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２０２２「ことばの森教室」第４回優秀作品紹介 
＜小学校５年生＞ 作文課題「ぼく・私の宝物（大切なもの）」 

５−①         「生まれてきてくれてありがとう」 

私の大切な人は弟だ。弟は生まれた時から私にとっての大切な人だ。しかし、けんかもするし、お

互いに相手をからかったりもする。だが、弟は欠けてはいけない私の大切なパーツになっている。 

弟と私では性格が真逆だ。出かけた先でも意見が合わない。そんな兄弟だが、二人で協力したり助

け合うことが数え切れないほどできた。 

例えば、⺟の誕生⽇パーティーだ。かざりつけをするのだが、なかなかアイディアがでなくて困っ

ていた。その時、弟がはげまし助けてくれた。毎年、毎年、⺟をよろこばせるために、買い物からお

互いに意見を出し、協力する。⺟への感謝の気持ちも二人で練習する。大成功すると、⺟は私と弟に

「楽しかったよ。ありがとう。」と言ってくれる。その時に私は、心の底から弟がいてくれてよかっ

たと思う。父の誕生⽇パーティーの時も同じだ。これから、弟も私も家族で忙しくなってくると思う

が、弟と協力することは絶対に忘れてはいけないと思う。 

弟が生まれてきてくれたおかげで今、私は協力する大切さ、助け合う大切さを知れた。そして、家

族全員が幸せになれているんだと思う。これからは、もっともっと協力し、大人になっても助け合っ

ていきたい。弟という存在があることを、ずっとほこりに思っていきたい。生まれてきてくれてあり

がとう。 

 

５−②         「気持ちのこもったバット」 

「今⽇もよくがんばったね。」と、毎回おじいちゃんおばあちゃんは、ぼくの野球を見に来てくれ

る。試合が終わると、いつもそう声をかけて帰って行く。ぼくはとてもうれしい。そんなある時、「が
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んばっているから」と、ぼくにバットのプレゼントがあった。 

新品のバットを手にした時、思わず目が輝いてしまった。まだ新しいピカピカのバット。その時か

ら、ぼくにとっては大事な大事な宝物になっている。その時からぼくに欠かせない道具の一つでもあ

るそんなバットで、いつも野球ができているのがとてもうれしい。「これからもがんばれよ」と声を

かけてくれる。ぼくはすごく感謝をしている。おじいちゃんおばあちゃんが、一生懸命仕事をして買

ってくれた物だからだ。野球が終わり家に帰ると、いつもしっかりとみがいている。打席に立つと応

援してくれている気持ちの入ったバットで、思いきりヒットを打つこともできた。ヒットが打てた時

は、おじいちゃんといつも顔を合わせて笑う。これも応援のおかげだ。 

ぼくは大好きな野球を、これからも続けていきたいと思っている。しっかりとお手入れをして、大

切に扱っていきたい。そして、いつもそばで応援してくれている皆に、ぼくが野球ができていること

への「ありがとう」の感謝の気持ちを持ち続けていきたい。いつまでもこのバットを大事にしていき

たい。 

 

５−③           「大切なぬいぐるみ」 

「動物園に行きたい。」ぼくがそう言った。２年前の１１月２２⽇、ぼくの希望で、静岡県の⽇本

平動物園に行くことになった。ぼくは動物が好きなので、その⽇はずっとウキウキしていた。動物園

で色々な動物を見たり、ローラースライダーを楽しんだ後、最後に立ち寄った売店でメルに出会った。

メルは、ぼくが一目ぼれして自分のお金で初めて買った子ヤギのぬいぐるみだ。メルは、水色の首輪

にベルみたいな金の鈴を付けていて、耳の裏と手足の先がピンクで、目がくりっとまん丸でとてもか

わいい。そのぬいぐるみがとても気に入ったので、家に帰ってからもずっと側に置いて、寝る時も自

分の枕元に置いて、しばらく一緒に寝ていた。 
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ある⽇ぼくは、メルをリビングに持ってきた。なぜなら家族が食事する時、メルも一緒にいればい

いなと思ったからだ。メルの席は、家族とテレビがよく見えるキッチンのこしかべの上にある。ぼく

からもよく見える。最近兄が、ふざけてメルを落としたりするので、ぼくは兄を怒ったりする。おい

しい物を食べていると、「メルも食べたいかな」と思うことがある。なぜならメルが、食べたそうに

こっちを見ているように見えるからだ。 

小さなヤギのぬいぐるみが、ぼくの宝物になってからは家族の会話によく出てくるし、ぼくもメル

のことがいつも気になるので、これからもいつもの場所で、ぼくを見ているといいな。 

 

５−④           「また帰ってこいよ」 

「電気がついたぞー」と兄が言った。ぼくは「やっと家についたのか。」と思い、外に出た。ぼく

の頭の中に、今までの遊んで楽しかったことが浮かんだ。帰ってきて、１分も経たないスピードでド

アを開けた。その時、目の前に茨城から帰ってきた親友の姿があった。 

ぼくには宝物といえる友達、親友がいる。それは、○○だ。○○は、中学１年の２才年上の優しい

友だ。ぼくが５才くらいの時に、親の都合で茨城に行くことになった。年に数回しか山梨に来ない。

だから、来たら休⽇がいつもより楽しくなる。なぜかというと、釣りをしたりバーベキューをしたり、

秘密基地を作ったり、近くの芦川に遊びに行ったりもするからだ。○○は、ぼくにとって頼りになる

先輩だ。分からないことを教えてくれるし、部活がハンドボールだから、山梨でも練習している。ぼ

くはハンドボールができないけれど、○○を見たり一緒に練習したりして、少し上手くなった気がす

る。○○は親友であり、ある意味ライバルかも知れない。ぼくは、そんな○○に会えてよかったと思

っている。 

２つ年齢が離れているけれど、○○はかけがえのない存在。これからも遊び相手になって欲しい。
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「高校生になったら山梨に来るよ。」と○○は言ってくれた。ならば中学は、ぼくが茨城に行きたい

と思っている。今回も、もう○○が帰る。「また帰ってこいよ」と○○の乗る車を途中まで追いかけ

ながら叫んだ。 

 

５−⑤         「私の家族と友達と先生」 

私の宝物は、家族です。私の家族は６人家族です。 

私の家族は、父・⺟・姉・兄・私・ペットです。私は家族に救われました。私が落ち込んでいると、

いつも「どうしたの？」と声をかけてくれます。「休みたい」「死にたい」「つらい」「人生疲れた」と

何度も思いました。そういう時も、「学校休んでもいいんだよ」と言ってくれます。「私以外のみんな

も⾟いはずなのに」と、そう言われるたびに思いました。そして、⺟が私を生んでくれたからです。

父・⺟が結婚してなかったら、私と姉・兄は生まれてなかったからです。 

学校の友達と、一人の先生も宝物です。友達は、私が落ち込んでいると声をかけてくれるし、いつ

も遊んでくれたりします。先生は、みんなが困っていると、積極的に声をかけてくれる先生です。女

子もそれに救われています。いつも声をかけてくれる友達と先生（担任の先生）と家族に感謝でいっ

ぱいです。 

この１１年間、色々な人に救われたから今の私がいると思います。家族も友達も失いたくないです。

今まで救ってくれた分、感謝を返したいです。感謝を返すために、今の一秒一秒を大切にして生きた

いです。みんなに感謝を返していきたいです。 

 

５−⑥           「ぼくの原点」 

３才の誕生⽇、ぼくは初めてプレゼントをおねだりした。おねだりしたのは「小学館の図鑑・昆虫」。

その⽇から昆虫図鑑は、ぼくの愛読書になった。毎⽇毎⽇読み続けた。そして、次もまた次の誕生⽇
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も図鑑・動物・植物・魚・鳥・・・そして気がついたら、図鑑は十数冊にもなった。けれど、どの図

鑑も面白くて、何回読んでもあきなかった。 

そして、図鑑がきっかけで、ぼくは本が大好きになった。「残念な生き物辞典」や「かいけつゾロ

リ」など、様々なジャンルの本を読むようになった。それに、図書館にも行くようになった。いつし

か、ぼくの本棚は小さな図書館のようになった。 

でも、初めて買ってもらった昆虫図鑑ほど読んだ本はない。今では、補修だらけで見た目はボロボ

ロだが、ぼくを本好きにしてくれたは、この本のおかげだと思う。だからこの昆虫図鑑は、ぼくの宝

物だ。 

 

５−⑦          「ぼくの大切なもの」 

「あはははは」ぼくは笑った。「えーん、えーん」ぼくは泣いた。「なにしてんの！」ぼくは怒る。 

このような気持ちが無くなったら、ぼくはどうなるのだろう。無くなったらどうしよう。 

不安になる気持ちも無くなったらどうしよう。 

友達に「ありがとう」も言えなくなるのかな？友達が間違っていることをしたら、ちゃんと「だめ

だよ」と言えるかな？ 

大切な物や大切な人が無くなったり、いなくなったりしたら、ぼくは泣くかな？ 

感情が無くなるのが怖い。だから毎⽇毎⽇を大切に生き、笑ったり、泣いたり、怒ったり、こんな

感情があるから毎⽇が楽しい。特に、友達や家族と笑うことが一番楽しい。ぼくは、そう思った。 

 

５−⑧           「未来の地球」 

私が今住んでいる地球は、地球温暖化が進み、助けを求めていると思う。北極の氷も溶けてしまい、
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そこに住む動物たちも居場所が無くなる。さらに、海面が上がってしまい、陸地が減ってしまう。そ

れが進むと、私の大切な地球に住むことができなくなる。 

恐⻯が住み始めた三じょう紀の頃から、少しずつ草木も生え、空気もきれいだったと思う。そこか

ら人が住み始めて、今現在の物が溢れる豊かな生活になったことで、地球の環境が逆に住みづらくな

ってきている。地球は、惑星の中で人が住むのに良い条件がそろっているからこそ、私や家族も生ま

れ、楽しい人生を過ごすことができる。例えば、家族と旅行したり、多くの友達と出会い、時にはけ

んかもするけど、楽しい毎⽇を送れる。これは、私のこれからの人生を豊かにしてくれると思う。 

私の学校は、地域の川の清掃ボランティアに取り組んでいる。活動をしたことによって、ゴミが多

く汚れていると感じた。ゴミ一つであっても地域の環境を悪くしてしまう。私は、⽇々の生活の中で、

快適に生活ができるよう、地球の温暖化を進ませないために行動したい。例えば、一つでもゴミを減

らす・水のむだ使いをしない・全ての物を最後まで使うなど、私でも出来ることがあるので取り組ん

でいきたい。たった一人の小さな力から始まる取り組みだが、今後の喜ぶ地球の姿を見てみたい。 

 

５−⑨           「私の宝物」 

私の宝物は、命です。理由は、金や高級な物よりも大事だからです。他にも大事な物（宝物）はあ

りますが、一番の宝物は命です。 

よくニュースで、⽇本の中でも必ず一人は死亡すると思うと、一番命が大事。そう思います。⽇本

だけでなく、世界でも必ず百人以上が亡くなるので、命が無くなると、友達やいつも近くにいる人達

が悲しむからです。 

安倍元総理が亡くなったことによって、私は前より命がどんな大事なものより一番大事だって、心

の中で決意しました。私のひいおばあさんも亡くなって、人は必ず死がくることを思うとおそろしい



 - 7 - 

です。妹が私に、「いつか私も死はくるの？」と聞いて、私は「うん、くるよ。いつかみんな。」と言

ったら、うなづきました。 

私は、妹も私と同じで死が怖いんだなって改めて思いました。弟は何とも思わず、お⺟さんを見て

ニヤニヤしていたけれど、私は聞きませんでした。 

私と妹は、大人になっておばあちゃんになって、孫や子ども、ひ孫に見守られながら死を迎えるの

かなと思います。やっぱり私は、死は恐ろしいことだけど、命は宝物だから大事にしていきたい宝物

だなと思いました。 

 

５−⑩          「かけがえのない家族」 

ぼくの宝物って何だろう・・・。と考えて、真っ先に思い浮かんだのは「家族」です。ipad や switch

も大切だけど、こわれたら新しい物を買うこともできるし、代わりはいくらでもあるけれど、家族は

「その人」じゃなきゃダメで、代わりはいないからです。 

先週、お兄ちゃんが修学旅行で居ませんでした。⼣飯の時にお⺟さんが、「やっぱり、一人でもい

ないとさみしいね。」と言いました。本当に一人だけいないだけなのに、家の中がいつもより静かな

感じがしました。 

お兄ちゃんが修学旅行から帰ってくる⽇、お⺟さんはお兄ちゃんの大好物のカレーを作って待って

いました。だけど、帰ってきたお兄ちゃんから、「修学旅行中に、カレー２回食べたわ。」と言われて、

チーンとなっていて笑いました。「でも、家のカレーは別ね、うまい。」とお兄ちゃんはうれしそうで

した。お兄ちゃんから修学旅行の色々な話を聞きたくて、⼣ご飯中ずっと質問攻めでした。お土産も、

お姉ちゃんには沖縄キティとか、みんなが好きそうなやつでした。お⺟さんがお兄ちゃんを思って作

ったカレー、お兄ちゃんが家族のために選んでくれたお土産、遠くにいても家族のことを考えている
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んだなあと思いました。 

宝物はぼくを笑顔にして、幸せをくれます。 

 

５−⑪           「一生の宝物」 

私の大切な宝物は家族だ。家族は私と兄と⺟と父がいる。家族は、やさしくてみんなとても仲がよ

い。そんな家族の紹介をする。 

兄は、とてもやさしくて音楽が好きだ。ギターが得意で、時々ギターで演奏してくれる。時にはけ

んかもする。だが、大切な家族の一人だ。 

⺟は、いつも仕事と家事を両立してやってくれている。⺟の作る料理は、とてもおいしい。それに、

怖がりな私と一緒に寝てくれる。怒られてしまう時もあるけれど、⺟も大切な家族だ。 

父は、仕事を一生懸命がんばってくれている。いつも一緒にテレビを見たりしてくれる。父は家の

大⿊柱で大切な家族だ。 

もし、そんな家族がいなかったら、私は生きていられないと思う。さみしいし、一人だと家のこと

もできない。それにみんながいないと楽しくない。だから私には絶対に必要な、大切な大切な宝物だ。

私が困っている時に、家族みんなが助けてくれる。だから、家族が困っていたら私が助けてあげたい。 

私の家族はすごくやさしい。それに、みんな仲が良い。時々けんかやおこられたりするけれど、そ

れでも大切な家族に変わりない。そんな家族をこれからもずっとずっと大切にして、一生家族という

宝物と一緒にいたい。 

 

５−⑫           「私の大切な町」 

「ゴミ拾いに行くよ。」朝、お⺟さんが私に声をかけてきた。私の地域では、月に一度、当番制で

ゴミ拾いを行っている。ゴミ袋、トングを持ち、軍手をして出発した。しばらく順路を歩いてみたけ
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れど、あまりゴミはなかった。きっと毎月ゴミ拾いをしているからだと思った。登校中意識してゴミ

が落ちていないか見てみても、ゴミは落ちていなかった。 

ゴミ拾いや登校中、私はふとこの町の景色を見ると、何だかとても安心する。山に囲まれて、とて

も静か。農道沿いの山は、春夏は山が⻘々としている。秋は紅葉がとてもきれい。冬は、雪が降った

ら辺り一面真っ白になり、とても幻想的。小さな頃から毎⽇見ていた景色だけれど、今も景色は変わ

らない。 

この町を守るために、私に出来る事を考えてみた。まずは、進んでゴミ拾いをすることだと思う。

一人一人が進んですることで、きれいな町になる。もう一つは、ゴミの分別。例えば、プラスチック

を燃やしてしまうと二酸化炭素が発生し、地球温暖化の悪化につながる。プラスチックは、可燃ゴミ

と分熱して処理することが大切。このように、地球や環境を守るために SDGs という取り組みが行わ

れている。私はこの町が大切。このような取り組みを心がけて、大切な町を守りたい。そしてこれか

らもこのすばらしい町であり続けるために、次の世代へとつなげていきたいと思う。 

 

５−⑬         「生きるために守りたいもの」 

あなたは、自然のありがたみを感じたことはあるだろうか。自然は、毎⽇私達を見守ってくれてい

る。そばにいてくれる存在だと思っている。 

自然には、３つのまとまりがあると思う。一つ目は、光だ。光は、色や形が見えるように照らして

くれて、人の心を華やかにしてくれている。生活では、食べる、寝る、服を着るなど様々なことがあ

る。しかし、光がなければ、物がどこにあるのか、それは何色か分からない。光は、太陽や電気のこ

とで、私にとって欠かせない大切なものだ。二つ目は、緑だ。緑には、色々な種類があって、私達に

きれいな空気を作り出してくれる。そして、緑を見ていると心がいやされる。がんばるパワーを与え
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てくれる大切なものだ。三つ目は、水だ。水は、生命あるものを生かしてくれて、緑を作り出してく

れる。人は、水が体の６０％をしめているそうだ。人は、水のおかげで生きることができる。 

これらの光、緑、水は私達にとって欠かせない存在だ。しかし、今は人が生きるために、沢山の電

気を使い、建物などを造るために木を切り、山の緑は減っているそうだ。そして、水も限りあるもの

で水不足になったこともある。大切なものだからこそ、これからはむだ使いせず、必要な分だけ使う

ようにしたい。光を守るために、節電に取り組み、緑を守るために、もっと森林破壊について考え、

水を守るために、節水を心がけていきたい。  

 

５−⑭         「私の宝物は・・・」 

毎年、春になると、気持ちがワクワクする。天気が良くて、あたたかいと外へ出かけたくなる。き

れいな花やかわいい花もたくさん咲く。ももの花が咲き始める頃、私はお父さんとお⺟さんと、ひな

人形をかざる。この⽇がとても楽しみだ。 

ひな人形は、私が生まれて初めての春に、おじいちゃんとおばあちゃんが買ってくれた。ひな人形

には、意味が込められていることを教えてもらった。女の子が生まれると、子どものすこやかな成⻑

と幸せを願い、思いを込めておひな様をかざり、毎年ひな祭りをしてお祝いをする。また、将来幸せ

な結婚ができるようにと願いを込めたものだそうだ。私はそれを聞いて、なるほどと思った。 

私のひな人形は、おばあちゃんが好きな印伝で３段かざりになっている。人形の表情も、よく見る

とそれぞれ違いがあり、男びなはりりしく、女びなは優しいものを選んでくれたそうだ。台も大変貴

重な材質で、今では手に入らないものだそうだ。おひな様をお出迎えする市松人形の愛ちゃんもとて

もかわいくて、小さい頃はケースから出してだいていた。 

⺟のひな人形は７段かざりで、小物も沢山あったのでかざるのが大変だったそうだ。 

私の宝物、それはひな人形だ。一生大切にしたい。それから、守ってもらいたい。 
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５−⑮         「自分の支えとなるもの」 

私は、ダンスを習っています。ダンスを始めた一つのきっかけでもあるダンスグループのライブに

行ったことが、私の大切なものです。 

その時は、まだダンスを習っていなくて、ダンスグループのことも知りませんでした。しかし、ダ

ンスグループのメンバーが主演をつとめるドラマを見て、「この子達は、ダンスがとっても上手だな

〜」と感心しました。そして、上手な子が、このダンスグループのメンバーであることを知りました。

私も、グループのメンバーみたいに上手くなりたいと思いました。数⽇後に、お父さんから「ダンス

グループのライブチケットが当たった」と連絡が来ました。私はうれしくて、飛び上がりました。当

⽇、朝早くに東京のお台場へ向かいました。私はドキドキが止まりませんでした。そして、ライブが

始まりました。普段見ているテレビやユーチューブの時よりも、迫力があって驚きました。私は、目

を輝かせながら見ていました。ライブが終わってからは、ダンスグループを目標に、ダンスを習い始

めました。そして、ライブに行った⽇は私の誕生⽇に近かったので、誕生⽇プレゼントにもなってう

れしかったです。 

このライブの思い出は、私の沢山ある大切なものの中の一つです。それが、今の自分の中の支えと

なり、がんばれています。もっとダンスが上手くなるという目標に近づけるように、⽇々の練習をが

んばりたいです。 

 

５−⑯           「ぼくの宝物」 

ぼくの宝物は、２年生で入った防火ポスターです。今まで一度も賞に入ったことがないのに、防火

ポスターで入った時はとてもうれしかったです。 
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なぜ宝物かの理由は、３・４・５年生で出してもぜんぜん賞に入らなかったから、ぼくはとても大

事にしています。あと４つ理由があります。一つ目は、お父さんが消防士だから、入った時はとても

うれしかったです。二つ目は、防火ポスターで入選してないと思ったら、まさかの「入選した」と言

われた時は、とてもとてもうれしかったです。三つ目は、入選した時、お父さんとお⺟さんとおばあ

ちゃんにほめられたことです。四つ目は、自分でも分からないくらいとても大喜びをしたから、お父

さんに「コンビニで何か買って」とおねだりしました。そしたらなんと、「入選したからコンビニに

行ってあげる」と言って、コンビニに着いたら「何買っていい？」と聞いたら、「お菓子を買ってい

いぞ。」と言われたので、お菓子を２つ買いました。おいしかったです。 

最後に、防火ポスターだけではなく、他の「家庭の⽇」の賞に入りたいです。とてもうれしかった

です。 

 

５−⑰          「命は私の宝物」 

私は、ある出来事で命の大切さを学ぶことになりました。 

今年１０月、私は家族と出かけに行くことになりました。生活器具や食品を買いに出かけました。

あまり遠くには出かけなかったのですが、色々と店を回ったので帰りが遅くなってしまい、「そろそ

ろライトを付けなきゃ」という時に事件が起きました。色々と店を回って、やっと用事が終わって家

に帰る途中の出来事だったのです。みんな疲れていたので、お父さん以外みんな寝てしまい、２時間

経った時のことです。車が急に止まり、びっくりして目を覚ますと、お父さんが真っ⻘な顔でこっち

を見ていました。具合でも悪くなったのかと思い、最初はみんなお父さんのことを心配していました。

すると、急にお父さんが「殺してしまった」と言いました。みんなが車から出て車の下を見てみると、

ねこが死んでいました。みんな言葉を失っていました。 
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私はこの出来事を機に、「動物は人の命と同じ、殺してはいけない」このことを心のすみに入れな

がら生活をしていき、将来私は捨て猫や捨て犬を保護する人になりたいと思いました。そして、子ど

もたちや大人の人達にも、このことをきちんと教えて、みんなで動物を大切にしたいと思いました。

がんばります。 

 

＜小学校６年生＞ 作文課題「あなたが幸せを感じる時間はどんな時」 

６−①            「笑顔の試練」 

私が幸せを感じるのは、みんなで笑っている時だ。 

私は、家族、友達、先生や親戚と笑っている時が一番幸せだ。自分が笑っている時も、他の人が笑

っている時も、「あぁ、生きてて良かったな」と思う。人を笑わすのも大好きだ。最近、人生におい

て考えていることが多くなった。それでネガティブ思考になる時だってある。最近の悩みだ。学校へ

行ったり、習い事へ行ったり、家に帰ったりする時も、ずっと笑顔でいたいと思うようになった。私

が暗い顔をしていると、「大丈夫？」「何かあったの？」と心配してくれる友達。そういうところが大

好きだ。一緒にいるだけで幸せを感じる。生きているって感じる。楽しい。うれしいとポジティブな

思考になる。「そんな毎⽇がいつか途切れてしまったら？」と考えると泣けてくる。そんなことを考

えずに笑顔で話していると、頭の隅にあるネガティブ思考が出てくる。それでも幸せで毎⽇が楽しい。

人生が試練を与えてくる。自分にとってそれは大きなチャレンジだと思う。ポジティブな前向きな考

えで、毎⽇を過ごす。これが今の目標だと思う。これからも他の人、身近な人の笑顔を守り抜くこと

も、自分も笑顔でいることも大切だと思う。 

私は、笑顔の妖精のように笑顔をふりまく存在になりたい。この神様が与えてくれた試練を逃さず

に取り組む。立ち向かっていきたい。周りの人も「壁」を乗り越えて幸せな⽇々を送って欲しい。 
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６−②           「幸せな家族」 

ぼくが幸せだと思うのは、家族といる時だ。 

「ただいまー」「おかえり」学校から帰ると、祖父や祖⺟が声をかけてくれる。⺟が迎えに来るま

で、宿題をしたりかわいい猫とじゃれ合ったりして遊ぶ。車の中で、⺟と一⽇の出来事や今⽇の⼣飯

の話をしながら帰宅する。 

二度目の「ただいまー」「おかえり」今度は父の声だ。灯りがついてあたたかい家は、とてもほっ

とする。⺟は⼣食の支度を始める。父は晩しゃくをするので、風呂が先だ。ぼくがお風呂にお湯を入

れ準備する。時々風呂で、父といろんな話や相談をしたりする。風呂だとリラックスできて会話しや

すい。風呂から出ると、⼣飯ができている。ぼくははしを並べたり、ご飯を茶わんによそる。自分か

ら手伝いをすると、⺟はうれしそうに「ありがとう」と言ってくれる。みんながそろったら「いただ

きます」。⼣飯を食べながら、週末は何をしようか、友達とこんなことがあったとか話をする。父も

⺟もぼくの話を聞いてくれ、時にはアドバイスもしてくれる。ぼくは「この家族でよかったなあ」と

思う。⼣飯はぼくの好きな物が必ず一つはある。今⽇はわかめの入ったみそ汁だ。好きな⼣飯を家族

で食べられること、それがとても幸せだ。 

みんなでおしゃべりをしてにぎやかに食事ができない今、家族でご飯を食べることが幸せに感じる。

父や⺟、祖父や祖⺟、大好きな猫がいる。この時間を大切にしていきたい。  

 

６−③              「私の幸せ」 

「○○、早くやることすまして、寝なさい。」お⺟さんが言った。「今いいところだから、もうちょ

っと」私は本が大好きだ。「銭天堂」や「ものだま探偵団」など、お気に入りの本がたくさんある。
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その中でも、「銭天堂」がお気に入り。銭天堂の不思議なお菓子を想像したり、自分で新商品を考え

たりするのが楽しくてたまらない。今⽇も本を読んでいたら、早く寝なさいとおこられた。 

「おすすめの本、ありますか？」私はいつも学校の図書室に借りに行く。先生のおすすめの本や、

図書委員のおすすめの本などを借りると、新しい発見がある。今⽇は何を借りようかな。そう思った

時、司書の先生が「これはどう？」と２冊の本をすすめてくれた。「都会のトム＆ソーヤ」と「ギリ

シア神話」。「都会のトム＆ソーヤ」はすごく分厚くて、読むのは大変そうだった。でも表紙の絵を見

るとおもしろそうだったから借りた。「ギリシア神話」はそこまで厚くないし、読んだことのない本

だったから借りてみた。「今⽇帰ったら読もう。」ワクワクしながら帰った。本の内容が気になって、

その⽇の帰るスピードがびっくりするくらい速かった。 

私は本を読んでいる時、人の声がほとんど聞こえない。だからお⺟さんに、よくおこられる。でも

お父さんは「集中して読めていいよ。」と言ってくれる。本を読んでいる時が、一番楽しく感じる。

私の幸せな時間は、本を読んでいる時なんだ。 

 

６−④             「幸せな時間」 

私が幸せだと感じるのは、父・⺟・私の家族３人でご飯を食べている時だ。 

特に⼣食。⼣食の時のテーブルの上に並んだご飯を、つまみながら話をする。今⽇の出来事や友達

の話、父と⺟が幼かった頃の昔話。私は、父と⺟が幼かった頃の話や実体験を聞くのが大好きだ。小

さい頃、よく近所の人にいたずらをした、学校の先生にいたずらをした、転校することになった時に、

よくいじめてきた子がとても泣いて悲しんでいた・・・。まるでまんがを読んでいるかのように、お

もしろい話がどんどん積み重なって、「どんな話からこの話になったんだっけ？」と思うことや、「も

うこんな時間！」と思うことがよくある。そうやって楽しく話をしている時、いつか大人になった時



 - 16 - 

に今の私のような子どもに話して、「おもしろい、楽しい」と思ってもらいたいなと思っている。 

⼣食の時、⺟のおいしい手料理を食べながら、楽しく家族みんなで話ができるのは、本当に幸せな

ことなんだと思う。だからこそ、今ある幸せをかみしめていきたいと思った。 

 

６−⑤             「身近な幸せ」 

「ただいま。」学校から帰ってきたら、今すぐにでも幸せを感じるあの場所に向かいたい。でも、

その前にくつをそろえて、ランドセルと荷物を自分の部屋に置いて、手洗い・うがいをすませたら、

いよいよあの場所へ。 

だれもいない、ぬくぬくのこたつに首までもぐり横になる。「あったか〜い。」私が一番幸せを感じ

る時間。冷たい体がどんどん暖かくなっていく。一番のポイントは、首までしっかりこたつに入って

暖まること。幸せすぎてなのか、すぐに眠くなってしまう。私の家は５人家族だから、みんなでこた

つに入っている時は、足がギュウギュウ。こたつの中が混雑しているから、あまりくつろぐことがで

きない。私が学校から帰った時は、お父さんも２人のお姉ちゃん達もまだ帰っていないし、お⺟さん

は忙しそうにしているから、こたつが私だけのものになる。とても幸せな時間だ。「ご飯を食べる」「学

校に行く」「友達と遊ぶ」「家族と過ごす」身近には様々な幸せがある。あまりにも身近で、当たり前

すぎてその幸せに気づけないことも多いと思う。その当たり前に気づける心でいたい。 

「幸せ」というものは、意外と身近にあるのかも知れない。この作文を書いてみて、自分は⽇常に

ある「当たり前」が幸せなのだと気づいた。だからその⽇常を、これからも大切にしていきたい。 

 

６−⑥          「祖父⺟といられる大切な時間」 

毎年正月になると、埼⽟にいる祖父⺟の家に行く。そして、そこで正月を過ごし、また１年が始ま
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る。 

どうして、毎年正月になると、祖父⺟の家に行くかというと、普段は離れて生活していて、年に数

回しか会えないから、正月は埼⽟にいる祖父⺟と過ごそうと家族で決まっているからだ。まず、祖父

⺟の家にきた時の楽しみは、祖⺟のご飯だ。祖⺟のご飯はとてもおいしくて、特にハンバーグがふん

わりして味付けが良く、大好物だ。そして、正月になると、今度は⿊⾖やきんとんなどのおせち料理

が、テーブルいっぱいに並ぶ。その中でも一番好きなのが、豚肉のチャーシューだ。また、祖父は将

棋や麻雀やぼうずめくりなど、色々な遊びを教えてくれた。将棋では、祖父がハンディをくれて勝負

したり、麻雀では最初は役なしで勝負したりした。他には、部屋にかくされている物を探す宝探しを

したりした。宝探しは、毎年たくさんのお菓子をもらって、とてもうれしかった。 

毎年祖父⺟の家に来ると、幸せを感じる。それは、祖⺟はおいしい料理を作ってくれて、祖父がた

くさん将棋や麻雀などの遊びをしてくれるからだ。そして、祖父⺟は二人とも８３歳を迎えていて、

一年一年毎年祖父⺟と会う時間が大切な時間だからだ。だから、祖父⺟の家に来ると二人とも元気で

安心している。これからも、祖父⺟と一緒にいられる時間を大切にしていきたい。 

 

６−⑦             「幸せだから」 

「ただいま。」私は学校から帰るといつも言う。「おかえり。」私が「ただいま」と言うと、いつも

言ってくれる。そんなお⺟さんとの会話が私の幸せだ。 

私は「おかえり」と言われるといつもうれしいし、やさしいなと思う。なぜなら、この世の中には

親がいない人がいるからだ。だから私には親がいて、「おかえり」と言ってくれることで、毎回お⺟

さんがいると実感がわいてうれしいからだ。やさしいなと思うのは、家にはお⺟さんしかいない。だ

からお⺟さんが、家のことを全部やる。さらに仕事の帰り、夜勤明けの⽇でも、「ただいま」と言っ
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たら「おかえり」と言ってくれる。だからやさしいなと毎⽇思う。「おかえり」と言うのは、だれで

もできる。けれど私のお⺟さんは、「おかえり」と言う時、料理していてもテレビを見ていても、そ

こから目を離して私の目を見て、やさしく「おかえり」と言ってくれる。私はいつも、気持ちがこも

っていてうれしいな、やさしいなと思う。だから私は幸せだなと思う。他にも「学校どうだった？」

やテストの結果を言うと、「すごいじゃん」なども言ってくれる。仕事や家事などをして疲れている

のに、私の方を向いて話してくれる。 

私が大人になってお⺟さんになったなら、私のお⺟さんがしてくれたように子どもにしてあげたい。

なぜなら、それをされている私が幸せだから。  

 

６−⑧               「私と本」 

本の１ページ目を開く。それは、わくわくの始まりである。私は、本の世界へと引き込まれていく。

本を読んで泣いたり、笑ったり、怒ったり・・・主人公の気持ちになって、はらはら、どきどきする

のがとてもおもしろい。また、本を読むと、「こんな人もいるんだぁ。ちょっと私と似ているかも！？」

と色々なことも学べる。だから私は本が大好きだ。 

私は昔、本を読むのが苦手だった。むしろ大嫌いだった。「本を読むのは遅いし、本を読んだって

いいことないし、何で本なんかみんな読むんだろう。」そう思っていた。また私には、一つ上の姉が

いて、姉は本が大大大好きで、本を読むのはとても速く、厚い本をたくさん読んでいた。そんな姉と、

いつも間にか比べてしまっていて、「どうして私は姉とは違うんだろう」と思いこんでしまった。そ

んな姉と私の差をつけた本が、嫌いになっていた。でもある⽇のこと、姉が「これ読んでみて！めっ

ちゃおもしろいから！」興奮気味に、私に一冊の本を渡した。それは、私と本の出会いだった。それ

から私は、本をたくさん借りるようになった。 
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昔嫌いだった本。今は一番のいやし場となった。これからも本をたくさん読んで、私を高めていき

たい。 

 

６−⑨            「幸せと感じる時間」 

ぼくが幸せと感じる時間は、野球のグラブを見たり、手にとってはめてみたりする時間です。５年

生から始めた野球がきっかけで、ぼくはグラブに興味を持ちました。グラブにも様々な色や革の種類

があり、形も守るポジションによって違います。例えば、外野手は縦に⻑いグラブを使い、キャッチ

ャーやファーストは少し特殊な形のミットというグラブを使います。それぞれのグラブの違いや特徴

を見るのがとても面白いです。 

ぼくは休⽇によくスポーツ用品店に行きます。とてもワクワクしながら、真っ先に野球コーナーに

向かい、グラブを見始めます。見ている時は、夢中になっているので、気づかないうちに何時間も経

っていることもあります。また、グラブを作っている会社のカタログやホームページもよく見ます。

プロ野球選手が使っているグラブの特徴が載っていたり、作り方やお手入れの方法なども載っている

ので、参考になります。もし次にグラブを買う時には、こんな色や形でこんな風にしたいと、夢がど

んどんふくらんできます。 

スポ少の野球はもうすぐ卒団になりますが、中学校に行っても野球を続けたいと思っています。そ

してこれからも、ぼくのこの幸せな時間は変わらず続くでしょう。 


