絵を描かないとそわそわしてしまうほど大好

きになってしまった。 

 確かに趣味には不思議な力がある。例えば、「勉強」。嫌で嫌で仕方ないが、「これが終わったら絵

を描こう」と目標を立てると、あっという間にやり終えてしまう。他にも「学校に行くの面倒臭いな」
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と思っても、「学校が終わったら、絵が描き放題だ」と思えば、疲れているのに帰りなんかスキップ

で帰ってくる。 

 「実際、人生を豊かにしてくれるのは趣味である。」漫画「進撃の巨人」に出てくる台詞だ。趣味

があれば嫌なことも乗り越えられるし、何より毎日が楽しくなる。それが、自分の⻑所になって自信

になる。スポーツや料理、読書などの様々な楽しいことが世の中にはある。たくさん趣味があれば、

楽しさは何倍にもなる。だから、趣味を持つことは大切だと思う。まだ趣味がないという人には、是

非自分にあった趣味を⾒つけて欲しい。 

 

＜中学校３年生＞ 作文課題「あなたができるヤングケアラーへの支援」 

３−①            「第一歩」 

「ヤングケアラー」。最近のドラマや映画などに出てきたり、私達の⾝の周りから耳にする。日本

が抱える問題の一つであり、支援が不十分なことが問題だ。同世代の人達がやむを得ない状態になり、

自分のこと以外にも⾝内の介護をしなければいけない。私にはできない。そこで、私達にできること

は何か考えてみた。 

まずは「ヤングケアラー」を知ることからだと思い、携帯で調べてみた。「中学２年生の１７人に

１人がヤングケアラー」「ヤングケアラーを自覚している子は２％」まず驚いたのは人数。中学２年

生の１７人に１人がヤングケアラー、この文字を⾒て、自分の幸せさを感じると共に罪悪感を感じた。

次に驚いたことは、自覚している人が少ないということ。自分がヤングケアラーだということを自覚

していない人がほとんどだという。これは、この問題の広まる原因だ。やはり、この問題の認知度が

低いこと、そこを改善すべきだ。介護をはじめとするケアが多くの人に知られることで、支援の手が

差し伸べられるということを、同世代の中で苦しむ人達に知って欲しい、分かって欲しい。この問題
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に対しての解決策が生まれる日は必ず来る。 

まずは、私達ヤングケアラーではない者が、この状況を知ること。理解すること。それこそ、この

問題を解決する第一歩だ。自分に出来ること、それは存在を広めることだと思う。 

 

３−②            「普通」 

「ヤングケアラー」ニュースや新聞でよく耳にし目にするが、今いちピンときていない自分がいる。

テレビの中での話で、どこか他人事、本当にヤングケアラーなんているのだろうかと思えてしまう。

私の⾝の回りで、ヤングケアラーであるという人を聞いたことがないからだ。 

でもそれは、自分の思いこみかもしれない。高校生の２０人に１人はヤングケアラーというし、私

の学校にも一人や⼆人いてもおかしくはない。だが、私はその存在を知らない。なぜだろうか。 

これは推測だが、ヤングケアラーは自分がそういった存在であることを隠す傾向にあるからだろう。

中学生のような思春期の人は特にだ。自分が周りとは違う状況であることを隠し、なるべく「普通」

の人と同じ学校生活を送りたいと思うからだ。多感な時期のために、「ヤングケアラー」である自分

に劣等感を抱き、人に知られたくないと思うのかもしれない。 

今までそんな素振りを⾒せていなかった友人が、ヤングケアラーだと分かった時、できる限りのサ

ポートをしたい。だが、ある程度は今まで通り接していこうと思う。過度な干渉は、その友人を特別

な存在にさせ、劣等感を抱かせることもある。誰にだって境界線はあって、皆それを踏み越えないよ

うに生活している。それを踏み越えてしまえば、関係が壊れる。花だって、水をあげ過ぎればしおれ

てしまうのだ。 

 

 

 


