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２０２２「ことばの森教室」第２回優秀作品紹介 
＜小学校５年生＞ 作文課題「○○の手」 

５−①            「わすれられないぬくもり」 

私のおばあちゃんの手は、⽗や⺟、弟に⽐べ、細かった。そんなふうに他の家族より細いけど、今

までの人生の苦労や思い出が人一倍伝わってくる手だ。 

おばあちゃんとは普段、一緒に絵を書くことやぬりえをしていた。その時には、力かげんがしっか

できていて、器用な手だと思った。また、草取りをしている時は、手を見ただけで「がんばろう」と

いう気持ちが伝わってきたし、手遊びをした時は、一瞬手が当たっただけで、優しさや温かさが伝わ

った。私は、手から人の気持ちがたくさん伝わることを知った。お出かけの時や移動の時に、おばあ

ちゃんの手を支えてあげた私の手より、おばあちゃんの手の方がすごくぬくもりがあった。私は、お

ばあちゃんがどのようなことをしていたのか全部は知らないのに、手を見るとどのようなことをして

きたか、ほんの少し伝わってくるように思える。おばあちゃんの手は、毎日あたたかく、お花畑のよ

うだった。 

この作文を書く２日前に、おばあちゃんが亡くなってしまった。私の一生わすれられない手だ。私

はおばあちゃんと似た手になることが目標だ。優しくぬくもりがたくさんあり、そしてみんなが大好

きだと思える手になれるように、これから頑張っていきたいと思う。おばあちゃん、今までありがと

う。 

 

５−②             「ふたつの手」 

わが家は、⽗と⺟とお兄ちゃんの４人家族だ。⽗は町内の役場に勤めていて、兄は甲府の中学校に

通っている。⺟は、家族のためにそうじ洗濯等家事をしている。いつもみんな私に優しくしてくれて、
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仲の良い家族だ。 

ある日、⺟が「忘れ物したの。」と叱ってきた。とっさに、「筆箱忘れたくらいで、そんなにおこん

ないでいいのに。」と思った。さらに「しっかり反省しないとダメだよ。」と言われた。その時に、触

れられた⺟の手はとても冷たくて、ドッとこわくなった。さらに、「人間はしっかり約束を守らない

と、信用されなくなってしまうんだよ。」と重ねておこられた。それからは、忘れ物に気をつけるよ

うにした。次の日、テストで１００点をとることができた。⺟に見せると、「がんばったね。」と私の

頭を優しくなでて、ほめてくれた。その時の⺟の手は、昨日と違ってとても温かかった。ふと、昨日

のことについて考えて、あることに気がついた。「たぶんあれは、私が大人になっても人から信用さ

れる大人になってくれるように、おこってくれたんだ」と気がついた。 

⺟は、ある時はきびしく、ある時は優しくてほめてくれる。その態度を見て、⺟みたいにきびしか

ったり優しかったりする大人になるように頑張ろうと思った。こんなにもあたたかく、がんこな家庭

に包まれて生活している私は、本当に幸せ者だと思っている。 

 

５−③            「温かい手」 

ぼくのおじいちゃんは農業をしている。「農業は自然を相手にしているから大変。でも毎日、朝起

きるのが楽しみ。」とよく言っている。そんなおじいちゃんの手は、ぼくの手と⽐べると、皮が厚く

て⾎管が浮き出ている。⾊が⿊くゴツゴツとしている。とっても温かい手だ。なんだかホッカイロみ

たいな感じがする。 

毎日朝早くから畑に行っているおじいちゃん。草を取ったり、摘花をしたり受粉をしたり袋かけを

したり、たくさんの仕事がある。ぼくは簡単な手伝いをすることがあるけれど、とても大変だと感じ

る。これをいつもやっているおじいちゃんは、すごいなと思う。おじいちゃんは、「孫やお客さんが、

作った物を食べて喜んでいる顔がうれしい。」とよく言う。寒い日も暑い日も関係なく頑張っている
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おじいちゃん。果物や野菜は、おじいちゃんの手によってたくさんの愛情を受けて育ち、大きくなっ

たり甘くなったりしているんだなと思う。おじいちゃんの手は、まるで魔法のようだ。ぼくもおじい

ちゃんからいろいろ教えてもらったり、かわいがってもらったりして、とてもうれしい。 

おじいちゃんは、いつも前向きでいきいきとしながら、楽しく仕事をしている。おじいちゃんの手

は、たくさんの人やものを温かくしている。ぼくも、おじいちゃんのような手になりたい。 

 

５−④          「みんなとつながりたいな」 

ぼくたちは、普段手を使っていろいろなことが出来る。何でも書くことが出来るし、何でも作るこ

とが出来る。楽しければ手をたたき、悲しんでいる人がいれば、手をにぎって励ましてあげることが

できる。不安になれば、手を合わせて祈ることも出来る。みんなが手をつないで協力すれば、きっと

世の中が幸せになると思う。 

ぼくは普段から、家族と触れ合う時に感じることがたくさんある。お⽗さんの大きな手は、ぼくを

軽々と持ち上げることが出来る。ぼくに何かうれしいことがあった時は、必ず大きな固い手でハイタ

ッチをして、一緒に喜んでくれる。何気ないことだけど、それがとてもうれしい。 

お⺟さんの手は、ぼくが寝る時に優しく頭をなでてくれる。あまりぐっすり眠れなさそうな時も、

お⺟さんの手でなでられると、気づかぬうちに眠ってしまう。魔法のような手だと思う。普段はたく

さんの洗い物をしたり、細かい仕事をしたり、力強い手なのに、なでる時の手はなぜあんなに優しい

のだろう、とぼくは不思議に思う。 

家族からもらう温かい手のぬくもりを感じ、ぼくの手も誰かに優しくできるようにしたい。そう考

えた時、学校などで学んだボランティアなどで、ぼくの手で何かしてあげることができるといいなと

思う。 
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５−⑤          「ぼくの手の力」 

「あっ、とどく。」と思った瞬間、「どたん」と足が落ちた。３年生の時に、逆上がりが出来たが、

全然してなくて４年生の３学期、また鉄棒を始めた。 

最初の方はできるはずもなく、３回でまめができる。「こんなのではだめだ。」と心に決めた。⻑休

みも昼休みも放課後も、毎日練習した。だけど全然足も上がらず、お腹もつかなかった。「手が悪い」

と思ったぼくは、筋トレやマット練習をした。だが、逆上がりの壁は高く、とどきもしなかった。５

年生になった。次に「足が悪い」と思い、山登りや坂で走ったりしたら、「あっ、とどく」と思った

が、落ちた。いろいろ考えても出来なく、足が回らなかった。そして、６月のある日、「自分には逆

上がりは無理だ」と思い、その日からやらなくなった。今月、「ドラえもんのび太の新恐⻯」を見て、

のび太のあきらめない姿勢を見て、先週からまた始めた。そして、できた。これは、ぼくのあきらめ

ない気持ちが勝ったのだ。 

そのように、ぼくの手の力が弱くても、あきらめない気持ちがあればできるのだ。これからも面倒

くさいことにも挑戦したい。あきらめなければ、どんなことでもできるんだと知ったのだから。 

 

５−⑥             「家族」 

ぼくの家族の、いろいろな手の紹介をします。 

お⽗さんの手は、たくましい手です。毎日一生懸命みんなのために働いています。小さい頃、抱っ

こしてもらって、うれしかったです。お⽗さんの手は、強さと大きさを感じます。お⺟さんの手は、

優しい手です。家のことをみんなのために頑張っています。ぼくは、お⺟さんの抱っこが大好きです。

今でも抱きしめてもらうと、ぬくもりを感じます。これからもたくさん甘えたいです。お兄ちゃんの

手は、面白い手です。いつも冗談を言って、たたいてきます。面白くて楽しいです。そんなお兄ちゃ

んが大好きです。車を直す仕事をしているので、本気でたたかれると痛いです。ぼくも車関係の仕事
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をしたいです。お姉ちゃんの手は、ふざけた手です。いつもぼくを笑わせてくれます。楽しくて、ふ

ざけてたたきっこをします。小さい頃、ぼくのおむつを替えてくれたりしました。そんなお姉ちゃん

が大好きです。もう一人のお姉ちゃんは、すぐたたく手です。ぼくが冗談を言ってもたたいてきます。

すごく痛いけど、ぼくもたたいて逃げます。本当は優しいお姉ちゃんです。 

ぼくの家族は、毎日冗談を言って笑っている面白い家族です。そんな家族が、ぼくは大好きです。

これから、もっとたくさん思い出を作りたいと思います。 

 

５−⑦          「スゴイぞ！！ぼくの手」 

ぼくは小学３年生の秋から野球をしている。野球を始めて、ぼくの手はプニプニからちょっとだけ

カチカチになった。自主練習で素振りをしているかどうか、手のひらを見ればすぐに分かる。手の平

の豆は努力の証だ。試合でマウンドに立つ時は、緊張で心臓が口から出そうになるくらいドキドキし

て、手の平からヤバイくらい汗が出てくる。野球をしているぼくの手は、とても正直だ。 

そして、手からは思いも伝わる。試合前、ぼくはいつも緊張する。そんな時、「大丈夫、大丈夫。」

と背中をトントンしてくれる６年生の手で安心する。また、３アウトを取って、ベンチに向かって走

りながら、仲間とグローブでタッチする瞬間は、最高に気持ちいい。仲間達の手からもらえるパワー

は、ぼくを励まして元気にしてくれる。 

キツイ練習が終わり家に帰ると、ぼくが手に持つのはボールから石けんに変わる。シャワーを浴び

ながら、土で汚れたズボンや汗ですっぱい匂いがする帽子やくつ下、スパイクをお風呂場で洗いまく

る。その後に、手に軍手をはめて、クーラーのきいた部屋で、テレビを見ながらグローブをみがく。

これが、ぼくの土日だ。 

暑いし、練習キツイし、おこられるし、土日はゆっくりできない。そして、練習の後はもうれつに
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くさいけど、ぼくはこの手で野球を楽しんでいる。 

 

５−⑧           「働き者の手」 

大きくて少しかたくて、⾊は茶⾊っぽいです。普段何気なく見ていましたが、今回改めて観察して

みたお⽗さんの手です。 

私のお⽗さんは、器用で何でもできます。一番は、おいしい料理を作ることが出来ることだと思っ

ています。それ以外に、物を作ったり直したりもできますし、片づけやそうじもパパパッと終わらせ

ることが出来ます。他には、家の畑で野菜の世話をしたり草を取ったり、次から次へと仕事をこなし

ていきます。 

私も野菜の収穫などを手伝ったり、草を取ったりしています。お⽗さんがたまに、木など伸びすぎ

たところを切っていて、切った枝や葉を運んだりします。その中でも、お⽗さんが一番枝や葉をたく

さん運ぶことが出来ます。夕方手伝っていると、お⽗さんは「もう、もどっていいよ。」と言って、

先に終わらせてくれます。私は「はーい。」と言って、先に家の中にもどって、お⽗さんがもどって

きてすぐにおふろに入れるように、お風呂をわかしておきます。お⽗さんは、帰ってきて「ありがと

う」と喜んでくれます。 

お⽗さんの手は、毎日忙しく働いている働き者の手だと思いました。 

 

５−⑨           「パパの手」 

パパの手はすごいです。いつも活版印刷機を使って仕事をしています。パパの手は固いです。自分

の手よりずっと固くて大きいです。 

ぼくにとってパパの手は、すごく強くてやさしい感じがします。出かける時にはいつもぼくと手を
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つないでくれます。パパの手は、いろんなことをしてくれます。そうじ、仕事、料理、版画、他にも

たくさんあります。 

パパの手には、たくさんの思い出があります。一番の思い出は、ぼくの肌が荒れて肌荒れになった

時のことです。とてもこわくて、とても悲しくて、とても痛かったです。それで泣いていた時、パパ

が手をにぎってくれました。その時ぼくは、とても安心しました。もう一つの思い出は、ハワイアン

ズに行ってぼくが迷子になった時、パパとママが迎えに来てくれて、手をつないでくれたことです。 

ぼくは、パパがすごい仕事をしているのを知っています。だからパパみたいに固くて大きくて優し

い手になって、ぼくも仕事をしたいと思います。絵をデザインしたり、機械を動かしたりして、パパ

と同じ様な手になりたいです。 

 

５−⑩          「みんなちがうけれど最高」 

「ちょっと手を見せて。」と、家族にお願いして、じっくり手を見せてもらった。じっくり見るの

は初めてだったけれど、たくさんの違いに気づいた。 

幼稚園に通う弟の手は、私の手よりも小さく、マシュマロみたいにやわらかい。時々クレヨンや粘

土が爪に入っていて、とてもカラフルでかわいい。中学生の姉の手は、バレーボールをしているので

よく突き指をして湿布を貼っている。また、ペンだこがいつもできている。⺟の手は、太陽みたいに

あたたかくて、ずっとさわりたいくらいやわらかい。でも、毎日料理や洗濯をしているので、傷があ

ったり絆創膏が貼ってあった。⽗の手は、仕事でパソコンを使っているので、思っていたよりずっと

つるつるできれいだった。 

私は、よく⺟の手と似ていると言われるが、大きさやほくろの位置が違う。家族で似ているところ

もあるけれど、全て同じではないことに気がついた。家族で年や仕事が違うから、大きさやそれぞれ
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特徴が違う。姉の手を見て、私も姉に負けないくらい勉強をがんばって、たくさんのペンだこを作り

たい。⺟の手を見て、少しでも傷が減るようにお手伝いをしたい。将来の夢である建築士についたら、

ペンだこがたくさんできるのか、どんな手になるのか、家族の変化も楽しみになった。 

 

５−⑪             「感謝」 

私には、農家をしているおじいちゃんとおばあちゃんがいます。おじいちゃんは８０才になりまし

た。おばあちゃんは７０代です。二人とも元気ハツラツに働いています。おばあちゃんのことを書き

たいと思います。 

おばあちゃんの朝はとても早く、まだ薄暗いうちから畑に行っています。なぜならば、夏の季節は

暑いから少しでも涼しいうちに作業をすれば、はかどるからです。おばあちゃんは、最初は手袋をし

ていますが、なぜか外してしまいます。私は聞いてみました。「おばあちゃん、何で手袋をすぐ外し

ちゃうの？」おばあちゃんは、「手袋をしていると、手の感覚がつかめないからだよ。」と教えてくれ

ました。そのため、おばあちゃんの手は日に焼けて⿊いです。触ってみると、カサカサしていて痛か

ったです。私は、かわいそうだなと思いました。最近では、皮膚科へ通うようになりました。先生か

ら、手のためには手袋をして、日焼けをしてはいけないと言われました。私も先生の言う通りだと思

いました。 

私のおばあちゃんは、働き者でとても明るくて楽しいです。これからも体に気をつけて、頑張って

もらいたいと思います。おじいちゃん、おばあちゃん、ありがとう。 

 

５−⑫           「ひいじいちゃん」 

私のひいじいちゃんは、５月２４日午後９時に亡くなりました。私はもう５年生だったので理解は

できたけれど、妹２人は理解できず大泣きしていて、見ているこっちがつらかったです。 
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おじいちゃんは元気な頃は、すごくしっかりしていて、あたたかい、でも少し細い手でした。でも

私は、その手が大好きでした。妹達も、ずっとおじいちゃんと過ごしていました。でも４年生になっ

てから、おじいちゃんに会わなくなって、手に触れることは少なくなりました。 

そんな時、おじいちゃんはディサービスに行く時に突然倒れてしまいました。病院には、コロナの

関係で行けなく、おじいちゃんの最後の顔も見られませんでした。私はすごく悲しく、最初は落ち着

きがありませんでした。最後に、あたたかい私の大好きな手を触りたかったです。お通夜の時、最後

におじいちゃんの顔と手を触ってみました。そしたら、温かい手ではなく、すごく冷たい手でした。 

私は、すごく悲しかったけれど、段々と心の整理もついてきて、私は夢を持ちました。それは、お

じいちゃんのように温かい、孫に好かれる優しい手になることです。そのためには、おじいちゃんよ

りも⻑生きして、おじいちゃんに尊敬されるように生きていくことを心がけます。 

 

５−⑬           「クリームパン」 

私の弟の手は、とてもかわいい。むちむちしていて、まるでクリームパンみたいだ。眠い時は、す

ごく温かい。私はそんな弟の手が大好きだ。 

弟は今年で６才になる。⾚ちゃんの頃よりすごく成⻑している。けれど、手はあまり変わっていな

い。むちむちの、厚みのある丸い手。そんな手で折り紙をしたり、絵を書いたりしているところを見

ていると、とてもいやされる。でもそんなかわいい手も、かわいく見えないことがある。それは、け

んかをしている時。小さいのに、力が強くてたたかれるとすごく痛いのだ。それでもやっぱり、弟と

遊ぶのはすごく楽しい。よくダンボールで電車ごっこをしたり、工作をしたりもする。私は工作が得

意だから、弟が困っていると、手伝ってあげる。小さな手で作るのは大変そうだけど、もっといろい

ろな物を一緒に作って、弟も工作が好きになってくれたらうれしい。 

弟の手は、私よりも小さな手。クリームパンみたいなかわいい手。だけど、すごく力がある手。私
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にとって弟の手は、とてもいやされるものだ。だから、ついついにぎりたくなってしまう。弟には、

これからその手で、いろいろなことを経験していろいろなことをできるようになってほしい。弟も私

も、一緒に成⻑していきたいと思う。 

 

＜小学校６年生＞ 作文課題「毎日の生活の中で心が動いたことを書こう」 

６−①          「ほんとうは私も・・・」 

「もういや！なんでそんなことするの。」弟とケンカした。私の言うことを全部「うそでしょ。」と

言って否定するのだ。 

お⺟さんが困っていたから提案したのに、弟が何でも無理というふうに決めつけてくる。それに私

がテレビで見たい番組を言うと、全部弟が見たい番組に変えてしまう。「順番に見たい番組を見たら

いいんじゃないの。」とお⺟さんが言っても、ずっと弟が見てしまっているから、私の見たいものは

見られない。そんなことが続いて、このケンカになった。 

絶対にあやまらない。私がそう思って自分の部屋にいると、お⺟さんが話を聞きに来てくれた。お

⺟さんと話しているうちに、私が小さい頃の話になった。私にも弟のようなことをしていた時があっ

たらしい。そんな話を聞いて、何だか弟におこってしまったのが悪かったな、と思った。その後、弟

のこんな所は良くて、ここがダメだという話しもした。たくさん話したら、モヤモヤしていたはずだ

ったのに、心が軽くなった感じがした。これならあやまれる。そう思って、弟の所に行った。二人で

ほとんど同時に「ごめんね。」と言った。仲直りができてほっとした。 

いつもケンカは弟のせいだと思って、あやまっていなかったけど、やっぱり私も弟に悪いことをし

ているというのが、よく分かったケンカだった。 

 

６−②           「まいごの犬」 
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「えっ犬、なんでいるの」家の庭に犬がいた。最初は隣の家の犬だと思って、外に出たら全く見覚

えのない犬だった。つかまえようと思って走って追いかけたら、犬の方も走って逃げてしまった。木

が生い茂っているちょっとした森に犬が入ってしまったので、追いかけるのはやめた。家に帰って、

ご飯を食べたりして丁度１時間くらい経った時、また同じ犬がいたので、見に行ってみた。木の下で

休んでいた。その時、隣の家のお⽗さんがビスケットをくれたので、犬にあげた。むしゃむしゃ食べ

て、寝てしまったので、弟と私はクスリと笑った。犬の寝顔は、まるでやんちゃな男の子のような顔

だった。気持ちよさそうに寝ていたので、そのまま私は家に帰ることにした。その後、宿題をしてか

ら犬の様子を見に行ったら、そこに犬はいなかった。心配になって犬を探しにいったけれど、どこに

もいなかった。その犬は、体が白⾊で耳が茶⾊、迷彩柄の首輪をつけていた。だから「白」って呼ん

でいた。最後に私は「白」ってボソッと言った。涙がぽろりとこぼれた。弟も必死に「白」を探して

いた。お⽗さんが、また来るよと言っていたので、その言葉を信じることにした。 

私は、捨て犬とか逃げ出した犬が、かわいそうだと思う。私が大人になったら、そういう犬を保護

したり飼い主を見つけてあげられる優しい人になりたい。そして、まいごの犬が減るようにしたい。 

 

６−③              「姉の姿」 

先日、ＵＴＹの「スゴロク」という番組で、⻘洲高校の応援団が特集されていた。⻘洲高校の応援

団で初代応援団⻑を務めているのが私の姉だ。 

テレビに映る姉の姿や言葉、そして５月に応援団⻑になると決めここまで毎日努力している姉の姿

は、私の心を強く動かしてくれている。その特集の最後、アナウンサーの人が「始めるのに遅いとい

うことはなくて、いつ始めるかではなくて、どれだけ一つのことに一生懸命になれるか、それが大事。」

と言っていた。本当にその通りだと思う。それを、姉は応援団⻑になってから毎日の姿で教えてくれ



 - 12 - 

る。 

姉は３ヶ月前、応援団にはいるかすごく悩んで、家族や友達に相談しながら自分で答えを出した。

やると決めてからの姉は、放課後や休日のほとんどを応援団の練習に使い、とにかく一生懸命に取り

組んでいる。くたくたの毎日でも、決して投げ出したりはしない。姉の姿を見るたびに、何かを一生

懸命頑張る人はかっこいいなと思う。それがどんなに大切かということが、すごく伝わってくる。 

得意とか不得意とか、好きとか嫌いとか、上手とか下手とか、そういうことではなくて、自分がや

ると決めたことは、どんなことでも一生懸命取り組むということが大事なのだと、応援団⻑の姉は私

の心に教えてくれている。 

 

６−④             「まさかの３４ｃｍ！！」 

ぼくが今まで、一番うれしかったことは、趣味でもある釣りだ。釣りは、４才ぐらいから⽗の背を

見て興味を持った。⽗も小さい頃から、川でよく釣りをしていた。そんなことが、釣りが趣味になる

きっかけだ。 

 初の釣りは、７才だ。⽗と夏休みに早川町へ釣りに行った。ぼくは餌釣りをやった。⽗から餌の付

け方、仕掛けの作り方まで、全部教わった。最初は全然釣れない。ぼくがあきらめようとした時だっ

た。⽗が、何と自⼰最⻑の４２㎝を釣った。さおが「つ」の字のようにまがっていた。ぼくは、あぜ

んとした顔で「こんなん、釣れるんだ・・・」と思わず思った。次の年、ぼくはルアーに挑戦した。

もちろん餌釣りよりも難しい。投げる動作があるからだ。１０才の夏休み、⽗と早川に行った。ルア

ーを投げると、岩などに当たる。でも３投目、いいポイントに投げられた。巻いていくと、「グググ

ーッ」いきなり強い当たりがきた。慎重に巻いていたら、逃げてしまった。めっちゃ悔しい・・・。

ぼくは、あの「グググーッ」が手の感触に残った。毎日のように釣りに行きたいと思った。 
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 そして今年の４月、２年前と同じあの場所で釣ることにした。４投目、ものすごい魚の影を見た。

その瞬間、その魚がヒット！なかなかの重さで、さおが折れそうだった。釣り上げると、なんと３４

㎝、⽗にはおよばなかったが、いいのが釣れた。今年の夏も、４２㎝越えをねらいに行く！ 

 

６−⑤              「あこがれ」 

それは、とある初夏のこと、私は山梨英和の演奏会に行った。会場に来た人が、ほとんど座り終え

た頃、客席の灯りは消え、ぱぁっとステージの照明がついた。すると幕が上がり、ステージの上で待

ちかまえていた聖歌隊の方々の姿が現れた。そして、まずハンドベルの演奏を始めた。それは、会場

を揺るがすような迫力があった。私は鳥肌が立った。ハンドベルの演奏が終わると、合唱が始まった。

みんな恥ずかしがらず、堂々と歌っていてかっこよかった。そして、清らかなのだが、それでいて力

強い声で歌っていた。私はその歌声を聞いて、胸を打たれた。 

私には、あこがれの人がいる。その人は、聖歌隊のメンバーであり、私が所属している地元のジュ

ニアコーラスの先輩でもある。私の中で、一番輝いている人だ。いつも歌う時は、自分の世界に入っ

ていて、まるで語りかけるように歌う。それに、礼儀正しく明るく雰囲気がいい。誰かが歌っている

時は、にこにこと体をゆらしながら聞いてくれる。また、面倒見がよくて、小さい子にも気軽に話し

かけてくれる。私は、そんな姿を見るたび、心からああなりたいと思うのだ。 

だから私は、あこがれの聖歌隊に入るために、中学受験を決心した。勉強は大変だけど、絶対やり

遂げてみせる！！あこがれのあの人と同じ舞台で、一緒に歌うために・・・。 

 

６−⑥             「最高の瞬間」 

ついにこの瞬間がやってきた。ツーアウト、ランナー１塁、あと１つアウトを取れば優勝だ。ぼく
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の胸は高鳴っていた。相手が打ったボールは、セカンドのグラブの中におさまった。するとチームメ

イトが満面の笑みを浮かべて、勢いよくマウンドにかけ寄った。ぼくはチームメイトと肩を組んで、

喜びを分かち合った。ぼくは、こぼれ落ちそうな涙をふいた。スタンドの応援席からは大きな拍手が

おこり、みんなが笑顔で僕達をむかえてくれた。 

この大会で優勝するのが、ぼくの目標だった。相手チームとは何度も対戦しているが、一度も勝っ

たことがなかったので、絶対に勝ちたかった。ぼくは５年生の時に野球を始めて、毎週たくさん練習

をしてきた。思うようなプレーができず、途中で野球が嫌になってやめたくなった時期もあった。し

かし、自分でやると決めて始めた野球なので、最後まであきらめずにがんばろうと心に決め、続けて

きた。 

今回の優勝は、ぼくにとって今まで生きてきた中で一番うれしかった出来事で、心が動いた場面で

もあった。日々の練習の成果が発揮できたこと、チームメイトと一緒にこの瞬間を喜べたことが、と

てもうれしかった。いよいよ県大会だ。もっとたくさん練習して、全力でがんばりたい。そして、１

試合でも多く勝って、またみんなと喜びを分かち合いたい。 


