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２０２２「ことばの森教室」第３回優秀作品紹介 
＜小学校５年生＞ 作文課題「一番心を動かされたことを書こう」 

５−①              「５年生になって」 

５年生になってすごいと思ったことは、５年生は漢字が難しいけれど、１学期の５０問テストでい

い点が取れたことです。 

私は漢字がすごく苦手です。４年生の時や３年生の時、５０問テストをするたび低い点数でした。

３年生の時は、４年生になったらもっと漢字をがんばって、いい点を取りたいと思っていました。で

もそれは難しくて、４年生の時も余りいい点はとれませんでした。そのたび何回も何回も再テストを

していました。私はそれがすごく嫌で、４年生の時の３学期に「５年生になったら５０問テストです

ごくいい点を取りたい」と思いました。そして５年生になって、私は漢字を３，４年生の時よりもが

んばっています。それで５年生の１学期の５０問テストで、いい点を取れました。その時私は、「昔

の私に見せたい」と思いました。それぐらい「やったー」と思いました。 

５年生の漢字は難しいけれど、練習とかをどんどんやっていけば、いい点が取れると思いました。

次の５０問テストでは、１学期よりもいい点が取りたいです。 

 

５−②           「練習の大切さ」 

「ソーラン節って大変だし、いやだなあ。」と思いながら、いつも足が痛くなるのをがまんして練

習している。運動会のため。 

最初の１週間は、リズムに乗れずイライラしていた。でも、あきらめずに家に帰っても必死にがん

ばった。けれど最後まで足をおろせなくて、毎日がんばってもできなかった。その時、クラスの友達

が「みんなで練習がんばって、運動会を成功させよう」と言ってくれた。私はみんなより少しヘタで、
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足がかたくて、最後までおろせないけれど、がんばってみんなで成功させようと思った。それからク

ラスメイトとの約束を守るため、できる限り練習をし続けた。とうとう運動会の日を迎えた。きんち

ょうの連続で、こわさを感じた。曲が流れて、ソーラン節を踊る時になり、練習の時と同じように、

間違えずに、みんなと合わせて踊ろうと思いながら踊った。無我夢中で何もかも忘れ、踊りまくった。

少し間違えたが、自分ながら満足して踊ることができた。 

運動会が終わって思ったことは、クラスの友達が、あの時にみんなでがんばろうと言ってくれなけ

れば、練習を毎日がんばりきれなかったと思う。来年は６年生。小学生最後の運動会で、６年間の集

大成だ。私達が最後の組み体操をがんばれば、運動会全体が成功できると思う。今から、来年に向け

てがんばっていきたいと決心した。 

 

５−③            「初めてのしごと」 

何をするんだろうと、ぼくは不安でいっぱいだった。スポ少野球での新人戦地区大会の抽選会があ

った。新人戦は、５年生以下で出る大会。ぼくは、チームのキャプテンとして参加していた。初めて

の抽選会でこの日は、同じチームの他のメンバーと監督と一緒に行った。 

会場に着いた時は、話をしたり他の人の声でザワザワしていたけれど、抽選会の時間が近づくとだ

んだんシーンと静まりかえってきた。役員さん達は、大会のルールを説明してくれた。各チームが呼

ばれて、キャプテンが前に出て行った。ぼくは、ドキドキして落ち着かなかった。机の上に、番号が

入った封筒が置かれていて、受付チーム順に封筒を選んでいった。ぼくは、前のチームが引いている

のをジーッと見ていた。そして、ぼくの順番が来た。ねらっていた封筒を手にできた。中身は４番だ

った。 

ぼくは、この抽選会に参加して、すごく緊張感を味わった。初めてのことで、どんな流れかわから

なかった。緊張の余り、食べ物がのどを通らず、終わってからもしばらく緊張が続いていた。家に帰
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って、やっとホッとした。今までは、６年生にたよってばかりいたけれど、これからはぼくがキャプ

テンとして、みなをまとめていかなければならないと強く感じるようになった。まだ、不安や分から

ないことばかりだけれど、チームを一つにまとめていきたい。 

 

５−④            「楽しかったこと」 

待ちに待ったこの日が来た。ぼくが４年間楽しみにしていた家族旅行。コロナ禍前は、毎年行って

いたディズニーリゾート。コロナ禍になってからは、旅行を自粛していたから、今回の旅行は１２月

２５日の朝にサンタがくれたプレゼントを開ける時と同じくらいうれしく、ワクワクした。 

大好きなディズニーランドと初めて行くディズニーシー、どのアトラクションから乗ろうか、とて

も迷った。ランドでは、ぼくの記憶上では、初めて乗るビッグサンダーマウンテン。まず初めに、速

くて風が当たり気持ちいいのと体がほぼ真横になるのと、暗いところを突っ走るのも楽しかった。次

に乗ったのは、スプラッシュマウンテンだ。ぼくは急坂を上り、滝から急降下するスリルが大好きだ。

そして初めて行って、一番楽しかったディズニーシー。気温３０度以上の中、２時間以上も待って、

ようやく乗ったタワーオブテラーは、エレベーターが真下に落ちたり、暗い中耳が割れるような大き

な音が鳴ってビックリした。次に乗ったのは、センターオブジアース。暗いところで並び、車に似た

乗り物に乗り、地底を走る。そこには見たことのないきのこ、花、生き物がいた。その後、まるで本

物のような地底ドラゴンを見つけ、それはそれはリアルでビックリした。その後、雨が降っていたか

ら最後の急坂はよけいにこわかった。 

今年の４年ぶりのディズニーリゾート旅行は、しっかり感染対策をして楽しめて良かった。 

 

５−⑤     「運動会で、おばあちゃん達が来てくれて、うれしかったこと」 

私の運動会は、家族なら人数制限無しだったので、おばあちゃん達を呼びました。私のおばあちゃ
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んは、横浜に住んでいます。家族ＯＫの運動会にさそいました。そしたら「行ってもいいの？」と喜

んでくれました。おばあちゃんが来てくれるならと、いっぱい練習に励みました。家に帰ってきても

ソーラン節の練習の日々でした。筋肉痛になりながらもがんばりました。 

運動会当日、車の事故で道路がこんでいて、運動会の開会式に間に合わなそうだとメールがきまし

た。「運動会前に会いたかったなー。」と思いました。「でも、しかたない。」と気持ちを切りかえまし

た。おばあちゃんたちがいつ来るのか、テントをチラチラ見ていて体操が終わってから来ていました。

「よし、やってやるぞ。」と思いました。おばあちゃんの応援もあってか勝つことができました。 

家に帰って、おばあちゃんが買い物から帰ってきて、おばあちゃんに熱いハグをしました。あった

かかったです。最高の一日になりました。 

 

５−⑥          「心が動いたあの日」 

ぼくが一番心を動かされたのは、漢字５０問テストで９８点取った日です。漢字テスト当日まで一

生懸命勉強して、１００点の自信があったのに、１問間違いで９８点でした。とてもくやしかったで

す。 

ぼくは漢字がすごく苦手でした。でも１ヶ月漢字の勉強をしたら、漢字テスト９８点取れました。

今までで一番良い成績だったけれど、やっぱり１００点を取りたかったです。毎日漢字練習や漢字ド

リルや教科書の漢字を見たりしました。漢字テストが返された時、胸がズキッとしました。「あと少

しだったのに」と思いました。テストを親に見せた時は、「おしかったね」や「１００点以外は０点

と同じ」と言われました。ぼくもそうだと思いました。なぜなら、１００点だったらうれしいけれど、

１００点以外だったらくやしいからです。ぼくはその日から、漢字の練習をがんばりました。そうし

たら再テストでは１００点を取れたので良かったです。 

ぼくは漢字５０問テストで９８点取った時のくやしさは忘れないようにしたいです。そして、もう
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同じようなミスをしないようにするために、今まで以上に勉強しようと思いました。 

 

５−⑦          「ヒヤッとした出来事」 

私が保育園生の春に、お花見に行ったことがありました。富士川町の方へお花見をしに行きました。

家を出る前に、私はトイレに行きました。まだこわくて、カギを閉めませんでした。そしたら、家族

みんなが外に出て車に乗ってしまいました。家にカギをかけられました。心の中で「うそっ」と思い

ました。急いでトイレを出て、⽞関のドアを思いきりたたきました。そしたらお⺟さんが気づいてく

れて、カギを開けてくれました。私はこわすぎて大泣きしました。お花見の所に着くまで泣いていま

した。でも、お花見は楽しく見られました。こわすぎて、ずっとお⽗さんやお⺟さんの手をにぎって

いました。 

お花見では、家族みんなで行けました。まだ恐怖心はあったけれど、楽しめました。お花見を終わ

ったら、夕飯を買いに行きました。夜ご飯を食べていたら、トイレのことは忘れてしまいました。ご

飯のおいしさで、気持ちが落ち着きました。 

私はこれから、トイレに行く時は家族に言ってカギを閉めたいなと感じました。もし置いて行かれ

たら、おとなしく家で待っていようと思います。 

 

５−⑧         「大人の気分を味わえた貴重な経験」 

今年の夏、私は生まれて初めての経験をした。それは、千葉のホテルへおじいちゃんの喜寿のお祝

いで旅行に行ったことだ。まず始めに、ウェルカムドリンクが出てきたけれど、カラフルで小さな器

に入っていたので、どうするものなのか分からなかった。大人達がおいしそうに食べていたので、私

もワクワクしながら食べたら、良い意味で想像と違いすごくおいしかった。 
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このホテルの外観は、⿊と灰⾊のシックな感じで高級な建物だった。ここの料理はコースだったの

で、一品ずつ出てきたけれど、一つひとつの量がすごく多かった。担当のホテルマンが説明をくれた

けれど、どの料理も家の料理とは見た目も彩りも全く違い、きれいだった。食材の使い方も、普段食

べている物が想像している物と違っていた。中でも、デザートは私の大好きな桃のコンポートとアイ

スが気に入っている。白い桃が入っているアイスだと思っていたら、半分にカットされた赤く⾊づけ

されていたコンポートが出てきた。 

一人のホテルマンがフロントや食事の準備、担当のお客さんの相手など、全て丁寧な対応をしてい

て驚いた。食事をしながら、亡くなったおばあちゃんの写真を飾り、思い出話をしていたら、おばあ

ちゃんのお茶なども持ってきてくれた。さりげないサービスをしてくれたり、特別な料理を食べて、

少し大人の気分を味わった。 

 

５−⑨           「ごめんね、おばあちゃん」 

「明日は何食べたい？」ぼくが「カツ！」と言うと、「○○ちゃんはカツが好きだね、わかったよ。

また明日来るね。」これがおばあちゃんと話した最後になってしまった。その日の夜、ぼくのおばあ

ちゃんは急に死んでしまった。 

ぼくのお⺟さんは働いているから、おばあちゃんは毎日ぼくの家に来て、洗濯物を取り込んだり夕

飯を作りながら、ぼくの帰りを待っていてくれた。料理が上手で優しくて、ぼくがお⺟さんに怒られ

ていると、必ずぼくの味方をしてくれた。ぼくはおばあちゃんのことが大好きだった。そんなおばあ

ちゃんが亡くなったことが、今でも夢みたいだ。でも学校から帰って、だれもいない家に入ると「あ

ー、もうおばあちゃんはいないんだなあ。」とさみしくなる。 

ぼくは、一つだけ後悔していることがある。おばあちゃんに、ぼくが野球をしているところを見せ
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てあげられなかったことだ。おばあちゃんは、「○○ちゃんの野球しているところが見たいなあ。」と

言っていた。だけどぼくは、もっと野球が上手になったら、おばあちゃんを試合に呼べばいいやと思

っていた。エラーしたりかっこ悪いところを、おばあちゃんに見せたくなかったからだ。 

今日、今年最後の公式戦があった。ぼくはおじいちゃんを試合に呼んだ。負けちゃったけれど、お

じいちゃんはほめてくれた。もう後悔はしたくない。 

 

５−⑩           「守ってあげたい」 

「大好きなひろみちゃん」私のお⺟さんのお姉さんです。私がまだ小さい時からお⺟さんが仕事の

時は、おばあちゃんとひろみちゃんで、私のめんどうをよく見てくれていました。そのひろみちゃん

が、今年赤ちゃんを産みました。ちっちゃくて丸っこいかわいい男の子です。 

私には、４つ下の妹がいます。ふだん、妹のめんどうはこれといってみようとは思わなかったので

すが、まだ小さくて何もできないひろみちゃんの赤ちゃんは、守ってあげたい気持ちになります。私

は一生けん命話しかけたり、ミルクをあげたり、泣いた時にはだっこしてあげます。だっこすると、

その内安心して眠ってくれます。その寝顔を見ていると、とてもかわいくてつかれも忘れてしまい、

もっとお世話してあげたいと思えてきます。 

最近の赤ちゃんは活発になり、遊んであげると声を出して笑ったり、ハイハイをして追いかけてき

たり、つかまり立ちしてみたりと、できることが増えて、よりいっそうかわいくなりました。でも、

ひろみちゃんも仕事が少しずつ始まり、めんどう見ている足腰の悪いおじいちゃんおばあちゃんより

も、私がそばにいてあげる方が何かと役に立ちます。今までたくさんみんなにめんどうを見てきても

らったので、これからは私も赤ちゃんのお世話を手伝って、みんなを笑顔によろこばせてあげたいで

す。 
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５−⑪         「ミニチュアが与えてくれた夢」 

「これはどうやって作ったのだろう。」チョコミントのアイスが地球になったり、音符がハードル

になったり、田中達也さんのミニチュア展には、日用品や食べ物を使った小さくてかわいいミニチュ

アの世界が広がっていた。ワクワクしたり、ビックリしたり、思わず触りたくなるミニチュア作品ば

かりだ。 

ミニチュアは、見ても楽しく、作るのも楽しそうだ。その気持ちは、私がレゴブロックを作る時の

気持ちと一緒だった。だから、家を作ったり、遊園地を作ってみた。すると、どんどん楽しくなり、

小さいものでなく、町を作るようになった。 

私の影響で、弟もレゴブロックをするようになり、その弟が私の作品で遊んでくれるのは、とても

うれしい。最近は、誕生日やクリスマスなどのお祝いの日でレゴブロックを買ってもらうようになり、

レゴブロックの世界が広がってきた。そこから、本物の家を作ってみたいと思うようになり、建築家

という夢を見つけた。建築家は、住宅、マンション、ビルなどのいろいろな建物を設計したり、その

設計をもとに建築現場で指揮や監督などの業務を行う魅力的な仕事だ。好きな内容だったので、その

仕事を選んだ。 

ミニチュア作品と出会って、想像をふくらませて作る楽しさを知った。そして、やりたい夢を見つ

けることができた。 

 

５−⑫           「恐怖の炎」 

「パーン！」「パーン！」とクラッカーの音が鳴りました。あれは、何才の時だったのだろうか？

おそらく４才だったと思います。 

私の４回目のお誕生日の日です。おじいちゃん家にみんなで集まって、お誕生日会をしてもらいま
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した。私はとてもうれしかったです。「ケーキはどんなのかな？」「プレゼントは何かな？」「食べ物

は何かな？」とワクワクしました。 

夜になり、部屋を暗くして、ケーキにロウソクを立てました。ロウソクに火をつけて、ハッピーバ

ースデーの歌を歌ってもらいました。写真もとってもらいました。その後です、私はロウソクの火に

フーと息を吹きかけて消そうとした瞬間、なんとかみの毛に火が燃え移ってしまったのです。私は「ハ

ッ！！」としました。私もみんなも、とてもビックリして大さわぎになりました。幸い少し焼けただ

けだったので、良かったです。その一瞬が、大さん事にならなくて本当に良かったです。小さいなが

らも、火はとても恐ろしいなと思いました。気持ちも落ち着き、いちごのホールケーキやおいしい料

理、自分の欲しかったプレゼントをもらい、みんなに祝ってもらってうれしかったです。 

毎年誕生日が来ると、この出来事を思い出します。いくつになっても忘れることはないでしょう。 

 

５−⑬         「私のあこがれていた児童会」 

「学年関係なく助け合える学校、私に清き１票をよろしくお願いします。」この言葉が、私の児童

会役員選挙活動の始まりでした。 

１年生の頃から興味を持ち始めた児童会役員。３年生の頃に児童会役員選挙に参加し、さらに興味

を持ちました。そして、４年生の３学期に、来年は児童会役員に入れると思い、思い切って立候補し

ました。立ち会い演説会を終えて、いよいよ投票の日。「絶対なってやる。」という強い気持ちを持ち

ながら、投票箱に入れました。そして、校内放送で当選者が発表されました。私は、見事５年委員と

いう一つの目標を成しとげました。一緒に応援してくれた責任者の友達や、私に投票してくれた３年

生から６年生のみんな、そして、応援してくれた人達には本当に感謝の気持ちでいっぱいです。選挙

になって、落ちてしまい児童会役員になれなかった人の分まで、役割を果たしたいと思いました。 
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今は、児童会が中心となって行う行事がいくつもあります。その内容を考えたりまとめたりするこ

とが、今はとても楽しいなと思います。これからも児童会が中心となる行事がたくさんあると思うの

で、児童会の一員、そして学校の代表として活動したいです。私のあこがれていた児童会役員を、今

度は私達が低学年のみんなに「あんな人達みたいになりたいな、かっこいいな」と思ってもらえるよ

うに、改めてがんばりたいです。 

 

５−⑭         「心を動かされた太鼓」 

ぼくが一番心を動かされたことは、１年生の時に小学校に「みます歌舞伎太鼓」という太鼓のチー

ムが来たことです。ぼくはそれを見た瞬間から太鼓のかっこよさを知り、心を動かされました。その

太鼓をたたいている姿を見ていると、すごくかっこよくて、ぼくもこんな太鼓をたたいてその場を盛

り上げる人になりたいと思いました。 

その時からずっとたたいて、４年もたたいていました。１０月の９日には、みさとの秋祭りでその

場を盛り上げるために、太鼓をみんなの前で披露しました。こうやって、みんなの場を盛り上げるこ

とは、こんなにうれしいことなんだと分かりました。そして、ぼくたちが小学校でたたく時が来まし

た。ぼくは、みさとの秋祭りよりもっと緊張していました。友達や先生に見られていたので、すごく

緊張していました。そして太鼓をみんなの前で披露しました。ミスが一度もなく、かっこよくできた

のではないかと思いました。これで、見た人の心が動いて、「かっこいいな」や「すごい」と思った

人がいたらこの太鼓にチームに入って欲しいと思いました。 

太鼓は、かっこよくやれば見ていた相手にも伝わるし、みんなに「すごかったよ」「かっこよかっ

たよ」と言われてとてもうれしいです。１１月３日には文化ホールでやるので、それに向けて練習を

頑張っていきたいです。 
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５−⑮         「目には見えない優しさ」 

「ありがとうございます」僕は心の中で言って、おじぎをします。この世の中に、こんなにいっぱ

い優しい人がいることを知りました。 

僕はいつも学校に登校する時、１年生と３年生を連れて歩く班⻑です。僕は、１年生と３年生を安

全に学校に連れて行く努力をしています。特に車には、細心の注意をはらっています。車が来たら止

まって、通り過ぎるのを待って、そんなことをくり返してきました。けれど、そんなある日のこと、

曲がり角でばったり車に会いました。僕はいつものように、通り過ぎるのを待ちました。そうしたら、

その車の運転手さんが「どうぞ、行ってください」というサインを送ってくれました。その時僕は、

とてもうれしくなりました。そして「ありがとうございます」とおじぎをして、安全に渡らせてもら

いました。それから、いろんな場所で車にあっても、曲がり角で渡りたい時も、ほとんどの車の運転

手さんが、「どうぞ」をしてくれて、いつも安全に渡ることができています。そして、僕達を渡らせ

てくれた運転手さんにも「ありがとうございます」とおじぎをしています。 

僕は思いました。いつも、僕ら子どもたちを見守ってくれているのは、とても優しい人達でした。

僕達が今日も安全に学校に行けているのも、優しい人達がたくさんいるからです。僕も大人になった

ら、そんな優しい人になりたいです。そして、今日もゆずってくれる車に「ありがとうございます」

とおじぎをします。 

 

５−⑯         「初めて熱くなったこと」 

初めて校⻑先生とバスケをした。この時私は、「バスケってこんなに熱くなれるの。」と思った。 

⻑休みいつものように、体育館にバスケをしに行った。私は５年生の２学期から、校⻑先生とバス

ケをしている。初めて試合をした時は、あまりルールが分からなかったが、何回もくり返していくと
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ルールを覚えられた。いつも思う、「やっぱりバスケをすると熱くなれる。」と。 

９月、初めて５年ＶＳ６年でバスケをしてみた。６年の圧勝だった。ブロック力、ドリブル力、何

もかもがけた違いだった。試合が終わった後、５年のみんなはくやしがる人や、すごくおこっている

人もいた。だけれど、私は違った。私は逆に熱くなった。もっともっと練習して、次は６年生に勝つ

んだと強い思いがあった。このことで私は、家でも練習するようになり、今では私が５年の中で一番

上手いと校⻑先生にほめられ、うれしかった。 

私はバスケを初めてした時、今まで感じたことがなかった感じが、イナズマみたいに降ってきた感

じだった。私はこの感じを覚えた時に、こう思った。「バスケを続けたい。」「こんなに楽しいと思わ

なかった。」この時私は、バスケに入り込んで、⻑休みになると絶対に体育館に行っていた。このこ

とから、私は心を動かされた。 

 

５−⑰         「忘れてはいけないあの日」 

２０１１年、３月１１日。１万２千５百人もの命が失われた。 

毎年、３月１１日になると、学校で避難訓練がある。この日は、東日本大震災があった日だからだ。

私は引き渡し訓練の後、お⺟さんに東日本大震災について聞いてみた。 

私は、震災の１ヶ月後に生まれたから、丁度その準備をしていたそうだ。停電になったり、家族と

連絡が取れなくなって、とても不安だったと言っていた。そして一番驚いたのは、死亡者数だった。

震災でなくなった人の数は、１万２千５百人。行方不明者は２千５百人だそうだ。こんなにたくさん

の人の命がうばわれたと知り、とても驚きこわくなった。 

私は、あのＪアラートの音が苦手だ。今でも避難訓練の度にあの音を聞くと、こわくてドキドキす

る。だが、あの音は私達に危険を教える音だ。だからＪアラートのおかげで、少しでも多くの命が助
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かったと知り、少しこわさがなくなった。 

東日本大震災。これは、日本に大きく影響をもたらした。私は、まだ大きな地震を体験したことが

一度もない。だからこそ、今後何があっても大丈夫なように、しっかり備えておかないといけない。

そして、こんなおそろしいことが、もう二度と来ませんようにと心の中で願っている。 

 

＜小学校６年生＞ 作文課題「ことわざから考えよう」 

６−①            「自分の決断」 

「虻蜂取らず」ことわざ一覧を見た時、自分の手が引きつけられた。その時思った。自分のことだ。 

私は最近、中学生になったらバレー部に入部するべきか、水泳を続けるべきか悩んでいる。６年間

水泳を頑張ってきて、やめるのもちょっと悲しい。でも今はバレーがしたい。そう思った時に、この

課題がきた。ことわざを調べた。その中に、一つ私を引き寄せたことわざが「虻蜂取らず」。意味の

欄を見た。「強欲な余り、同時に二つのものを得ようとするが、結局どちらも得ることはできなかっ

た」と書いてあった。まるで自分に言い聞かされているように感じた。未来の自分のことがわかって

いることわざのような気がした。水泳とバレー。両立することは難しい。私はそう思った。何か新し

いことに挑戦することも良いし、何かをずっと続けていることも良い。私はこのことわざを調べて改

めて感じた。学校の友達はバレーを、水泳の友達は水泳をすすめてくる。でもバレーがしたい。部活

終わりの下校、部活中、絶対楽しいと思った。自分のためになると思った。 

これからまた、自分の意思が変わるかも知れない。ここは自分で決める一つの壁、人生の一つの壁

だと思う。自分でため込まないで、人に相談したりしたいと思う。これは自分にとっての大きな決断

だとあらためて思った。 
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６−②           「成⻑のハードル」 

コロナ禍で中止されていた陸上記録会が、３年ぶりに行われた。町内６校の６年生が集まった。い

つもとは違う雰囲気に、心がザワザワする。６０メートルハードルが、僕の出場する種目だ。 

目の前に６つのハードル。６０メートル先まである。横に並んでいる４人は、とても速く走りそう

だ。緊張して心臓がドクドクした。「位置について、用意」バンッ。気持ちがあせって、フライング

してしまった。深呼吸し、もう一度スタートラインに立つ。今度は頑張って走ってやるぞという気持

ちに変わった。ピストルの合図で、飛び出した。１，２，３，４，ジャンプ。１，２，３，４，ジャ

ンプ。何度も繰り返し練習した自分のリズムで、ハードルを跳び越えていく。最後までリズムを大切

に思い切り走った。ゴールした時、走りきった達成感でいっぱいになった。練習の時より、速く走る

ことができた。目標タイムの１２秒は切れなかったが、自己ベストタイムが出せた。やればできるん

だと、うれしかった。 

どんなことでも、その気になってやり通せばできるようになる。強い意志を持ってやれば成果が必

ず出ることを、陸上記録会で経験できた。 

来年は僕も中学生になる。部活動や今より難しい勉強など、初めてのことがたくさんあるだろう。

そんな時は、心を強く持って、「なせば成る、なさねば成らぬ何事も」を思い出して頑張っていきた

いと思う。  

 

６−③           「あきらめず努力し続けること」 

「継続は力なり」そろばんの大会に参加した時に、もらったファイルに書かれていた言葉。今まで

そんなに気にしていなくて使っていたけれど、ことわざ辞典で調べてみると、なぜそこに書かれてい

るのかが分かった。 
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私は３つ上の姉と一緒に、幼稚園の年⻑の頃から珠算教室に通っている。習い始めの頃は、そろば

んの珠が上手に入れられなかった。指がみんなみたいにスムーズに上手くできなかった。そんな間に

も、姉はどんどん上達していって、あっという間に手の届かない存在になった。でも、私はそろばん

が好きだったから頑張って続けた。かけ算と割り算も、まだ学校で習っていない頃から覚えた。小数

点やコンマも、知ったのはそろばんだった。検定試験を受けるたびに、どんどん難しくなっていくの

が楽しいと思えるようになった。しかし、調子が良くなかった時は、どんなに練習をして良い成績を

取っても、検定試験当日になると、いつも通りにしているはずが結果は出なくて、くやしい時期が１

年続いた。でも、１週間に４回ある練習を休まず通った。 

今では、検定試験の他にそろばんや暗算のコンクール、大会などに出場し、毎年成績が上がってい

る。入賞して盾をもらったり、団体戦で旗やトロフィーをもらうこともある。そろばんの他に、学校

の勉強などもあきらめずに努力し続けていこうと思う。 

 

６−④             「忘れないように」 

「初心忘れるべからず」これは、私が本当にそうだなと思ったことわざだ。このことわざがそうだ

と思う理由は、こんなことがあったからだ。 

運動会の練習で、ソーラン節を４年生に教えることになった。どうやって教えたらいいのか分から

なくなって、自分が思いついた教え方で教えた。けれど４年生には分かりにくかったみたいで、全然

伝わらなかったし、上達もしなかった。同じように教えてもダメな気がしたから、少し変えようと思

っても全然思いつかなかった。その日は少ししか踊り方を教えられなかった。家に帰って考えてみて

も、全然思いつかなかった。一人で考えてもダメだったから、お⺟さんに聞いてみた。そうしたら、

「自分が教えてもらった通りにしてみたらどうかな。」と言ってくれた。一人だけで考えていたら思
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いつかなかったと思う。次の日に頑張ってみようと思った。 

次の日、自分が教えてもらった通りに教えた。４年生は、すぐに覚えてくれて上手に踊っていた。

私も、昨年よりもかっこよく踊れていない気がしたけれど、初めてソーラン節をした頃を思い出した

ら、いつもよりもかっこよく踊れた気がした。 

私はこの体験で、何かをしている時に行き詰まったら、一回初めてそのことをした時を思い出して

やってみるといいということが分かった。「初心忘れるべからず」を忘れないようにしたい。 

 

６−⑤            「ぼくのことわざ体験」 

ぼくがこの作文を考える時、真っ先に出てきたのは「花より団子」ということわざだ。「花より団

子」の意味を簡単に説明すると、「外見より中身」や「風流より実利を重んじること」という意味だ。 

ぼくがこんな体験をしたのは、５年生になったばかりの時だ。ぼくはその時、家族と買い物をして

いた。家族が買い物をしている間に、ふと目についたベッドコーナーに行ってみることにした。ベッ

ドコーナーには、様々な種類のベッドがあった。だがぼくは、ベッドより枕の方が気になった。見て

みると、きれいな⾊の枕、小さな枕、シンプルな見た目の枕、と⾊々あった。ぼくは、きれいな⾊の

枕を買うことにした。家に帰り、さっそく使ってみた。「気持ちがいい」気がついたら、次の日にな

っていた。だが、なぜか首が痛かった。その枕が、ぼくに合わなかったのだ。ぼくは仕方なく、ソフ

ァーに置いてあった地味なクッションを使ってみた。するとどうだろう、さっきの柔らかい枕とは違

い、このクッションは少し固い。なのにどこも痛くならない。ぼくはこの瞬間、「花より団子」を体

験した。 

枕が合うか合わないかは人それぞれだ。それに、枕に限らず人によって「花より団子」は違う。だ

が、唯一共通しているのが、「外見より中身が大事」ということだ。これからの人生、これを大切に
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していきたいと、この作文を書きながら改めて思った。 

 

６−⑥          「バドミントンから教わったこと」 

ぼくは、４年生から体力作りのためにバドミントンを始めた。初めて出た大会では、４年生の１位

を取った相手に、１５対１と１５対４で、手も足も出なかった。それがぼくのバドミントンのスター

トだ。それからぼくは、週３回の練習に打ち込んできた。６年生になって、８月に行われた大会では、

４年生の時に大敗した同じ相手に２１対１７，２セット目はデュースの末２３対２１で惜敗した。初

めて出た時の試合は、バドミントンをまだ始めたばかりで、明確な目標がなく、勝ち負けには余りこ

だわりがなかった。６年生での大会では、良い勝負をして、結果負けてしまったことに悔しさが残っ

た。 

このバドミントンの２年間の経験で学んだことは、「継続は力なり」ということだ。ことわざの意

味は、「どんなことでも継続し、コツコツと努力を続けていればいつか必ず目標が達成できる」とい

う意味だ。バドミントンの練習は、持久力をつけるためのランニングやフットワークが中心で、とて

も苦しい。でも、毎回欠かさず練習に参加することで、体力がつき、高い目標に挑戦できるようにな

った。 

ぼくは、今までできなかったことができるようになることに楽しみを感じている。今後も「継続は

力なり」という言葉を、ぼくの行動の基本にして、毎日の練習に一生懸命取り組むことによって出来

ることを増やしていきながら、バドミントンを楽しんでいきたい。 

 

６−⑦            「案ずるより産むが易し」 

私は小さい頃から、石橋をたたいて、たたいて渡らないタイプの子だった。どんなことにも慎重に、
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慎重に・・・。でも、やっぱりこわくて、行動を起こさない子だった。反対に、姉は猪突猛進タイプ

で、何でもチャレンジしていった。いつも前向きで、自分の道を切り開いていける。そんな姉がうら

やましかった。 

姉は、小学校１年生から、町のコーラス団体に通っている。⺟は、私も１年生になったらコーラス

に通うことを勝手に決めていた。私は、いつも何かを始めるのがとても不安なので、コーラスに行く

のが絶対に嫌だった。私は、「行きたくない。行きたくないよ〜。」と泣きさけんだ。しかし、コーラ

スに行き、最初はこわくて、⺟の後ろにかくれていたが、メンバーが歌い始めた時、世界が一変した。

私は、歌っている曲が終わるまで、はずかしがっているのを忘れるくらい心をうばわれ続けた。その

数日後、私はコーラスに入ることを決めた。 

コーラス・・・それは、私に歌うことの楽しさを教えてくれた。今では、なくてはならない場所だ。

こんな風に、事前にあれこれ心配するよりも実際にやってみると案外楽しかったりたやすかったりす

ることを、ことわざで「案ずるより産むが易し」という。私はこのことわざから、チャレンジするの

は何に対してもとても大切なことだと思った。案ずるより産むが易し、という精神で、何事にも挑戦

していきたい。  

 

６−⑧                「そうそう」 

たくさんあることわざから、私は「残り物には福がある」を選んだ。意味を調べてみた。誰かが取

り残した物の中や、最後に残った物の中には、思いがけなく価値のある物が残っているという意味。

なぜこのことわざを選んだかというと、よくママが言っているからだ。よく聞き慣れたことわざだっ

たから詳しく調べてみたくなった。 

私の家では、よく順番などを決めるのに、ジャンケンや早い順になる。私は３人兄弟なので、よく
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一番最後になる。おやつを選ぶのも、よく最後になるから、ママが「残り物には福があるよ。そんな

に落ち込まないよ。」と言って励ましてくれる。ママがこれを言ってくれる時は、確かにいい事があ

る。例えば、ママがおやつを交換して入れたりママのをくれたり、シールや他の何かがもらえたりす

る。だから私は、残り物には福があるって「そうそう」と思う。けれど順番が最後になるのは、ちょ

っと嫌だな。 

このことわざは、「人を押しのける欲深い人よりも、欲を出さない思慮深い人にこそ幸福がやって

くる」という教えと知った時、私の弟は、いつも最初になりたくて、グジグジしているから、よく順

番をかえた私がプラスでおやつをもらえたりする。だから私は、「そうそう」と思いながら、「ざまあ

みろ」とも思ってしまった。 

 

 


