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２０２２「ことばの森教室」第４回優秀作品紹介 
＜中学校１年生＞ 作文課題「根拠（理由）を明らかにして書く」 

１−①           「ゾンビは存在するか」 

僕は、ゾンビが本当に現れるのかを考えました。そして３つのことから、一般的に考えられている

ようなゾンビは存在しないと思いました。 

一つ目は、人を襲ったり食べたりするのはゾンビが必要なことではないからです。ライオンが兎を

食べるのは、腹が減っているという理由から襲って食べますが、ゾンビは生きるために人間を食べる

ことは必要ではありません。だから、人間を襲うゾンビは存在しないと思います。 

二つ目は、ゾンビに視覚があるのがおかしいということです。人間の臓器や器官は、酸素がないと

機能しません。つまり、ゾンビのあのうめき声が呼吸だったとしても、心臓が動いていないので体の

器官が機能しません。でも、一般的に考えられているゾンビは目は見えるし耳は聞こえ、この矛盾は

明らかです。だから、視覚のあるゾンビは存在しないと思います。 

三つ目は、痛みを感じないのはおかしいということです。体を動かすことはできるのに、痛みは感

じないというのが成り立つとしたら、操られているというぐらいしかないのです。でもウイルスによ

る伝染病だから、操られるということはありません。だから痛みは感じるはずです。 

この３つのことから、現れたら世界が終わるぐらい強いゾンビは存在しないことが考えられました。

ですが、現れる可能性は否定できません。 

 

１−②           「環境に優しいストロー」 

マックのストローがプラスチックから紙になった。飲み始めてしばらくするとふにゃふにゃになり、

何とも飲み心地が悪い。 
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ところで、なぜ今、脱プラスチックの取り組みが必要とされているのか。それは、２０１５年に国

連で採択されたＳＤＧs につながる。すなわち、「プラスチック製品を使わないようにしよう」「作る

段階からリサイクルを視野に入れよう」という考えだ。「脱プラスチック」が必要とされる理由の一

つが、適切に処理されなかったプラスチックゴミがもたらす海や土壌・大気汚染問題だ。また、海水

に含まれる汚染物質が付着したマイクロプラスチックを、魚や人間が食べることによる健康被害も脱

プラスチックが必要とされる理由の一つだ。 

現代社会において、これだけプラスチックが普及したのは、軽く丈夫で使い勝手のいいというプラ

スチックの⻑所によるところだろう。だから、全てプラスチックを生活からなくすことは不可能だろ

う。 

しかし、生活の中でレジ袋やストローなど、プラスチックでなくても代用できる物もある。確かに、

マイバックを持参したり紙ストローの使い心地に慣れなかったりと、多少の不便さも感じる。しかし、

こうした誰にでもできる少しずつの積み重ねで、環境問題が解決できるのであれば、ふにゃふにゃの

ストローでもいいかと思える。 

  

１−③            「私だけの時間」 

「もうこんな時間か。」読書をしていると、時間が経つのも忘れてしまうことがある。私がこれ程

までに読書が好きなのはなぜだろうか。 

読書というものは、孤独の中で出来ることであると同時に、孤独の中でしか出来ないことでもある。

映画やテレビとは異なり、自分のペースで読み進められ、休み時間や就寝前など、いつでもどこでも

楽しむことが出来る。また、読書によって、現実から離れて物語の世界に没頭することが出来る。現

実における不安や焦燥感を切り離し、楽しいことや嬉しいことを空想すると心が躍る。本の世界観に
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浸ることは、心の健康を保ち、ストレス解消につながっていると感じている。さらに、様々な情報や

知識に触れ、物語の中の登場人物の、人生や葛藤を抱え苦しみながらもハードルを越えていく姿に、

新しいアイデアや生き方のヒントを得ることも出来る。 

私は幼い頃から多くの本に触れてきた。そして最近、本をより楽しむ方法を知った。それは読書を

する時は、先入観を捨てて情報や知識を得るということだ。先入観を持って読み始めると、本の内容

を正しく理解できないかも知れない。また、自分の知識やイメージが、時には情報を得る際の妨げに

なるかも知れない。先入観を持たずに本を読むことで、氾濫する情報に惑わされずに、様々な世界観

や考え方を受容できるはずだ。今後も、私だけの読書の時間を大切にしていきたい。 

 

１−④                 「規則を守る必要性」 

「学校にスマホを持ってくるのはやめよう」という考えに私は賛成である。なぜなら、万が一間違

った使用がされた場合、トラブルや悪影響が起こるからだ。 

具体的にいくつかの例を挙げよう。まず一つ目は、授業の妨げになることだ。授業中に通知が鳴っ

たり、電話がかかってきたりした場合、授業が中断されて迷惑をかけることになる。さらに、授業で

はなくスマホに意識が向いてしまう。そして二つ目は、スマホ依存のリスクがあることだ。学校に持

ってくれば、必要なこと以外にも使いたくなってしまうことがあると思う。また、学校では友達と会

っているため、ゲームや連絡をその場ですることが可能になってしまう。次に三つ目は、ネットいじ

めや盗撮などのトラブルが起こることだ。スマホがあればいじめや盗撮などの行為もできてしまう。

それにより様々なトラブルが起こるだろう。 

一方で、両親や家族に電話で連絡したい時には、スマホは便利な存在だろう。しかし、学校の電話

を借りれば連絡をすることは可能であるため、スマホはなくても良いだろう。 

学校にスマホを持ってくるのが禁止されているのは、このように根拠があるからだと改めて感じた。
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これからも、規則がなぜあるのかを考えながら過ごしていきたいと思う。 

 

１−⑤                 「電子書籍と紙の本」 

スマートフォンやタブレット、ウォークマン、電子マネーなど様々な分野でデジタル化が進んでい

る現代。その利便性の高まりは、多くの人がその身を持って経験しているだろう。しかし、まだまだ

デジタルとアナログが共存しているものも多くある。その一つが本と電子書籍だ。未だにデジタルに

染まりきらない本の世界で、アナログである紙の本はその有効性を示している。 

当然、電子書籍には多くのメリットが存在する。本屋に出向く必要はないし、コンパクトなデバイ

スには数百数千冊もの保存ができる。比較的低コストなのも魅力だ。しかし私は、紙の本の方が様々

な面で秀でていると考える。そう考えられるのは、五感への刺激だ。紙の本を読めば、読み進んだ量

と残りのページは紙の厚さから一目瞭然だ。電子書籍の場合、残りのページが分からないため「続き

を読まなければ」と、視覚的に訴えてくる力に乏しい。また、読了感を得られにくく、本を読み終え

た達成感は紙の本に劣るだろう。辞書を例に挙げれば、目的の語を引こうとすると、その語の綴りや

漢字を見ながら引くか、記憶を頼りに引くことになる。電子辞書では、綴りや漢字が曖昧でも候補の

語を示してくれるため便利ではあるが、語句の定着度に繋がる可能性が低い。 

これらのことから、紙の本の方が五感を伴う読書体験として、脳に与える刺激的にも学習面でも定

着度に関しても、紙の本の方が優秀であると言えよう。 

 

１−⑥                   「僕は昭和町に住みたい」 

僕は、市川三郷町に住んでいる。この町は自然を身近に感じられたり、とっても住み心地がいい町

だ。ただ、飲食店などのお店が少なかったりと、色々な不便さもある。映画館やショッピングセンタ
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ーがあればいいなあ。そんなことを考えていた僕は、昭和町に住みたいと思い始めた。 

僕の中学校からは色々な町が見え、とってもいい景色が広がっている。僕はその景色がとても好き

で、休み時間に眺めるのがお気に入りだ。釜無川や中部横断自動車道などを見つけるとうれしくなる。

今いる場所から、車で２０〜３０分かかる場所を一瞬にして見ることで、なぜか希望が湧いてくる。

そんな風景を見ていた時、僕の目の焦点が大きな建物に留まった。二つの立方体が、直角に成り立っ

て見える。イオンモールだ。最近行ってなかったせいか、何かの心あたりがワクワクした。「もっと

近くにあればすぐ行けたのに。」と思った瞬間、昭和町に住みたいと思った。ショッピングセンター

が近くにあると、すぐに映画が見れたり、シャーペンや服を一人でもすぐに買いに行けたりする。 

僕は自然溢れる自分の町に誇りを感じている。でも都会への憧れもある。自分で好きな物を選んで

買えることに、開放感を感じられる気がした。おじいちゃん達から少し遠くなることは嫌だが、この

ような理由から昭和町に住みたいと思った。 

 

１−⑦                「ドラえもんの主人公はのび太かドラえもんか」 

私は「ドラえもん」の主人公は、のび太だと思う。理由は、別にドラえもんの道具の話だからのび

太でなくてもいいかもしれないけれど、あのテストで毎回０点を取るあのまるメガネをしているのび

太だからこそ、やはり主人公には向いているのではないか。 

映画で出てくるのび太は、やはり泣き虫かと思いきや、ラストのところは真面目でたくましくなっ

ている。そういうところも主人公らしい。のび太はドジでだめな性格だ。だが、のび太がドラえもん

の道具を使って、必死に困難を乗り越えようとする姿や、ラストでのび太がしっかり笑いを取ってく

れることによって、この「ドラえもん」が人気となっているのではないか。私は、最初は主人公はド

ラえもんだと思った。ドラえもんの道具を使って話が進んでいるからだ。タイトルも「ドラえもん」
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になるほどだ。だが、のび太もあなどれない。テストで毎回０点だが、ピストル撃ちは百発百中。映

画でもよく見かけるラスト、映画のボス敵との一戦では、最後でのび太の思いが溢れ、その思いには

私もグッと来る。そしてボス敵を倒す。他に代役はいるのだろうか。 

ドジでまぬけだけど、心の中にある思いやりは一番で、いざという時はたくましいことから、「ド

ラえもん」の主人公はのび太がいいと思う。 

 

１−⑧                  「私が彼らを好きになった理由」 

私は、「イレギュラーダイス」通称「いれいす」という歌い手グループが好きだ。「いれいす」は男

性６人組で、グループとしてはもちろん、メンバー各々でもアルバムを出したり、動画を投稿したり、

色々な活動をしている。彼らは、「日本武道館でライブをする」ということを目標に今も活動してい

る。私が彼らを好きになった理由は、２つある。 

一つ目は、たくさんのアニメやオリジナル曲を投稿しているからだ。アニメでは、メンバーのキャ

ラを活かした台詞やストーリーが組まれていたり、別のグループの人達とコラボしたものがあったり

と、バリエーションが豊かでとても面白い。オリジナル曲はカッコイイ雰囲気のものや、メンバーそ

れぞれのキャラが表われてくるもの、聴くだけで盛り上がるものなど、様々なジャンルの曲があって、

聴くだけで楽しくなってくるのだ。 

二つ目は、メンバーの個性が出てくる「歌ってみた」動画がたくさん投稿されているからだ。ある

言葉を言うと、音のキーがどんどん上がる企画、以心伝心して一曲を歌い上げる企画などを数多くの

曲で挑戦している。その中で、メンバーの個性がはっきり表れてくるのだ。メンバーは、ショタボや

高音、低音、イケボ、帰国子女など全く違う個性を持っているため、なおさらそうだと思う。 

これらの理由から、私は歌い手グループ「いれいす」のことを好きになった。 
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１−⑨           「一人一人が」 

「机の上の消しカスを捨ててから、休み時間にしてください。」先生はいつも、授業終わりにこの

言葉を言う。みんな、もう聞き慣れていると思う。しかし私は最近、その一つの小さな行動が習慣に

なれば、ポイ捨てする人が減ると考えるようになった。 

私達の教室には、よく、プリントやまだ使える文房具などがたくさん落ちている。みんな、それを

ゴミだと思って床に捨てているのだろうか。しかし、もし町中で同じことが起きていたら。そして環

境破壊にもつながる。そのためゴミを最低限に抑え、ポイ捨てをしないことで、地球を守ることがで

きる。学校や家など、身近な所でもゴミを少なくするのは大変だ。しかし、プリントの裏側を英単語

練習に使ったり、漢字を覚えたりすることに使える。また、私の家では、生ゴミを植物の肥料にかえ

てリサイクルしている。そして学校では、委員会の活動で、登校道のゴミ拾いをし、町を明るくしよ

うと全校生徒が行っている。タバコの吸い殻やアルミカンが落ちている。それを見ると、私達の町に

ゴミがたくさんあるんだと少し悲しくなる。反対に、この活動をすることで自分が町をきれいにして

いるんだなと思える。 

みんなで、地球を守るために、私は少しでも力になれるよう努力している。一人一人が意識し、そ

れを行動にうつしていくことで、環境がよくなっていくと思う。 

 

＜中学校２年生＞ 作文課題「私の尊敬する人（両親以外で）」 

２−①           「友達のような先輩」 

私にはタメ語で話せる先輩がいる。その先輩とは、１３年の付き合いになる。保育園の未満児から

ずっと一緒で、ちょっと上のお兄ちゃんのような、ちょっと追いつけないけれど追い越したい存在の
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人だ。小学校入学から今まで、毎日のように登下校は一緒で、お互い何でも話せる相談相手だ。 

その先輩は、生徒会⻑をしている。会⻑は優しい。どの学年の生徒にも分け隔てなく接している。

私は、そんな会⻑と一緒に学校を創っていきたくて、中２の時から執行部に入った。そして会⻑と一

緒に執行部をやって、会⻑の凄さがより分かった瞬間が沢山あった。それは、学園祭の劇だ。いつも

は真面目でクールな会⻑だが、妖精役としてちょっとふざけたキャラを完璧に演じていた。もし自分

だったら、恥ずかしくてあんな格好はできないと思った。私はそんな会⻑を尊敬した。そして、学園

祭が成功するように、一つひとつの順番を確認したりしている姿にあこがれた。でも、会⻑も人間だ

から、私に愚痴を言ってきたりする。それもまた、面白い。 

私は、会⻑のそんな姿を見習って、私もそんな会⻑になろうと決意した。私は、会⻑のような優し

く面白く尊敬されるような存在になれるだろうか。まずは今日の立ち会い演説会で、私の気持ちを全

校にぶつけてこよう。もし失敗したとしても、２人で笑って話せる話題になるだろう。 

 

２−②            「あきらめない心」 

現代の日本では、ジェンダー平等が広がってきている。今から２００年ほど前、現代よりも男女の

差は大きく、女性は勉強することすら難しかった。そんな中、当時まだ足を踏み入れたことのなかっ

た女医になった人物がいた。その人こそ、私の尊敬するエリザベス・ブラックウェルだ。 

私がエリザベスを尊敬しているのには、２つの理由がある。一つ目は、自分の意思を強く持ち続け、

それを貫けるところだ。エリザベスは当時、女性という理由で１１校もの医学校に入学を断られた。

それでもあきらめずに信じ続け、１２校目の医学校に入学することができた。私は、人の意見に流さ

れ、自分の考えに自信をなくしてしまうことがあった。しかし、エリザベスを知ってからは勇気をも

らい、考えを貫き通すことを努力している。 
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二つ目は、目標に向かう努力だ。実はエリザベス左目を失明している。初めは絶望していたが、今

の自分にできることを考え、行動をし続けた。絶望から立ち上がるのは簡単なことではない。心の強

さにあこがれる。 

エリザベスを尊敬する２つの理由は、私には少し欠けていることだ。時代は違うが、エリザベスは

私の目標だ。私達もエリザベスのように、難しいことにも挫けず立ち上がり、尊敬し合えると、みん

なが充実した毎日を過ごせるのではないだろうか。 

 

２−③         「世界一強いひいおばあちゃん」 

私には、もうすぐ９８歳になる曾祖⺟がいます。大正に生まれ、４つの年号をまたいできた曾祖⺟

は、決して「幸せ」とは言い切れない人生を歩んできました。 

曾祖⺟は、優しく、よく笑い、よく食べる明るい性格です。こんな私の曾祖⺟に、人生の中で様々

な困難が押し寄せました。まずは、戦争です。戦争の苦しみは、経験したことのない私達には想像も

できません。曾祖父は、戦場で一緒に過ごしていた仲間が死んでいく場面を、実際に体験したそうで

す。曾祖父⺟は、この戦争を生き抜いた強い人だと、胸を張って言えます。もう一つ、曾祖⺟はガン

になりました。歳のこともあり、手術をしても今までと同じように健康に暮らすことはできないかも

しれないと言われた中の手術でした。手術は成功し元気ですが、胃を切除したため以前より食べる量

は減ってしまいました。今、曾祖⺟は一つひとつの食べ物を幸せそうに食べます。こんなに沢山の困

難を乗り越え、今も生きている曾祖⺟には感謝をしたいです。そして⻑生きをして欲しいです。 

この曾祖⺟は、私にとって大切な存在です。いくつもの困難に立ち向かい、乗り越えてきた私の曾

祖⺟は、世界で一番強く尊敬する人です。私が今幸せに暮らせていることも、努力のおかげだと思い

ます。私は世界一強い曾祖⺟に、「ひいばあちゃん、⻑生きしてね！」と伝えたいです。 
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２−④             「無題」 

「この謎が解けるかどうかは、あなたのひらめき次第」この言葉は、謎解きのクリエイターの松丸

亮吾さんの言葉だ。現在彼は、大学生時代のサークルのメンバーと創った「ＲＩＤＤＬＥＲ」という

会社で社⻑をし、「謎解きの人」「松丸くん」の呼び名で知られている。 

私は、彼をモデルやタレントとして活躍している中、インパクトがあるかっこいい謎解きを作る人

として尊敬している。様々な雑誌やレギュラー番組「ゼロイチ」で見る、モデルやタレントとして活

躍している松丸君も好きだ。しかし、それ以上に、インパクトを与える謎解きを作る人としての印象

がとても強い。彼を知ったのは、小学２年生の頃から始まったクイズ番組で、当時は東京大学の謎解

きサークル「アナザービジョン」のリーダーとして、他のメンバーと出演していた。さらに、謎解き

クリエイターとして彼が出題してきた謎には、何度も驚かされてきた。そこから謎解きにはまった私

は、いつの日からか、「謎解きをもっと解きたい、自分でつくってみたい」と思い始めていた。 

今私は、ツイッターで知り合った謎解き好きの人と、自分でつくった謎を共有し合っている。ここ

でさらに謎を解いて、自分でつくって、謎解きが上手になりたい。松丸君のようなインパクトを与え

る謎には程遠いかも知れないけれど、まだまだ頑張って「謎解きは楽しい」と思ってくれる人を増や

して、自分も良い謎をつくりたい。 

 

２−⑤             「ありがとう」 

「新型コロナウィルス」この言葉を耳にしてから、もう３年経っただろうか。感染者が減ったり増

えたりするこの毎日は、後どのくらい続くのだろうか。先の見えない日々の中、毎日私達のために身

を粉にして働いてくださっている「医療従事者」の方々に頭が上がらない。 
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私の夢は、「ありがとう」と言われる仕事に就くことだ。「ありがとう」と言われる仕事はほぼ全て

だとは思うが、その中で特に考えると、医療関係の仕事だと思う。また、その人の人生を預かる仕事

だからということもあり、私は今医療に興味を持っている。そのため、よく医療関係のテレビや本な

どを見るようにしていた。そこでよく見かけていたのが、「医療の逼迫」という言葉だった。 

毎日増えていく患者さんと向き合い、数少ない医療器具を使うゆとりのない状態のことを「医療の

逼迫」と言うそうだ。どうにかしたいと思うが、ただ見ていることしかできなかった。私達のために、

逼迫した現場で働いてくださっている姿を見ていると、自然と心から「ありがとう」と出ていた。こ

れこそ私のなりたい姿なのだと、この時気づくことができた。 

「医療従事者」の方々へ。一人でも多くの人を救えるよう、今この時も、最前線で働いてくださり

「ありがとうございます」。なりたい自分の姿に気づかせてくれて「ありがとうございます」。この「あ

りがとう」が、一人でも多くの「医療従事者」の方々に届きますように。 

 

２−⑥            「大きな存在」 

２０２１年１２月、祖父は私達に見守られて空へと旅だった。当たり前にこれからもずっと一緒に

いると思っていた私達は、悲しさに包まれた。 

祖父は、食堂を営んでいた。料理や出前、宴会、接客など、朝早くから夜遅くまで、毎日とても忙

しく働いていた。優しく、とても心の大きな人だった。例え自分が作った料理に「まずい」などと文

句を言うお客さんがいても、素直に受け止め、決して反することはなかった。暑い夏の日に温かい物

を作ったり、寒い冬の日に冷たい食材を調理したり、しわくちゃになった火傷跡の手が物語っている

ように、どんな時にも厨房に立ち、お客さんのことを第一に考えていた。そんな祖父の姿はとてもか

っこよかった。また、とても家族思いの人だった。いつでも家族のことを思い、何事にも全力を尽く

していた。私は小さい頃に保育園、小学校に上がってからは様々な習い事の送迎を、全て祖父にして
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もらっていた。また、悩みや嫌なことがあった時には、話を最後まで黙って聞いてくれた。その頃は

当たり前だと思っていたけれど、今思えば食堂をしながら、何一つ文句を言わず、車を走らせ、聞き

たくもない愚痴を聞き、時には励まして元気をくれたことに感謝している。 

優しく、強く、誰からも信頼され、一緒にいるだけで安心できる。そんな存在であった祖父を、と

ても尊敬している。 

 

２−⑦           「特別な『バカヤロウ』」 

合気道に通い始めたのは、小学校４年の秋。あれから４年経ち、今も続けている。そんな私の尊敬

する人は、師匠の山村先生だ。 

私が合気道を始めた理由は、自分を守るために、そして心を鍛えたかったからだ。小学４年生の時

は、泣き虫で、ささいなことでパニックになってしまっていた。そんな自分を変えたくて、合気道を

始めた。山村先生は、優しくて面白くて、時には叱ってくれる人だ。友達や学校の悩みを親身になっ

て聞いてくれる。時には、「彼女はいるか」と突然聞いてきたり、夏にはアイスを、正月にはおしる

こをくれる。大切に思われているな、と実感する。まるで、祖父のような存在に感じる時もある。そ

して、学校の失敗談を話すと、「バカヤロウ」と言われる。どこか冗談混じりの声で、笑顔で言って

くるのだ。これを聞くと、反省しながらも安心する。周りの大人よりも、分かって、認めてくれてい

ると感じる。マンツーマンで稽古する時があり、特により先生の優しさと面白さを感じることができ

る。一番尊敬するところは、先生のその優しさである。 

先生の教えの一つに、「やってやれないことはない。やらずにできるはずもない。」という言葉があ

る。新しいことへの挑戦に、怖がっていたら何も進まないということを言っている。歳をとっても、

合気道を続ける先生の姿に、いつも心を動かされる。 



 - 13 - 

 

２−⑧           「親友」 

今までたくさんの人と出会ってきた。話をしたり、笑い合ったり、悩んだりしてきた。だが、ここ

まで心が許せ、優しい人が他にいただろうか。そして、大して返せるものもないのに、助けてくれる

人がいただろうか。友というものはとても素晴らしいものだと、改めて感じさせてくれる大切な二人

の友を、すごく尊敬している。 

一人は小学生の時に出会った子だ。低学年の頃からずっと仲がよいが、その頃から変わらず、話す

たびに感じるのは、とても聞き上手ということだ。私は熱が入ると、つい一方的に話してしまうとい

う癖がある。ついしゃべりすぎてしまった時も、その子は笑顔で相づちを打ってくれたり、質問して

くれたりして、私はほっとする。それでいて面白いし、真面目なので、いつも感心している。 

二人目は、中学に入ってからできた友人だ。その子がいるから、中学校生活を楽しく過ごせている

と言っても過言ではない。私が日直の時、色々手伝ってくれた。他の人に対しても優しい。たまに、

「そんなに大丈夫？」と心配になる時もある。この子を見ていると、人に優しくすることの大切さを

改めて感じる。 

常日頃から「いい人達に囲まれているな」と感じられているのは、この子達のおかげだろう。他に

も大好きで素晴らしい友は沢山いる。だが、この二人は少し特別。このような人を「親友」と呼ぶの

だろう。 

 

２−⑨           「目が見えなくても」 

おじいちゃんは目が見えません。尊敬する人と言われれば、今は亡きおじいちゃんを思い出します。

なぜかというと、人一倍優しく、暖かかったからです。 

祖父は頭が良く物知りだったので、いつも私や姉妹に生活には何も役に立たないようなことを、得
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意気に話してくれました。そんな、会話が盛り上がったり時間が過ぎるのが早くて、とても好きな時

間でした。時々、「本当に目が見えないのか」と疑ってしまうほど、しっかりと目を見てまじめな話

をしていました。その時は何だかいつも違う雰囲気で慣れることができませんでした。また、目が見

えないながらも、コンビニエンスストアの店⻑を務めていました。大きなハンデがありながらも必死

に頑張っているところに、カッコイイと思い始めました。けれど私が小学校を卒業すると共に病態も

悪化していきました。「制服姿を見せたい」「もっと一緒にいたい」という思いから、毎日お見舞いに

行ったりお話をしに行ったりしました。また、学校で良い成績を残して喜ばせたいという思いもあり、

自分も学校で頑張ることができました。 

「尊敬する」ということは、自分が頑張るモチベーション・原動力になると思います。「この人の

ようになりたい」「あの人みたいになれるかな」というように、自分を見つめ直すことができます。

自分も誰かを尊敬し続け、誰かから尊敬されるような人になりたいです。 

 

２−⑩          「優しい人」 

「優しい人」私はすごくあこがれます。どんな人にでも平等に関わることができる人は、人を思い

やることができるので、尊敬しています。 

学校で、いつも周りの人を思いやって行動できる人がいます。周りに流されることもなく、いつも

自分の意見を通していて、誰にでも好かれています。そしていつも笑顔であり、一緒にいると心強い

です。失敗した時や困っている時に、いつも気づかってくれます。私も「こんな優しい人間になれれ

ばいいのに」といつも思っています。その人は、私達の見えないところでは、色々なことを努力して

いて、どんどん成⻑していっています。私は人と話すことが余り得意ではないけれど、私が尊敬する

人は、人に積極的に話して周りの誰からも信頼が厚いです。時に、間違っていることをしたら叱って

くれます。本当の優しさは、間違っている時に叱ってくれることだと思います。間違っていることを



 - 15 - 

叱ってくれる友達が、本当に大切な友達だと思います。他にも、よく周りの人を助けてくれます。決

してできないことを責めずに、手を差し伸べてくれます。 

「優しい人」私も、助けてくれる、叱ってくれる本当の優しさを持つ人間になっていきたいです。

また、人と沢山関わって、誰とでも目を合わせられて、どの人とでも楽しく明るく振る舞える「優し

い人」になりたいと思いました。 

 

＜中学校３年生＞ 作文課題「町おこし」 

３−①           「魅力溢れる町に」 

「住み続けたい街ランキング２位」と書かれた記事がある。これは大東建託という会社が、山梨県

に住む約三千人の人に実施した「住⺠満足度調査」の市川三郷町の結果だ。結果を見て私は、みんな

が住み続けたいと思える町なら、他県や他地域の人も魅力を感じて、本町に訪れてくれるかも知れな

いと思い、観光業中心にいくつか案を考えてみた。 

その中の一つは、ハンコを使ったイベントだ。具体的には、初めに自分の名前の一文字をハンコに

彫ってもらう。次に、イベントの参加を示す和紙で作られたリストバンドを付けてもらう。彫ったハ

ンコも一緒に持って、みたまの湯や歌舞伎公園など本町の名所を巡り、スタンプラリーをしてもらう。

スタンプラリーが終わり、初めの場所に帰ったら、スタンプを押したカードと花火や手漉き和紙の製

品といった特別な物と交換してもらう、というものだ。更に、訪れた場所で付けているリストバンド

を見せれば、割引などのサービスを受けられるのも良い。もしこのイベントが実施できれば、ハンコ

を作る体験もでき、市川三郷町の魅力をより深く知る良い機会になるのではないか。 

このようなイベントを行い、観光業を盛り上げていけば、たくさんの人で賑わう町になる。将来的

には、本町を更に魅力溢れる町にし、誰もが誇りを持てる町にしていきたい。 
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３−②           「知ってもらうこと」 

毎年６月頃になると、祖父が育てた「甘々娘」を食べる。甘くて食べやすい「甘々娘」が大好きで、

毎年たくさん食べてしまう。そんな「甘々娘」を今以上に色々な人に知ってもらい、食べてもらいた

い。他の地域、他の県に広まっていくために何ができるのか、考えた。 

まず一つ目は、販売スポットを増やし、宣伝活動を行うことだ。ＳＮＳ等で宣伝を行えば、興味を

持つ人は少しでも増えるだろう。また、誰か一人が良さを宣伝することで、他の誰かが、また他の誰

かが・・・と段々多くの人の手によって宣伝されていくだろう。宣伝数が多くなれば、それに比例し

て目に留める人の数も増える。ＳＮＳを通して宣伝を行うことが、町の農産物を広めることのできる

一番の手段なのではないか。 

また、「甘々娘」の歴史や収穫までの道のり、農家の人が伝えたいことなどをまとめたブログを作

ることも良いのではないか。学校の給食で、旬の農産物を使った料理の日は、その食材についいて簡

潔に説明されたプリントが渡された。豆知識を得られた気分になり、興味を抱いたので、このような

取り組みは実行しやすさも含め良い。 

もちろん「甘々娘」以外にも、町外や県外に広めていきたいこの町の良さはたくさんある。だから

こそ今ある魅力を守り、今以上にたくさんの人に知ってもらい、町⺠が更に誇りを持てるような町を

つくっていきたい。 

 

３−③            「⻑所を生かす」 

子どもを育てやすい環境が整っていること。私はこれが市川三郷町の⻑所だと思っている。現在本

町では、小中学校の給食費免除が行われている。更に、質の高い給食が毎日私達生徒のもとへ届く。
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また、私の通っていた学童では、６時以降は料⾦がかかるが、夏休みや冬休み等⻑期休暇を含め無料

で利用することができる。ここまで手厚い支援があるのに、なぜ本町では年少人口の減少が加速して

いるのだろうか。私はこの原因の一つに、⻑所が伝わりづらいことがあると思う。県や町のホームペ

ージには、こういった⻑所を掲げている文が見受けられなかった。つまり、支援を受けている生徒や

保護者による会話からしか、この⻑所が発信されないという現状にあるのだ。 

そこで私は、町や町全体の施設におけるホームページ改善を提案する。移住をするためにも、ホー

ムページは参考の一部として活用されるため、改善することでより好印象を与えられると思う。具体

的には、他の町にはない町全体として誇れることを、大々的にわかりやすく伝えること。そして、施

設においても写真を活用しながらイメージを湧きやすくする。生徒や保護者目線の意見も取り入れ、

作成に協力してもらうことも大切だと思う。 

今ある町の⻑所を生かし、それが発信されていくこと、現状をしっかり理解し、少しずつ改善を図

っていくことで、更に市川三郷町が明るく賑やかな町になっていって欲しい。 

 

 


