
 

小学校低学年の部          最優秀賞 

 

かぞくみんなのたまごやき 

     米原市立坂田小学校  ２年    海東 湊 
 

 ぼくのおてつだいは、あじ見や、りょ

うりのじゅんびをすることです。 

 ぼくは、夏休みでたまごやきを６回

ぐらいつくっています。あじみをして

いたら、おかあさんが「たまごやきを

やいてみる？」とききました。ぼくは、

やいてみるといいました。 

 だけど、たまごをわったりするのが

にが手で、からがいっぱい入ってしま

いました。やくのもほとんどおかあさ

んがやってくれました。ぼくもおかあ

さんみたいにじょうずになりたいなあ

と思い、たまごをやくれんしゅうするこ

とにしました。 

 れんしゅうをしていたら、どんどんう

まくなりました。一人でもあせらずに、

たまごをやけるようになるようになりま

した。 

 おとうさんが、つかれてかえったの

で、たまごやきをやきました。おとうさ

んは、それを見ておどろきました。「こ

れ、みなと一人でつくったん？」ぼく

は「うん。そうだよ。」と言うと、おとうさ

んはおいしいと言ってくれてありがた

いとおもいました。 

 かぞくにもっとよろこんでほしいから、

もっといろいろなものをつくれるように

なりたいです。たとえば、おとうさんの

すきなカレーライス、おかあさんのす

きなフルーツサンド、おとうとにはみ

そしるをつくってあげたいです。 

 ぼくは、かぞくにもよろこんでほしい

と思っていたけれど、おとうさんやお

かあさんもぼくによろこんでほしいん

だなと気づきました。だから、これから

はどんなりょうりでもすききらいせず、

のこさずたべて、大きくなりたいです。

そして、かぞくみんなでたのしくくらし

ていきたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年度『豊かな心をはぐくむ家庭づくり』作文 最優秀賞 



小学校中学年の部       最優秀賞 

 

家族の絆            

            彦根市立城南小学校   ４年   大野瀬 理人 

 

 ぼくの家族は、お父さん、お母さん、お兄

ちゃん、ぼく、弟の５人家族です。弟がうま

れて、１年くらいたったころ、新がたコロナウ

イルスが流行し、今まで家族でお出かけし

ていたのが出来なくなりました。学校も休校

になり、お父さんやお母さんが仕事を順番

に休み勉強を一緒にしました。友達とも外

で遊べず、ずっと家にいたので、お兄ちゃ

んとも、いっぱいけんかをしました。それを

見てお父さんが人があまりいない、犬上川

に連れていってくれました。みんなで魚を

つかまえたり、いっぱい遊びました。夜は、

家で花火をしたり、ホタルを見たり、人があ

まりいないところで楽しめるように、いろいろ

考えてくれました。友達に会えず家族旅行

にも行けない夏休みだったけどお父さんと

お母さんのおかげで楽しい夏休みになりま

した。 

 その年の秋にお父さんが亡くなりました。

弟は、まだ２さいにもなってなかったので、

お父さんが亡くなったことも分かりませんで

した。弟は、お父さんとあまり遊べなかった

のでかわりに、お兄ちゃんとぼくがかた車を

したり、高い高いをしたり、お父さんがぼくた

ちにしてくれたことをしていっぱい遊んであ

げました。 

 お母さんの仕事も時間が長くなったので

家にかえってくるのもおそくなりました。だか

ら、お兄ちゃんとぼくでおふろあらいやかた

付けそうじをいっぱいおてつだいするように

なりました。お母さんは、とても助かってうれ

しいと言っています。これからもお兄ちゃん

とぼくできょう力して、助けたいです。 

 お父さんが亡くなって今年で２回目のお

ぼんがやって来ました。おぼんは、亡くなっ

た人がおうちに帰ってくる日と、お母さんが

言っていたので、ぼくのお父さんも帰ってく

ると思います。あまりお父さんの記おくもな

い弟のためにもどんなお父さんだったか話

しながら、おぼんをすごそうと思います。 

 お父さんがお兄ちゃんとぼくに教えてくれ

たことを弟に教えていこうと思います。 

 お父さんのおはかには、家族みんなで、

話し合ってきめた絆という漢字がほってあり

ます。これからも家族のきずなを大切にして、

楽しくくらしていきたいと思います。お父さ

んとの思い出をわすれないで、お父さんが

いなくてもお母さんやお兄ちゃんや弟で家

族旅行に行きたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



小学校高学年の部       最優秀賞 

   

家族みんなでいいところさがし             

長浜市立塩津小学校  ５年  柴田 真依 

 
 わたしの家では、２年前から「家族会議」をしています。

きっかけは、お母さんがわたしたちに、話していても伝え

たいことがうまく伝えられていないと感じたことでした。わた

しには、二つ上のお兄ちゃんがいます。わたしたちがうまく

いかなくて落ちこんでいる時に、お母さんがアドバイスをし

てくれることがあります。でも、何だかおこられているように

感じてうまく言葉を受け取れないことがあります。お母さん

は、そんなことが続いていたので、どうやったらうまく伝えら

れるのかをお父さんとも相談して、家族会議を始めたそう

です。 

 家族会議では、家族の良い所と、アドバイスを１まいの紙

に書きます。紙は、家族ひとりに１まい用意します。アドバ

イスは、もっと良くなるよという気持ちをこめて一つだけ書

きます。そして、書き終わった紙をいっせいに交かんしま

す。アドバイスを参考にしてこれからの自分の目標を書き

ます。目標の紙はみんなが見えるところにはって、いつで

も見ることができるようにしておきます。 

 最初、書いてみようと思っても書くのはむずかしいことで

した。なぜなら、いっしょに生活していても、意外と家族の

良い所に気づいていなかったからです。それに、思ってい

ることを文字に表すのはむずかしいことだからです。だれ

かに見られるのがはずかしいとも思いました。いざ書こうと

思うと、なかなか書けません。けれど最近は、家族の良い

所を見つけることができるようになりました。それは、家族

会議をきっかけにみんなの良い所を意識するようになった

からです。最近は、書いているうちに、どんどん良い所が

見つかってくるような気がします。 

 わたしは、この間の家族会議で、お父さんの良い所は、

「いつも遊んでくれる」と書きました。お兄ちゃんには、「い

つもやさしい」と書きました。お母さんには、「いつも家事を

してくれる」と書きました。わたしは、ふだん当たり前に思っ

ていることも、相手の良い所だと気づいて、それを言葉に

して伝える事が大切だと思うようになりました。 

 アドバイスには、「おこらずに話してくれると聞きやすいで

す」や、「計画を立てて行動するといいと思う」などを書きま

した。やっぱりまだ、自分の気持ちを文字に表すことはむ

ずかしいけれど、伝えたいことを伝えようと心をこめて書い

ています。そして、家族にその気持ちが伝わればいいなと

思います。家族会議は、家族のことをよく知ることができる

よい機会だと思います。 

 いっせいに紙を交かんする時は、少しニヤニヤしてしま

います。何が書いてあるのか楽しみなのと、はずかしい気

持ちもあってドキドキするからです。家族にわたしの良い

所を書いてもらえるのはうれしくなります。なぜかというと、

自分ががんばっていないと思っていることでも、がんばっ

ているよと書いてもらうと勇気が出るからです。それに、自

分の良い所を見つけることができます。紙に書いてあると

相手からのアドバイスを素直に受け止めることができます。

わたしは、お母さんに注意されると、今まではやる気がなく

なっていたけれど、そのアドバイスを素直に受け取って直

す努力をしようと思えるようになりました。 

 家族会議で、良い所やアドバイスを書き合うことで、家族

の仲が前よりも深まったと思います。 

 お兄ちゃんも、「良い所や、直したほうがよい所を家族で

話し合うことができるのがいい。」と言っていました。お母さ

んが、家族会議を考えたのは、成功だったと思います。こ

れからも、家族会議を続けていって、良い所やアドバイス

を交かんすることで家族の仲が深まっていくとよいと思い

ます。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

小学校低学年の部    優秀賞 

 

おばあちゃんのトマト  

野洲市立北野小学校 ２年   小林 理歩 

 

 おばあちゃんのおかげで、きらいな

トマトがたべられるようになりました。 

 わたしのおばあちゃんは、はたけで

むのうやくのやさいをそだてていて、

わたしのいえにおくってくれます。お

ばあちゃんがおくってくれたやさいは、

にんじん、きゅうり、ブロッコリー、玉ね

ぎも大すきだけれど、トマトは、どうして

もたべられません。すっぱそうだし、か

たそうだからです。 

 ある日、おばあちゃんがいえにあそ

びにきたとき、はたけでとれたトマトを

ザルいっぱいにもってきました。 

 おばあちゃんは、トマトをサラダに入

れたり、スープに入れたりして、たべて

いました。ミキサーでジュースにもして

いて、 

「おいしい、おいしい。」 

と言って、にっこりえがおになっていま

した。それを見ていたわたしは、「おい

しそうだな。」 

と思いました。 

 ばんごはんになると、わたしのサラダ

のおさらにも、トマトがのっていました。

いつもはたべられないけれど、おばあ

ちゃんがおいしそうにたべてたのでわ

たしもちょっとたべてみようと思いまし

た。一口たべてみると思っていたより、

あまくて、おいしくて、わたしも、にっこ

りえがおになりました。 

 その日わたしは、たくさんトマトをた

べてその日から、トマトが大すきになり

ました。 

 おばあちゃんのおかげで、わたしは

トマトがたべられるようになりました。お

ばあちゃんいつも、おいしいやさいを

ありがとう。 

 わたしは、ことし小学校のじゅぎょう

で、トマトをつくりました。こんどは、わ

たしがつくったトマトをおばあちゃんに、

たべてもらいたいです。またあの日み

たいなにっこりえがおが見られますよ

うに。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年度『豊かな心をはぐくむ家庭づくり』作文  優秀賞 



小学校低学年の部   優秀賞 

 

生まれてくるのを楽しみにしていてくれてありがとう 

守山市立守山小学校 ２年   平井 穂実 

 

 お母さんのおじいちゃんわたしの

ひいおじいちゃんにつたえたいことが

あって作文をかくことにしました。私は

ひいおじいちゃんに会ったことがあり

ません。名前は山田正よしです。わた

しがまだお母さんのおなかの中にい

た時にしんでしまったからです。「ひ

いおじいちゃんは、生まれてくるのを

とても楽しみにしてくれてたんやよ。」

とおしえてもらいました。それを聞い

てすごくうれしい気持ちになって会い

たくなりました。でももう会えないので、

とてもざんねんに思いました。 

 夏休みにみんなであつまった時に

ひいおじいちゃんのことをいろいろち

ょうさしてみました。クリーニングやさ

んをしていた。山のぼりがしゅみで全

国のお寺を回ったことがあった。イケ

メンだった。90 才すぎてもメールして

いて、96 才まで生きていたことをおし

えてもらいました。ウルトラスーパーお

じいちゃんでした。ますます会いたく

なりました。 

 お母さんは 

「みんなでおじいちゃんを思い出して

話をしていると天国でよろこんでいる

ね。」 

と言っていました。ひいおじいちゃん

私はまだまだ天国には行かないけど、

ごめんね。いつかは、会いたいね。そ

の時はいっぱいお話ししたいね。楽

しいお話が出来るようにがんばるね。

生まれてくるのを楽しみにしていてく

れてありがとう。ひいおじいちゃんにと

どきますように。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  小学校低学年の部  優秀賞   

  

わたしはスポンジ 

  長浜市立速水小学校 ２年  山下 晃生 

 

 わたしのおとうさんとおかあさんは、ま

い日はたらいています。だからわたしも、

まい日学どうで友だちとあそんでまって

います。むかえにきてくれていえにかえ

っても、おとうさんたちはいそがしそうに

ごはんをつくったり、かたづけをしたり、

わたしのしゅくだいを見たりとがんばって

いて、とてもつかれています。バタバタし

ているあいだにわたしのしあげはみがき

のじかんがやってきます。せんめんじょに

いるおかあさんのところに行くと、おかあ

さんはニコニコしてまっているけど、やっ

ぱりまだつかれているようです。そんなと

きは、おかあさんがりょう手をひろげてい

ます。わたしへのぎゅうのあいずです。わ

たしがとびこむと、力いっぱいだきしめて

くれます。そのときおかあさんは、 

「はぁ。」 

と大きくいきをはきます。こころがぽかぽ

かとあたたかくなって、一日のつかれが

ぜんぶぬけていくそうです。 

 おにいちゃんも、わたしをだっこしなが

ら 

「なんて小さな生ぶつなんだ。」 

と言ってとってもおちつくそうです。 

 だからわたしは、かぞくみんなのつかれ

をすいとるスポンジみたいだといわれま

す。 

 わたしのスポンジですいとったみんな

のつかれをどうしているのか、わたしにつ

かれがうつっていないのかとおかあさん

がきいてきました。わたしはぜんぜんつ

かれてなくて、すいとったつかれは、わた

しの中で元気にかえているんだとこたえ

ました。ぎゅうとスポンジですいとったつ

かれは、元気にかえてまたみんなにとど

けています。 

 わたしがスポンジになるおかげで、み

んなはつぎの日も元気にがんばれるとい

います。わたしはかぞくに元気をくばるや

くわりをもっています。 

 これからもやさしさまん点のおもしろくて

たのしいかぞくでいたいなぁと思います。 

 もしわたしに元気がないときには、かぞ

くのだれかにスポンジのやくわりをゆずる

ので、そのときは元気をとどけてほしいと

おねがいしたいと思います。 

 

 

 

 

 

 



小学校中学年の部  優秀賞 

 

おさん歩おばあちゃん 

          高島市立本庄小学校 ４年  梅村 琵菜 

                

 近所に、目の不自由なおばあちゃんが一

人で住んでいます。 

そのおばあちゃんは、雨の日も風の日も、

雪がちらついている日も、毎日歩いていま

す。手おし車をおして、歩いています。 

私は、おばあちゃんを見つけると、すぐに

走っていって、声をかけます。 

「こんにちはー」 

と、言うと、 

「ひなちゃんけー」 

と、言います。私は、 

「そうやでー」 

と、答えます。おばあちゃんは、にーっと笑

って、昔話をしてくれます。 

 家の前を通ると、地面に顔をつけるように

して、草むしりをしています。どうして、草む

しりができるのかと思って、聞きました。手で

さわると、ざっ草と、花の苗の感じがわかり、

緑がうっすらと、見えるそうです。私は、すご

いなと、思います。おばあちゃんの家の前

は、いつもきれいな花がさいています。 

 ある日おばあちゃんの手おし車の音が聞

こえました。さん歩からいつもより早く帰って

きたので、どうしたのかなと思って、外を見

ると、大雨の中をかさをさして、急いで歩い

ていました。道路の真ん中で、しかもカーブ

の所でした。あぶないと思って、急いで、追

いかけて、おばあちゃんを、はしに、よせて、

家まで、送っていきました。おばあちゃんは

笑いました。 

 おばあちゃんは、白線を頼りに、歩いてい

ます。その白線が大変うすくなっていたの

で心配していました。そしたらなんと、8 月

22 日の朝外へ出たら、真白な太い線が両

はしに、引かれているではありませんか。 

「やったーぁー」 

と、私は、とびはねました。 

 これで、おばあちゃんは安心して歩けま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



小学校中学年の部  優秀賞 

  

わたしの妹 

彦根市立旭森小学校 ４年  大堤 千世 

 

 わたしには９才はなれている妹がいます。

わたしは４人兄弟で中学生の兄、ようち園

に行っている弟、今年１月に生まれたばかり

の妹がいます。 

 去年、赤ちゃんが生まれてくるという話を

聞いて、最初はおどろいたけど、小さい子

が大好きだったのでとてもうれしかったのを

覚えています。だんだんおなかが大きくなる

のを見て、こんなせまい所に赤ちゃんが入

っているんだなと不思議に思いました。お

母さんは体が重たそうで 

「ちよちゃん、下に落ちているもの、取って」

とよく言われていました。弟は戦いごっこが

好きなので、よくキックやパンチを家族にし

てきます。お母さんはパンチからおなかをよ

く守っていました。そして弟はよくおこられて

いました。にんぷさんはとても大変だなと思

いました。 

 わたしは弟が生まれてくるところを見たこと

があります。わたしは小さかったので覚えて

ないけれど、血がいっぱい出て、こわいな、

この場所にいたくないなと思ったことだけ覚

えています。そして、そして、お母さんの顔

もゆがんで苦しそうでした。なので、妹が生

まれるのを見たいような見たくないようなどっ

ちかわからない気持ちでした。でも、コロナ

がはやっていたので、生まれてくる所も見る

こともお見まいに行くこともできませんでした。

お母さんがおなかがいたくなり、病院へ行く

時になりました。赤ちゃんが生まれるまでド

キドキして、時計ばかり見ていました。お父

さんのけいたいが鳴りました。テレビ電話で

生まれたばかりの赤ちゃんを見た時、かわ

いいな、はやく会いたいなと思いました。家

にたい院して、帰ってきて初めて見た時、

赤ちゃんはわたしが思ってたより、とても小

さくてほねをおってしまいそうだったのでや

さしくさわりました。 

 今、妹は６カ月になりました。できることが

たくさんふえました。ごはんを食べる練習を

しています。わたしが一番かわいいと思う時

はわたしがあやすとえ顔でたくさんわらって

くれる時です。赤ちゃんはきのうできなかっ

たことがとつぜんできるようになるのですご

いなと思いました。家族でけんかをしていて

も、赤ちゃんを見ると、いつのまにかえ顔に

なります。赤ちゃんが見ているからけんかは

やめようと家族で話しています。 

 私は妹ができて，分かったことがあります。

生まれるまでも、生まれてからも赤ちゃんを

育てることは大変だと分かりました。そして、

私も赤ちゃんの時はこうして大事にされてい

たんだなと分かりました。前よりも家族がな

かよくなりました。家族がきょう力して、赤ち

ゃんを見ないと大変だからです。これからも

家族で妹を大切に育てたいです。 

 

 

 

 

 

  



小学校中学年の部  優秀賞 

 

  ぼくはおわらいたん当 

      彦根市立旭森小学校 ４年  小堀 玲於奈 

 

 ぼくは、小堀家のおわらいたん当です。 

 毎日、かならずわらわせて楽しい空気で

いっぱいにしています。 

 ぼくがおわらいたん当になったのは、去年

の 10 月です。なぜかというと、3 年生の 10

月７日にお父さんが天国に行ってしましまし

た。 

 お母さんとお姉ちゃんとお兄ちゃんとぼく

は悲しくていっぱい泣きました。そして、家

の中の空気が悲しくて暗くなってしまいまし

た。「これではみんなが楽しくすごすことが

できない。ぼくがみんなを明るくしたい。」と

思いおわらいたん当になることを決意しまし

た。 

 まずみんなを元気にするにはどうしたらい

いか考えました。 

 ぼくはジブリや、アニメなどのセリフのまね

がとく意なのでそれをすることにしました。 

 そして、おどったり歌うことでみんなをわら

わせることにせいこうしました。 

 それからぼくは、いっぱいお話をすること

にしました。学校であったことや友達とどう

やって遊んだかや、きゅう食のジャンケンの

ことを話す間にみんなは元気になってくれ

ました。それがとってもうれしかったです。天

国から見ているお父さんもよろこんでいると

思います。 

 ぼくがおわらいたん当になってから、家族

にえ顔がもどり家が明るい空気でいっぱい

になりました。 

 ぼくは、おわらいたん当してよかったです。 

 ぼくは、お母さんやお姉ちゃん、お兄ちゃ

んに元気がないときは、ぼくが、元気をあげ

ますが、ぼくが、元気がないときや心配事が

あるときは、他の３人が話を聞いてくれて元

気をいっぱいくれます。お姉ちゃんとお兄

ちゃんは、ぼくをわらわせてくれます。 

 ぼくの、家族４人集まったらいつもわらっ

ていて楽しいです。 

 これからも４人でずっと楽しくわらっていた

いです。 

 みんながわらっているときが一番楽しくて

幸せだと思います。 

 ぼくは家族が大好きです。本当は、お父さ

んがいて５人で楽しくすごしたかったけど、

４人になってしまったので、４人で楽しくい

つもわらっていられる家族でいたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



小学校高学年の部  優秀賞 

私の４人きょうだい 

          彦根市立城東小学校 ５年  田辺 嘉音 

     

 私は４人きょうだいで、一番最後に生まれました。

お兄ちゃん、お姉ちゃんとは、けっこう年がはなれ

ています。家族のみんなは、私が生まれてくるのを

楽しみに待っていてくれたそうです。生まれてから

も、きょうだいのだれかは、私の側にいてくれて、泣

くとすぐだっこして、あやしてくれていたそうです。

大きくなってからも、困っていると相談にのってくれ

たり勉強を教えてくれたり、ずっとずっと助けてもら

っていました。生まれる前から、家族にかわいがっ

てもらい、とても幸せ者だなぁと思っています。そん

な家族は、私にとって宝物です。このまま６人でず

っとずっと一緒に過ごすのがあたりまえだと思って

いました。でもそんなあたりまえの生活は、ずっと続

きませんでした。それは、初めての家族との別れで

す。一番上のお兄ちゃんが大学に行くために家を

出て一人暮らしをする事になりました。大学に合格

したのはうれしかったけれど、家を出ると聞いてお

どろきました。いつもいる人がそこにいないのは何

だか変な感じがしました。家の中が広く感じたし、と

ても静かになりました。お兄ちゃんどうしてるかなぁ

と気にしてばかりいました。今４年生、しゅうしょくも

県外の予定なので家には帰ってこないそうです。

あと 2 年後、3 年後には、また大学進学、しゅうしょ

くで残りの 2 人も家を出る予定らしいです。6 人家

族だったのに、一人一人と減っていき、両親と私の

3 人だけが残ります。私一人取り残されたように思

います。 

 私はこの作文を書いて、私にとっての「家族」に

ついてあらためて考えました。今の環境でいられる

事をあたりまえと思わず、一緒にいられることに感

謝しよう。この時間を大切にしていこうと思いました。

今、仕事をしている父、大学生のお姉ちゃん、高

校生のお兄ちゃんとも生活のリズムが合いません。

一緒に住んでいても、会う時間はとても少ないです。

家族そろってご飯を食べるのも週末の夕食 1 回く

らいです。家族旅行といっても、コロナのえいきょう

もあり、また部活、バイトそれぞれの予定があるの

で行けません。その少ない時間の時でも個人個人、

好きなことをしながら、ご飯を食べたりしています。

家族がそろう時間、テレビ、スマホなどを見ずに会

話をしたいと思いました。みんなと話して、家族の

ことを知りたいと思いました。 

 私は家族はずっといっしょにいるし、変わらないと

思ってきました。でも私たちが、大きくなるにしたが

って、家族の形は変わっていくと思いました。私た

ちが成長していくためにはずっと同じ所にはいられ

ないし、変わっていくものだと思いました。けれど家

族、兄弟なのは変わりません。どんな形になっても、

今の形の生活を大切にしていきたいと思います。

何年たってもみんなと仲良くしていきたいと思いま

した。 
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     私が妹だったら・・・     

長浜市立湯田小学校 ５年 伏木 楓 

 

 私の家族は、お父さん・お母さん・私・弟の４人家

族です。私は長女なので、いつもお父さんやお母

さんから弟の面倒を見てほしいとたのまれる事が多

いです。小さいころは、弟も私の言う事を素直に聞

いてくれたのでかわいかったけれど、今は大きくな

って話は聞いてくれないし、口答えばかりするので

すぐにけんかになってしまいます。そのせいで、弟

に腹が立つ事が多く、かわいいと思えないときもあ

ります。弟は、お母さんに甘えるのがとても上手で

す。お姉ちゃんの私は、弟にゆずってあげないとい

けないし、宿題の時にずっと見てもらえるのも弟だ

し、けんかになれば弟はすぐに泣いてお母さんに

だきついて私が悪いと言います。そんな時「何でお

姉ちゃんばかりばかりがまんしなきゃいけないの？

私が妹だったらよかったのに・・・。」と考えたりしま

す。私は少し考えてみました。妹になったら、わが

ままを言っても聞いてもらえたり、困った事があった

らすぐに甘えてみたり、物が取り合いになった時は

お父さんやお母さんに「お兄ちゃんが貸してくれな

いよ～。」と、うったえて自分の物にできるかなぁと

思ったりしました。妹になった自分の事を考えてい

たら、なんだかとてもいやな人に感じました。私の

弟も、こんないやな所ばかりだったかなとふと考え

ました。そうしたら、良い所がたくさん頭に浮かんで

きました。一つはテレビを見ている時に、姉弟だか

ら笑いのツボが同じで、ゲラゲラといっしょに笑い

合えます。一つは、おやつを食べていると必ず分

けてくれるやさしい所があります。そして、私が落ち

こんでいると、ちょこちょこ様子を見に来るかわいい

所があります。考えてみると、弟の良い所がたくさ

ん出てくる事に気づきました。 

今度はぎゃくに、お姉ちゃんの良い所って何だ

ろうと考えてみました。私は今までお姉ちゃんは損

だな、大変だな、しっかりしないといけないなとマイ

ナスな事ばかり思っていました。けれど、私はお姉

ちゃんに生まれているから、何でも一番最初に経

験できる事がたくさんあると思いました。それから、

お父さんやお母さんから「やっぱりお姉ちゃんだ

ね！」とたよりにされるとうれしい気持ちになります。

他にも、いざという時には私は弟よりも体が大きい

ので、困った時は助けてあげられます。まだまだあ

りました。いつも弟の世話をしているので、いつの

間にかしっかり者になれています。私をかわいがっ

てくれる大好きなおじいちゃん・おばあちゃんと、長

くいっしょにいられるというとても良い事もあります。

これまで、考えた事のなかったお姉ちゃんの良い

所がこんなにもたくさんあってびっくりしました。 

私は今まで、自分の悪い方にしか目を向けてい

ませんでした。けれど、いろいろな立場で人の気持

ちを考えてみたら、お姉ちゃんも悪くないのかなと

思えてきました。私はお姉ちゃんなので、妹にはな

れないけれど、今ある自分をめいっぱい楽しもうと

思います。その日あった楽しい事を聞いたり話した

り、しょうもない事でけんかしたり笑ったり、いつもそ

ばにいてくれる家族に心からありがとうを言いたい

です。 
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ばあちゃんから学んだこと 

草津市立矢倉小学校 ６年  須津 和奏 
  

 私には、大好きばあちゃんがいます。そのばあちゃん

は愛知県に住んでいて、なかなか会えません。でも

時々電車に乗って私たちに会いに来てくれます。私は

ばあちゃんに会うのをいつも楽しみにしています。 

 ばあちゃんは、いつも元気でよく笑い、よくしゃべる人

です。いろんな人に自分から声をかけてすぐに親しくな

ります。友達が多いので楽しそうです。畑でたくさんの

野菜を作っています。夏は、トマト、キュウリ、ナス、ピー

マンなどの野菜がたくさん出来るので我が家にいつも

送ってくれます。私はトマトが大好きなので食べ放題で

うれしいです。秋はさつまいもほりをします。さつまいも

ほりは毎年のこう例行事です。ばあちゃんの作る野菜は

どれもおいしくて最高の味です。 

 そんな大好きなばあちゃんが今年の６月にとつぜん

天国にいってしましました。５月末に家でたおれて救急

車で運ばれ、２週間もたたないうちに亡くなってしまいま

した。急なことで私は何が起こっているのかよく分かりま

せんでした。あんなに元気だったのに信じられずたくさ

ん泣きました。病院へお見まいに行った時、ばあちゃん

は、意識があり話すことができました。 

「わかなちゃんが来てくれてうれしい。」 

「無理しないでね。」 

とばあちゃんが言ってくれてとてもうれしかったです。私

は自分が書いた手紙を泣きながらばあちゃんに読みま

した。そして、 

「今まで私をかわいがってくれてありがとう。」 

と感謝の気持ちを伝えました。ばあちゃんは 

「ありがとう。」 

と何回も言ってくれました。ばあちゃんと最後にたくさん

話せて良かったです。母や姉も感謝の気持ちを伝えて

いました。 

 おそう式の日、ばあちゃんの友達がたくさん参りに来

てくれました。ばあちゃんは、みんなから愛されていた

んだなと感じました。 

 私はばあちゃんがいなくて悲しいしさみしいです。で

も私の心の中にばあちゃんは生きています。ばあちゃ

んに教えられたことがたくさんあります。ばあちゃんは、

自分よりも他人を大事にする人でした。ばあちゃんが家

に来た時は、いつも私のおかしを作って待ってくれてい

ました。時には私の友達の分まで作ってくれました。 

「わかなちゃんが喜んでくれるのがうれしい。」 

とよく言っていました。私もばあちゃんのように人にやさ

しくできる人になりたいです。 

 ばあちゃんは、私の習いごとのスイミングやバスケット

ボールも全力で応えんしてくれました。なので私はがん

ばる事ができました。ばあちゃん、これからは天国から

応えんしてくださいね。 

 ばあちゃんは、何事にもチャレンジする人でした。７０

才になってからダンスを習い、楽しんで通っていました。

遠い所も自転車でお出かけし、家族をおどろかせたこ

ともありました。私もこれからは、ばあちゃんのように自

分でやると決めた事はあきらめず最後までやりきりたい

です。 

 私が、なやんだり、困ったりした時はいつも話を聞い

てくれました。ばあちゃんに相談すると心が軽くなり、元

気になれました。今度は私が家族や友達の話をよく聞

いてはげましてあげたいです。 

 ばあちゃんから学んだことを、生活に生かしてがんば

ります。 

「ばあちゃん、いつまでも見守っていてね。」 

 

 


