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２０２２「ことばの森教室」 第１回優秀作品

紹介 

＜小学校５年生＞ 作文課題「お手伝いしたり働いたりして、感じたことや考えた

こと」 

５－①             「お手伝い」 

私にとってのお手伝いは、人が楽になってもらうことだ。理由は、お手伝いをやってもらう人もや

った人も、みんながうれしく幸せな気持ちになると思うからだ。 

私は、食器の片づけ、窓ふき、くつをならべる、食材を切るという家のお手伝いをしたことがある。

お母さんに、窓ふき、くつをならべた後、どのような気持ちだったかと聞いてみたら、「気持ちよく

なって、うれしかった」と言っていた。私も同じ気持ちだった。食材を切るお手伝いと、食器の片づ

けのお手伝いは、「助かったし、切り方が上手になっているね」と言っていた。それを聞いた私は、

うれしく幸せだった。 

また、弟と一緒にお手伝いをした時は、仲良くでき、うれしく幸せだった。また、見ていたお母さ

んも同じ気持ちだった。このような、うれしい、幸せという気持ちをずっと続けていきたいと私は思

った。 

私はお手伝いを通して、大変さがすごく分かった。けれど、お手伝いでみんなが幸せになれ、うれ

しく、気持ちよくなれることも分かった。これからも、たくさんのお手伝いをしていき、家族みんな

がたくさんのあたたかくやさしい笑顔に包まれていることができるといいなと、あらためて思った。 

 

５－②            「お手伝い」 

私の家は、寺だ。鐘つきどうがあり、朝６時、９時、１２時、午後３時、夕方６時、合計５回、時

間の数に合わせてついている。いつもは、母や父やじいじの仕事である。だが、手が空いていない時

は、私や兄がついている。 

４年生になってから、母に鐘つきをたのまれることが多くなってきた。初めの時は、何となくお手

伝いをしていた。鐘は前後に動くし、なかなかバランスが取れず、「ゴーン」という音が出せなかっ

た。週に４回くらい色々工夫してついているうちに、きれいな音になってきたような気がした。とあ

る日、「○○の最近の音は、すごくきれいになったね。」と母から言われた。すごくうれしかった。「お

手伝いをすると、こんないいことがあるんだ」と思えるようになってきた。 

最近は、料理のお手伝いもしている。鐘つきと同じように、初めは大変でむずかしかった。１ヶ月

ぐらいで、父と母が口をそろえて、「○○の作ったの、とてもおいしいよ。」とほめられた時は、何と

も言えないうれしさを感じた。次の日、父から「お手伝いをして、お母さんを助けている○○はすご

いよ。」と言われた。 

どうして去年はお手伝いをしなかったのだろう。お手伝いすると、こんなにうれしいことばかりと

は思いもしなかった。私は、鐘つきを手伝い始めたのをきっかけに、お手伝いの大切さを知った。 

 

５－③           「仕事がいやだ」 
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ぼくには、毎日しなければいけない仕事がある。それは、家族で決めた仕事だ。だけど、ぼくは仕

事がきらいだ。だってせんたく物は、学校から帰ってきてゲームをしたいのに、取り込まないとなら

ないからだ。それに、妹と２人でする仕事だから、ぼくだけで取り込んだら妹がずるいと思って、わ

かっているけど取り込まない日がある。ほぼ毎日、取り込まないで夜になってしまい、お母さんにお

こられる。 

ぼくの父と母は仕事をしている。だから家の仕事を家族で分担している。ぼくはせんたく物を妹と

取り込むと、２階へ持っていく。休みの日には、そうじ機をかけたり、ぼくと母と妹でリサイクルス

テーションへ行く。ここに書ききれないくらい家の仕事がある。 

そこで、ぼくは考えた。一人でくらせば全て一人分だけど、全てのことを自分がしなければいけな

い。家族でくらせば、家族分のものがふえる。でも分担してできる。どっちが楽なんだろうと思った。

ぼくは、家族で工夫した方がいいと思った。なぜなら、せんたく物の量はふえるけど、分担すれば仕

事が少なくてすむからだ。ということは、今仕事がいやだけど、分担している仕事なんだから、ぼく

は毎日の仕事をがんばらなきゃいけないなと思った。 

 

５－④          「お手伝いは大切」 

ぼくは、お手伝いは大切だと思いました。ぼくが今しているお手伝いは、５つです。 

一つ目は、皿洗いです。皿洗いは大変で、時間がかかります。水を出しっぱなしにすると水道代も

かかるし、手もふやけるので、少しめんどくさいです。だけど、皿洗いをするとお母さんが楽になる

ので続けています。 

二つ目は、トイレそうじです。ブラシでトイレの中をみがいたり、便座をトイレシートでふいたり

しています。きたないけれど、そうじをしないともっとよごれてしまうので、がんばっています。 

三つ目は、ゴミ出しです。ゴミステーションまでは、家から近いです。だけどゴミ袋を置きっぱな

しにすると、ゴミ袋がやぶれてしまいます。だから、ゴミを早く出すように心がけています。 

四つ目は、そうじ機です。そうじ機は、リビングと階段とトイレと廊下にかけていました。そうじ

機は音がうるさいので、少しいやです。でも家をきれいにするために、がんばっています。 

五つ目は、うわばき洗いです。うわばきは、ぼくと妹のうわばきを洗っています。うわばき２足と

中じき２枚洗っているのでつかれます。でもがんばっています。 

このようにお手伝いをすれば、家がきれいになってみんながよろこぶので、お手伝いは大切だと思

いました。これからも続けたいです。 

 

５－⑤           「お手伝い」 

ぼくは、毎日お手伝いをしています。玄関のそうじやフロそうじやせんたく物をたたんだり、食べ

た食器を片づけたり、部屋を片づけたりしています。 

玄関のそうじは、ほうきではいたりぞうきんでふいたりしています。きれいになると、うれしいで

す。フロそうじは、ゆぶねや床をみがいています。ピカピカになってうれしいです。せんたく物は、

かわいた物をきれいにたたんで片づけています。たたみ方が上手になりました。食べた食器は、台所

に運んで水につけておきます。洗うのはお母さんです。洗った食器はふいて元にもどします。部屋の

片づけは、使った物をきちんと元にもどします。そうすれば、使う時にすぐわかるし、部屋がよごれ

ません。部屋のそうじは、お母さんがしてくれます。だから、あまりよごさないようにしています。

部屋がよごれるのがいやだからです。 

お手伝いをすると、うれしい気持ちになります。たくさんお手伝いすると、お母さんにほめられま
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す。だから、色々見つけてお手伝いをします。そして、家の中がきれいになっていくのが気持ちがい

いです。毎日そうじをするから、よごれが少ないです。家族みんなが分担してお手伝いをするから、

ぼくもがんばれます。これからもたくさんお手伝いをして、がんばります。そして、お兄ちゃんやお

姉ちゃんよりもがんばって、お母さんにたくさんほめてもらいたいです。 

 

５－⑥          「大切に食べよう」 

ぼくは、きゅうりを丸ごと食べることが大好きです。庭に植えてある苗から取って、洗ってそのま

まかぶりつきます。 

毎年５月の連休ごろ、おじいちゃんと野菜の苗や種を庭に植えます。きゅうりやトマト、スイカ、

ナスなどを植えるのですが、大変なことがたくさんあります。まず、苗を植える所の土をたがやしま

す。くつが茶色く土だらけになりながら、一生けん命たがやします。次に、買ってきた土とひりょう

をしいて、その上に苗を植えます。そして毎日、夕方に水をやります。水のいきおいが強すぎてもだ

めだし、弱すぎてもだめなので、うまく調節するのが大変です。また、月に一度ひりょうをまきます。

さらに、葉っぱやくきに毛虫や害虫がついていたら、取りのぞきます。そこまで苦労して、やっと食

べられます。だから、大切に食べようと思います。 

もちろんスーパーマーケットなどで売っている野菜もそうです。農家さん達が、一生けん命あせを

流して作ってくれた野菜だからです。「ピーマンは食べたくない」などは言わずに大切に食べようと

思います。 

 

５－⑦          「まほうの言葉」 

「ありがとう」は、手伝いをして良かったと思えるまほうの言葉だ。なぜかというと「手伝って」

と言われた時は、「めんどくさい」「やだな」といつも思う。そう思いながらやる手伝いは楽しくない。

つかれるし、家族と遊ぶ時間もへってしまうからだ。でも、「ありがとう」と言われたら、次もやろ

うという気がでる。それに、手伝うとその人の仕事はへって、うれしくなる。なので、大変なことを

分ければ、すぐに仕事が終わり、好きなことができる時間がふえる。 

例えば、手伝いといっても、毎日しているテーブルふきはすぐ終わる。家のそうじや、外で草取り

のように仕事の種類はたくさんある。家の中の手伝いは、毎日家の人がやっているのを見ているので、

だんだん覚えてできるようになった。でも、普段やらない家の中や外の仕事はすごく時間がかかる。

そのなれない仕事は、何から始めるか考えるべきだ。優先順を変えることによって、つかれ方や時間

も変わってくる。 

私のお母さんは、私が自分から「手伝うよ」と言った時に、「ありがとう」（よろしくねの意味）と

言い、終わった時にも「ありがとう」と、２回言ってくれる。一度の手伝いで、２回も「ありがとう」

を言われると、うれしくて次もがんばろうと思える。でも、家の仕事がたくさんあって、家の人達は

毎日やるのが大変だと思った。私は、色々な種類を毎日手伝っていきたいと思った。 

 

５－⑧          「いやだったそうじが・・・」 

私はお母さんの手伝いをして、思ったことがあります。 

私は学校から帰ってきて、宿題が終わると「せんたく物取り込んで」、「弟にご飯あげて」、「おふろ

そうじして」とお母さんに言われます。私は「いやだな」と思いながらやっていました。本当はゲー

ムをやりたかったです。なので私は、２年生の弟におふろそうじをやらせました。弟はおふろをちゃ
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んと洗えてなくて、ザラザラしてました。ちゃんとおふろが洗えてなくて気持ち悪いと思い、もう一

度おふろを洗いました。きれいになったおふろが、気持ちよく感じました。 

私は、おふろに入って、きれいに洗えてないことに気づいた時、きれいなおふろに入りたい気持ち

がたくさんありました。それからおふろそうじする時は、はじからはじまできれいにピカピカに洗い、

きれいなおふろに入るのが楽しくなりました。 

私は手伝いが楽しいと思うようになりました。だから、手伝いを続けたいです。 

 

５－⑨          「笑顔にするお手伝い」 

せんたく物を入れないとお母さんにおこられる。私はいつもそう考えながら、せんたく物を入れて

いる。学校から帰ってつかれていても、暑くても寒くても風がふいていても、それをしなくてはいけ

ない。さらに、きれいにたたまなくてはならない。さらにその後、夕食後の食器洗いをしなくてはな

らない。この２つの家事については、前はたまにしていたことだけど、高学年になってからは、ほぼ

毎日私がやることになっている。 

正直、めんどうくさいなと思う毎日。でも考えてみると、お母さんはそれに加えてご飯のしたくや

そうじもしている。仕事もしているのにすごいと思う。でも、それをだれかがやらないと家の中が大

変なことになると思う。例えば、しっかり食事を作らないと栄養不足になり、そうじをしないと部屋

がきたないどころか健康にも良くない。そうしたら、家族が元気に過ごすことができない。 

ある時お母さんに、せんたく物のたたみかたが、きれいに出来るようになったことをほめられた。

今まではめんどうだと思いながらやっていた家事だったけど、これからは家族の健康のこと、気持ち

よくすごせることを考えながら、家事をやっていこうと思う。次にやってみたいことは、家族にご飯

を作ってあげることだ。そして、私が家族を健康にしてあげて、笑顔にさせてあげたい。他にも、お

母さんの代わりに何ができるか考えて、楽しく家事をしていきたいと思う。 

 

５－⑩          「みんなのために働く委員会」 

私は体育委員会に入り２年目だ。体育委員会は、全校のみんなのためにする仕事がいくつかある。

楽しいこともあれば、大変なこともある。 

とても楽しいことは、ラジオ体操だ。休み時間が少なくなるが、運動会でラジオ体操をする時には、

思いっきりやりたくなる。なぜなら、はずかしくて、いつも、もじもじしてしまっていたからだ。だ

から、１～３年生や、４～６年生のちがう委員会の人達には、そのはずかしい心をくつがえすような

ラジオ体操をしてほしい。そして、大変なことは、ボールの空気入れと一輪車の点検だ。ボールの空

気入れは、１～３年のボールを点検する。空気が少なかったら、空気を入れるため１階へ行って空気

を入れる。小学校は、１～３階まであるので、上ったり下りたりするのがとても大変だ。一輪車の点

検は、週に一度だけれど大変だ。なぜなら、後ろの一輪車にはくもの巣がついているし、取りに行く

にも通路がせまいからだ。虫が苦手だから、くもの巣は無理だ。最初は、後ろの方はあまり使わない

のに点検するのかと思っていたけれど、よくよく考えてみたら、たくさんの人が使ったら後ろも使う

と思う。だから、しっかり点検しようと思った。 

体育委員会は私にとって、みんなのために生き生きと働ける場所だ。来年は、委員長になりたい。

そのために、今年の運動会では、みんなのために精一杯がんばりたい。 

 

５－⑪          「委員会って楽しい！」 
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今年の委員会を決める時、私はまよわず給食委員会を選んだ。選んだ理由は２つある。 

一つは、去年色々な先生にたくさんほめてもらったからだ。給食委員会では、献立の放送がある。

なれない時は、どうしても声が小さくなったり、速く読んでしまいがちだった。でも、だんだんなれ

てくると大きな声ではきはき読めるようになった。すると先生から、「放送、上手だね。」「すごく聞

き取りやすいよ。」とほめてもらえるようになった。その度に、もっとがんばろうと思うようになっ

た。 

もう一つの理由は、人の役に立てるからだ。給食委員には、ワゴンの片づけの仕事がある。本当な

ら、ワゴン当番がやるのだが、去年も今年もコロナで、給食委員がやることになっている。６学年分

を２人で片づけなければならないので、時間がかかって大変だ。けれど、全校の役に立てていると考

えると、とてもやりがいのある仕事だなと思った。 

私はこの委員会に入るまで、どういう活動をしているのか分からなかった。だけど、入ってみたら

想像していたよりも大変だった。でも、すごく楽しいこともうれしいこともたくさんあって、私はこ

の委員会がすごく好きになった。私にとって、どの委員会も勝てないと思う。だから来年も、絶対に

給食委員になると、心の中でちかった。 

 

＜小学校６年生＞ 作文課題「今一番がんばっていること」 

６－①         「目指せ！！ベスト更新！！」 

私が今一番がんばっていることは、水泳だ。スタイルはブレだ。フォームを意識して泳ぐことが大

切だと思う。 

私は水泳が得意だ。でもタイムが速いというわけではない。６月５日に小瀬の５０メートルプール

で大会がある。山梨県内の人達と競い合う。今年、久しぶりの大会だ。コロナウィルスの影響で大会

が中止などとなり、実施できない状況だった。だから今大会でベストを出して、出来ればメダルも欲

しいところだ。そもそも私が一番がんばっているのが「水泳」になったのが、自分にも分からない。

たぶん自分が一番がんばっていることが少なく、この「水泳」というので作文になるのかが一番心配

だ。私が今大会で出る種目は、２００Ｍ個人メドレー、フリーリレー、個人種目はフリーとブレだ。

個人メドレーの方は、ブレを担当する。この中で一番緊張しているのは、リレー類だ。理由は、私が

大会でリレーに出られるのが初めてだからだ。でも正直、自信はゼロに近い。本番緊張しすぎて、フ

ライングなどの失格になる可能性がある。もちろん個人種目の方も緊張するが、リレーは４人でやる

ものイコールプレッシャーがかかってしまうことになる。しかし、同じ仲間を信じて、大会に挑みた

いと強く思った。個人種目もリレーもベスト更新、メダル獲得を目指そうと思った。 

これからも水泳を精一杯がんばりたいと強く思った。 

 

６－②           「あこがれの人を目ざして」 

「これから保健・体育委員会を始めます。」私が今、一番がんばっていることは委員会だ。なぜか

というと、去年の６年生が下級生をまとめたり、たくさん提案しているところがとてもかっこよかっ

たからだ。 

初めて委員長として委員会をした時、みんなの意見をまとめるのがすごく難しかった。その時に５

年生が助けてくれた。私が言ったことを黒板に書いて、紙にまとめてくれた。そのおかげで、最後ま

で活動計画を決めることができた。２回目の時にすることの説明は、上手にできた。倉庫にたまった

砂を外に出して、ボールの空気入れをした。そうじ中に、土日に何をするかなどの話をたくさんした。
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少し面白い話をしたりして、すごく楽しかった。余った時間を使って、ハンドソープの点検と、次の

活動の時にすることの説明をした。去年の６年生のように、はっきりしゃべることはできなかったけ

れど、少しだけ近づけたかもしれないと思った。 

私は去年の６年生みたいに、うまく提案ができない。でも、私にも上手にできることがあるかもし

れない。今はそれが何か分からないけれど、委員会をしている内に見つけられるのかもしれない。だ

から、去年の６年生みたいになれるように、私が上手にできることを見つけるために、これからも委

員会をがんばりたい。 

 

６－③           「未来の自分に向けてがんばっていること」 

私が今、一番がんばっていることは、ペットの世話です。私の家は、生き物をたくさん飼っている

ので、とても世話が大変です。その中でも、ハムスターの世話に力を入れています。そのハムスター

の名前は、ロンと言います。由来は、ロンの背中にひし形のもようがあり、ひし形をドイツ語でロン

ブスというので、そのロンだけを取って名前にしました。 

ロンのお世話で大変なことは、２つあります。一つ目は、週に一回おそうじをするということです。

トイレとおふろの砂を捨てて、容器を洗い、新しい砂を入れ、わらを外に捨てて、新しいわらを入れ

るということを毎回やっています。そうじしている時、ロンは２階で遊んでいます。二つ目は、毎日

夜に、１０分から１５分までの間で、２階の空いている部屋で一緒に遊びます。一度、カーテンによ

じ上って一番上の方に行って落ちたので、それからはカーテンに上っていません。２階で遊んでいる

と、危ないことがたまに起こります。しっかり見ていなければいけないので、大変です。 

今は、ハムスターの世話にすごく苦労しているけれど、大人になったらハムスターをいっぱい飼い

たいと思っているので、これからもがんばってハムスターの世話をしたいと思います。 

 

６－④           「副会長としての自分」 

５年生の３学期、とても悩んで、考えて、児童会の副会長に立候補することを決めました。立会演

説、そして投開票当日は、本当にドキドキしました。副会長に当選した時は、うれしくて、早く家族

に知らせたかったです。でも、いざとなると、私に副会長がきちんと出来るかなという不安な気持ち

にもなりました。そんな私が今一番がんばっていることは、児童会役員としての仕事です。 

児童会役員としての仕事は、私が思っていた以上にたくさんありました。そして、難しいことばか

りです。あらためて、今までの児童会役員の人達はすごかったなと思いました。例えば、児童総会の

ために今年のテーマや活動方針などを、児童会役員全員で決めなければいけません。そのために、朝

活や放課後などの時間を使います。５年生までは自分のために使っていた時間を、今は児童会のこと

に使わなければなりません。その時間は大変だけれど、小学校のみんなのために、そして、今までは

人の前に立つのはあまり得意ではなかったけれど、やってみようと決めた自分のために、とにかくが

んばる毎日です。 

今でも全校生との前に立つと、とても緊張します。副会長としてがんばる毎日は、とても楽しいで

す。これからも自分に出来ることをとにかく一生けん命がんばりたいです。 

 

６－⑤           「悔しさがあるからがんばれる」 

今ぼくは、４年生から習っているバドミントンの練習をがんばっています。今までは、試合に出て

同級生や一つ上の学年の人に、たくさん負けてきたけれど、最近では試合に出て、相手の人としっか
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りラリーをして、点を取るということができるようになりつつあります。 

ある日、バドミントンのコーチからこんなことを言われました。「何のために練習しているの。」そ

の言葉に、ぼくのとなりにいたたくさんの試合をした経験している女の子が、コーチに「強くなりた

いからです。」と答えました。その時のぼくは、その「強くなりたい」という言葉の意味がまだ分か

りませんでした。そして、色々な大会に出て試合をして、ある試合の時ぼくは一つ上の学年の人に、

圧倒されて負けてしまいました。その時、すごい悔しい思いをしました。それで、今までよりもっと

強くなりたいと思いました。そして、女の子が言ったその「強くなりたい」という言葉の意味が分か

ったような気がしました。 

その時からぼくは、バドミントンのきつい練習を全力でがんばっています。それは、ちがう言葉で

言いかえると、「努力している」ということになるのではないでしょうか。そして、努力できる活力

になっているのが、圧倒されて強くなりたいと思ったあの日だと思います。そして、ぼくは今も強く

なりたいという目標は変わっていません。なぜなら、上には上がいるからです。それもまた、ぼくが

努力するための活力になるのかもしれません。 

 

６－⑥           「あきらめなければ絶対できる」 

私が今がんばっていることは、バレーボール。小学３年生から習い始め、続けている。一緒にやっ

ている同級生の中では、１年生からやっている人もいる。私が始めた理由は、ボールがこわいから。

ドッヂボールなどで、ねらわれるとすぐ当たる。そして、運動するスポーツをしようと思ったから。

周りのみんなは色々習っていた。 

始めて約３年。今の目標は、２日目に残ること。今のメンバーになって、全然勝てない。ミスが多

く、声は出ていない。いつになれば勝てるか。私は絶対に勝ちたい。５月２２日、今のメンバーで初

めての公式戦。２つのチームと戦い、当然ボロ負け。一人一人のミスが重なり合った結果。そして午

後から練習。自分自身の目標を持ち、練習をした。その時に監督が言った。「声が出てないって、自

分たちが何回言った。１００回は聞いている。」と。私は、確かにすごく言っていると思った。 

だから私は、全員が同じ目標を持ち、その一つの目標に時間をかけて練習したいと思った。そして

試合は一度っきり。だから、一球一球大切にしたいと思う。ふだんの練習でも、くじけることはある。

でも、一つひとつのことをあきらめずにやっていけたらいいと思った。自分は絶対できると思って、

やっていく。 

 

６－⑦            「今がんばっていること」 

ぼくが今一番がんばっていることは、穴ほりです。穴は、自分の家の庭にほっています。一つ目、

二つ目の穴は、危ないから埋められました。ぼくは考えました。どうしたら埋められずにすむのか。

それで、はじっこの方に三つ目の穴をほりました。三つ目の深さは、５０㎝くらいでした。でも、そ

こは砂場にされました。ぼくは、それでもあきらめずに、その隣に４つ目の穴をほりました。その穴

は、去年の１２月後半からほっています。今、その穴の深さは１メートルくらいです。ほる時に、の

ぼったりおりたりがしやすいように、今階段を作っています。その穴は、友達がたまにほるのを手伝

ってくれます。ほるのに使っている道具は、小さいスコップ２つと大きいしゃべる１つとハンマー１

つと、くい１つです。ハンマーの使い方は、下の方を釘の抜く方でけずるようにして使っています。

くいの使い方は、ハンマーで穴のかべのふくらんでいるところに打ち込んで、手前に引っ張ってほり

ます。 

大人はみんな危ないから埋めてくれと言います。でも、ぼくには穴をほる理由があります。その理
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由は、秘密基地にします。秘密基地を作って、いとこと遊ぶためにほっています。それまでは、埋め

るわけにはいかないのです。 

 

 


