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『『『『福祉について』』』』
下外城田小学校 四四四四年年年年 茂谷 珠希
私のお母 さんは 、病 院 でかんご 助手を して い ます。お 母さん
はいつも、「かん者さんは、色々な病気をかかえている。完全に
は治らな い方でも 、そ れ以上悪 くならな い様 に、お医 者さんや
かんご士 さん、そ して 私たちが 、みんな で力 を合わせ て、かん
者さんのお手伝いをしている。」と、言っています。
私は、「どうして治らない病気があるの」と思いました。お母
さんは、「体のどこかが不自由でもなにもかも、しづらくなる。
かん者さ んの気持 ちに なって、 何でも考 えて 、やさし くさせて
もらいたい。」とも言っています。私は考えてみました。私の体
は、手も 足も、体 中ど こもいた いところ もな くて、目 もよく見
えるし、 耳も聞こ えま す。友達 とも話せ るし 、いっぱ い遊べま
す。ごは んもおや つも 好きなだ け食べら れま す。でも 、体の不
自由な人 や病気は 、そ ういうふ うにはで きな いのかも しれませ
ん。自分 だったら 、す ごくつら いだろう なと 思います 。もし私
の目の前 にそうい う人 がいたら 、私もお 母さ ん達のよ うに、や
さしくさ せてもら いた いと思い ます。そ んな ことをい っぱい考
えていた ら、体の 不自 由な人だ けでなく 、自 分のまわ りの友達
や家族、 体が元気 な人 にでも、 やさしく させ てもらう ことが、
大切なん じゃない かな ぁと思い ました。 それ から私は 、もう一
つ、思っ ている事 があ ります。 日本や世 界で は色々な 事でこま
っている 人達がい ます 。たとえ ば日本で は三 年前に、 東日本大

しんさい が起こり まし た。今年 の夏も、 大雨 で、広島 県の多く
の人がな くなった り、 家を失っ たりしま した 。そうい う時に、
自分から 何か役に 立ち たいと、 ボランテ ィア 活動をす る人がい
ます。今 まででき たこ とは、ぼ 金をする こと しか思い つかなか
ったけど 、それで も人 の役に立 てること を少 しでもや ってみた
いと思い ます。体 の不 自由な人 や困って いる 人達が少 しでも安
心にくら せる様に 、日 本がなっ ていった ら、 すごくい いと思う
ので、そ のために 私が できるこ とをやり たい なと思い ます。友
達にいじ わるをす るの ではなく て、笑顔 がた えず仲良 く学校で
もすごし たいし、 先生 や大人の 人にいろ んな ことを教 えてもら
ってより よいこと をや って、み んながし あわ せになれ たらいい
と思います。
福祉と いう言葉 の意 味や福祉 のことは 、ま だまだわ からない
ことが多 いけど、 大事 なことは 、人にや さし くすると 言うこと
だと私は 思ってい ます 。みんな がしあわ せに くらすに は、みん
ながやさ しい心を 持っ て、毎日 をくらす こと が大切だ と思いま
す。すなおな気持ちで、これからもすごしていきたいです。

－１－

『『『『心心心心のバリアフリー』』』』
玉城中学校 三三三三年年年年 中西 夢佳
私はテレ ビで障 害者 用 の駐車場 につい ての 特 集をして いるの
を見たこ とがあり ます 。せっか く障害者 や妊 娠中の女 性のため
に駐車場 があるの に健 常者のマ ナーが悪 くて 使いたい 時に使え
ないとい う内容で した 。私が母 と買い物 に行 った時、 車いすマ
ークの駐 車場に若 い男 の人が車 をとめて いま した。そ の時には
他の車い すマーク の駐 車場があ いていた ので あとから 来たお年
寄りは車 をとめる こと ができた けど、も し他 の駐車場 もあいて
いなかっ たら、こ のお 年寄りは 遠いとこ ろに とめなく てはいけ
なくなってすごく困ったんだろうなと思いました。
このよう にみん なが 不 自由に感 じない よう に つくられ た物が
健常者の マナーで 不自 由に感じ るのは、 あっ てはいけ ないこと
だと思い ます。他 にも 障害者の 方が心の バリ アを感じ ることは
多いと思 います。 例え ば障害を 持った人 に迷 惑をかけ ていなく
ても障害者のことを 「変だ」とか 「こわいな」とか思う心があ
るだけで 心のバリ アを はってい るのだと 思い ます。私 は保育所
の時や小学校の時に「夢工房たまき」に行ったことがあります。
ここは障 害を持っ た人 が活動し ていると ころ です。初 めて障害
を持った 人に会っ た時 、私は腕 がない人 や自 閉症の人 、車いす
に乗った人を見て 「こわいな」と思ってしまいました。でも、
この人た ちと一緒 に物 をつくっ たり、絵 を書 いたり、 話したり
したらほ とんど健 常者 と同じだ というこ とに 気がつき ました。

しゃべっ たりした 時に ときどき 話が通じ ない ことがあ ったけど
ちゃんと 話せた時 はす ごくうれ しくて楽 しか ったのを 覚えてい
ます。家に帰るとき、私は初めに障害者のことを「変だ」や「こ
わい」と 思ってし まっ たことを すごく後 悔し ました。 ここにい
る人たち は私には でき ないこと もちゃん とで きていま した。そ
れに体の 一部が不 自由 でも毎日 いろいろ なこ とにチャ レンジし
ていたの ですごい なと 思ったし 、見習い たい と思いま した。私
の家の近くにも 「夢工房たまき」とよく似た障害者施設があり
ます。だ から道で 会っ たりする こともた くさ んありま す。私は
その時に 普通にあ いさ つしたり するよう にし ています 。これか
らも心の バリアを 障害 をもった 人が感じ ない ような生 活ができ
るようになっていけばいいなと思います。
今、車いすマークの駐車場がつくられたり、音の鳴る信号機、
道路や駅 、階段な どへ の点字ブ ロックが 作ら れたりと 障害者の
人が生活しやすいようになってきていると思います。でもまだ、
音の鳴る 信号機じ ゃな くて信号 が赤なの か青 なのかわ からない
だろうな と思うと ころ があった り、駅で 電車 の乗ると ころがわ
からない だろうな と思 うところ があった りし ます。こ れからど
んどんみ んなが生 活し やすいよ うに改善 され ていった らいいな
と思いました。
私が障害 者差別 につ い て一番思 うこと は、 障 害者の人 が不自
由に感じ ないよう にな るために は生活し やす くするた めにバリ
アフリーの設備を増やすこと。それと障害をもった人を「変だ」
などと思 って差別 する 人がいな くなり、 困っ ている人 を助けら

－２－

れる人が 増えるこ とが 必要だと いうこと です 。私は今 は設備を
新しくつ くったり する ことはで きません 。だ から今は 自分が障
害者の人 を見た時 、他 の人とち がう目で みた りするこ となく、
みんな平 等に接し て差 別しない ようにし てい きたいな と思いま
した。
差別には 障害者 差別 の 他にも身 分差別 や部 落 差別、人 種・民
族差別な どいろい ろな 種類があ ります。 それ ぞれ言わ れている
ことはち がうと思 いま す。でも 差別され てい る人がい るのは人
のことを 差別する 気持 ちを持っ て見てい る人 がいると いうこと
であり、 どの差別 でも 同じです 。一人一 人が もっとや さしい心
を持って いれば差 別は なくなっ ていくと 思い ます。私 は人の気
持ちを考えて行動できる心を持ち続けたいです。

－３－

『『『『ボランティア』』』』
田田田田丸丸丸丸小学校 六六六六年年年年 浦浦浦浦 くるみ
私は初め て福祉 体験 を しました 。まず お年 よ りの人と いっし
ょにデイ サービス で、 玉入れや いろいろ な遊 びをしま した。お
年よりの 方に、す ごく いろいろ 話をして もら いました 。お年よ
りの方は 、私達の おば あちゃん 、おじい ちゃ ん、ひい おばあち
ゃん、ひ いおじい ちゃ ん世代の 方々です 。私 は、はじ め、お年
よりの方 といっし ょに 話するこ とがはず かし くてぜん ぜんでき
ませんで した。で も、 すごく気 軽に話し てく ださりま した。だ
から、私 も気軽に どん どん、お 年よりの 方と 話する事 ができま
した。だ から急に きん ちょうも ほぐれた し、 すごくや さしいか
ら、つい ずっと長 い間 話してい ました。 質問 も気軽に していた
だいて、 すごくう れし かったで す。私は 、こ ういうこ とをした
のが初め てだった ので 始めのう ちは、す ごく きんちょ うしまし
たが、や っぱり、 すぐ に話する ことがで きま した。そ して二日
目は、宮の里へ行きました。宮の里も初めてだったので、「どん
な所なんやろ。」とか思っていました。着いてみたら、中はけっ
こう広く て、リハ ビリ をしてい る人もい まし た。でも 、そこに
いてはる 人は、全 員車 イスの方 でした。 リハ ビリして いる人の
内容は、 私達がで きる ような事 でした。 でも 、車イス に乗って
いると、 やっぱり 足の 筋肉を全 然使わな いの で、足に おもりを
つけて、 足を引張 って いる人も いました 。自 分の力で 歩けるよ
うにしようとしている方もいました。私はそれまで 「車イスっ

ていいな。」と思ってました。なぜそう思っていたかというと、
「自分で歩かなくていいし、楽しいからいいな。」と思っていた
からです 。でも、 それ は、すご くまちが って いました 。車イス
に乗っている方はみんな「自分の足で歩けたらなあ。」と言って
いました。私は、その逆で、「自分で歩くのめんどくさいなあ。
歩 く の い や 。」 そ う 思 っ て い ま し た 。 で も 車 イ ス に 乗 っ て い る
方々はみ な早くか ら足 が悪くて 、歩けな い人 や、生ま れた時か
ら、歩け なくなっ てい る人もい ました。 だか ら歩けな くて車イ
ス生活をしている人は、私と逆で、「歩きたい。」と思っていま
した。私 は、すご くい い生活を している し、 そんな車 イスで歩
きたくな いなんて 事を 思っては いけない と思 いました 。私はた
くさんの 事を教え ても らう事が できまし た。 勉強にも なりまし
た。私の考えていた事が、この二日間の福祉体験で変わるとは、
全然考え ていませ んで した。い ろいろな 事を この二日 間の福祉
体験で学 びました 。私 は、これ からもず っと ずっと、 ボランテ
ィアに参 加したい です 。自分で 歩くのが 嫌な どと思っ ている人
達に「自分の足で歩ける事がどんなに幸せな事なのか。」を教え
てあげた いし、そ れに 自分の足 で歩く事 もま まならな い方々が
いるのに 、自分だ け自 分の足で 歩きたく ない と思って いる人に
は、私が 体験した よう に、しょ うがいの ある 方がいら っしゃる
宮の里へ 行っても らい たいです 。私がこ のボ ランティ アをして
思ったこ とは、み んな 足などに しょうが いを 持ってい る人たち
なのに、みんな笑顔で笑っていたので、
「しょうがいを持ってい
る人でもこんなに笑っていられるんだなあ。」ということです。

－４－

車イスに乗っている方々は笑って、
「ありがとう。すごいうれしいな。」
と言って くださる 方が ほとんど です。ま たに こにこ笑 っていら
したので 、私も笑 って 、おしゃ べりした り、 車イスの 体験をし
たりしま した。さ らに 、車イス に乗って いる 方といっ しょに車
イスで散 歩したり して いたら、 雨が降っ てき たけどこ ういう経
験はなか なかでき ない ので、体 験ができ てす ごく私は よかった
と思いました。

－５－

『『『『福祉について』』』』
下外城田小学校 四四四四年年年年 堀江 咲良
私は今ま で福祉 とい う 言葉を聞 いたこ とが な く、もち ろん意
味も知りませんでした。辞書で調べてみると、
「多くの人々に同
じように あたえら れる べき幸福 」と書い てあ りました 。それで
もあまり わからな かっ たのでお 母さんに 聞い てみまし た。福祉
には、高 齢者や遺 族、 児童など 社会的に 弱い 立ち場の 人たちを
支えることだと教えてくれました。
私は、それを考えてみると 「お年寄りのおじいちゃんおばあ
ちゃんを 大切にす るこ と」も、 ひとつの 福祉 なのかな と思いま
した。
才になりました。 私がい とこの家に行っ

私の身近 にいる お年 寄 りは、い とこの 家に い るひいお ばあち
ゃんです。この まえ

だけでは お世話を する のは大変 だけど、 デイ サービス で働く人

でもその おかげ でひ い おばあち ゃんは とて も 元気です 。家族

しに行っているなんて知らなかったのでびっくりしました。

ころかな と思いま した 。私はひ いおばあ ちゃ んがそん なことを

ってくる そうです 。お 年寄りの 方が集ま って みんなで 楽しむと

たり、お ふろに入 れて もらった りごはん を食 べたりし て夕方帰

デイサー ビスとい って 、体が弱 っていか ない ように体 そうをし

てもらうと、「老人ホーム」というところだと言っていました。

を見たこ とがあり ます 。お母さ んにどこ に行 っている のか教え

た時、ひ いおばあ ちゃ んがバス みたいな 乗り 物に乗っ ていくの
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たちがい るおかげ で、 ひいおば あちゃん が行 っている 間、おば
あちゃん たちは家 の事 ができる ので助か って いるそう です。こ
れが高齢者福祉のひとつなのかなと思いました。
また、私 のお父 さん は 、介護福 祉士と いう 資 格をもっ て働い
ています 。お年寄 りが たくさん 入所して いる ところで 働いてい
ます。夜 勤もあり ます 。お父さ んが夜い なく てさみし いなと思
うことも あります が、 お父さん は、夜も お世 話を必要 としてい
るお年寄 りの方の ため にがんば っていま す。 ごはんを 食べさせ
たり、お ふろに入 れた り、オム ツ交かん もし ているそ うです。
時々散歩 につれて いく こともあ ると言っ てい ました。 亡くなっ
てしまう おじいさ んお ばあさん もいて、 お父 さんは何 回か立ち
合ったそ うです。 生活 していく ために働 いて 、家でお 世話がで
きない家 庭がふえ てき ているの もあり、 老人 ホームが たくさん
できているそうです。
お父さん の仕事 はす て きだなと 思いま す。 こ んなに近 くに福
祉の仕事をしている人がいるなんて、今まで感じませんでした。
私も、も っと福祉 の勉 強をした いと思い ます 。そして 、私もみ
んなも幸せになるくらしをめざしたいです。

－６－

『『『『別別別別とととと考考考考えない事事事事』』』』
玉城中学校 二二二二年年年年 俵俵俵俵 菜緒
私は学校 の部活 動で 、 吹奏楽部 でがん ばっ て います。 バスク
ラリネッ トという 楽器 を吹いて 毎日がん ばっ ています 。玉城中
の吹奏楽 部は、い ろん な所へ演 奏しに行 って います。 地域の人
によろこ んでもら える よう、良 い演奏を 聞い てもらう ために練
習してい ます。私 達が 奏でた音 楽で地域 の人 や、家族 、言葉が
通じない 人でも誰 でも 良い気持 ちになっ て、 楽しんで くれたら
いいなと 思ってい ます 。外国人 や、病気 にか かって言 葉がしゃ
べれない 人でも、 音楽 は誰でも 楽しめる もの だと思い ます。楽
しんでも らうため に、 練習時間 が五分や 十分 しかなく ても、少
しでも時間があれば楽器を吹いたり発声練習などをします。
顧問の先生が、
「この部活はあいさつができてなんぼやから相
手が気付いてなくても、自分からあいさつをしなさい。」と、部
活の時に おっしゃ って いました 。そうだ なと 思いまし た。あい
さつは自分からしなければいけないなと思いました。
私は去年 の冬に 体の 不 自由な人 や障害 を持 っ た人が集 まる所
へ、演奏 しに行き まし た。すご く緊張し まし た。どん な反応を
されるかどきどきしながらいたけど、私達が演奏しはじめると、
とてもの りのりで 、一 緒に楽し んでくれ まし た。すご くうれし
かったで す。私は 最初 、音に驚 いて、怖 がら れないか とすごく
不安だっ たけど、 みん ながそれ ぞれ、楽 しん でくれて いるのを
見てすご くうれし かっ たです。 自分がこ んな ふうでは 、だめだ

なと思い ました。 障害 を持った 人が集ま ると ころだか らといっ
て特別な考え方をするのではなくて、人間はみんな同じだから、
みんなで楽しむのがいいなと思いました。
老人ホー ムにも 演奏 し に行きま した。 おじ い ちゃんや 、おば
あちゃん が一生懸 命、 私達の演 奏を聞い てく れて、う れしかっ
たです。 その時、 みん なが笑顔 で楽しそ うに してくれ ていたの
で、この 部活に入 って よかった と思うし 、こ れからも 、地域の
祭りや行 事などに 行っ て私達の 演奏で地 域の 交流など を深めて
いったり 、楽しん でも らったり 、いろん な人 に聞いて もらえる
ようにがんばりたいです。
演奏を 聞いてく ださ ったお客 さんが、 私達 ともそう だけど、
見に来て くれたお 客さ ん同士で 知らない 人で も一緒に 楽しめた
らいいな と思いま した 。私がも しお客さ んだ ったら一 人で楽し
むのでは なくて、 二人 以上や、 一緒に楽 しむ 人が多い 方が、一
人で聞く よりもい いと 思うし、 交流にも なっ て、みん なが明る
くなって 、町が明 るく なるとい いなと思 いま した。町 が明るく
なると祭 りなど、 もっ と楽しく なると思 うし 、雰囲気 もよくて
人も明る くなると 思い ました。 こんな事 が、 自分の町 でもっと
あればいいなと思いました。
障害を 持った人 と、 そうでな い人を別 と考 えたり避 けたり、
違うと思 ったりし ては だめだと 思いまし た。 そんな考 え方をす
るのなら 、地域の 雰囲 気もよく ならない し、 町も明る くなんて
ならないと思いました。

－７－

「「「「しあわせの一行詩」」」」優秀作品
【小学生の部】

休日、、、、家族全員でででで買買買買いいいい物物物物にににに行行行行った。。。。久久久久しぶりに家族全員でででで
手手手手をつないで歩歩歩歩いた。。。。手手手手のののの平平平平にににに伝伝伝伝わる温温温温もりを感感感感じた。。。。

山口

心里

こころ

〈作品への想い〉
〝手をつな ぐ〟のは 少 しはずかし い気持ち も あったけ
ど、手と手をつなげば、「家族はつながっている」という
ことをあらためて実感できた。これからもずっとずっと仲
の良い家族でいたいと思う。
下外城田小学校五年

福原

佑太

ゆう た

ちいさなせんそうがおわった、、、、とてもつらかった、、、、もうこ
まるひつようがなくなった
〈作品への想い〉
いじめにあっていてそれがおわったから
田丸小学校六年

おおおお母母母母さんにぎゅっとされた時時時時がががが幸幸幸幸せだった。。。。

外城田小学校六年

藤原

ゆ

実由

み

〈作品への想い〉
お 母 さ ん が ぎ ゅ っ とし て く れ た 時 に ぬ くも り や 優 し
さを感じた。

《《《《入入入入 選選選選》》》》

慶悟

けい ご

ぼくは、、、、家族でいるのが一番幸せせせせ。。。。幸幸幸幸せだからこそえがお
でいられる。。。。家族はははは、、、、やっぱりいいな。。。。

山本

〈作品への想い〉
家族みんなでいてみんながえがおだったとき。

田丸小学校四年

－８－

《《《《入入入入 選選選選》》》》

友達がががが、、、、私私私私をををを心配してくれる時時時時。。。。

東谷

木葉

このは

〈作品への想い〉
私が運動会の組み立てで、おちたとき、 人ぐらい
の子が集まってくれて、みんなに「大丈夫？」と言って
もらえて、とってもうれしかった。

有田小学校五年

髙瀬

大弥

だいや

〈作品への想い〉
陸 上 の リ レ ー チ ー ム４ 人 で 力 を 合 わ せ てが ん ば っ た
結果、金メダルをとれてうれしかったからです。

陸上のののの大会でででで金金金金メダルをとった。。。。リレーチームの４４４４人人人人のののの笑笑笑笑
顔顔顔顔がすごく輝輝輝輝いていた

外城田小学校六年
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－９－

年
年年年

【一般の部】

愛愛愛愛してるよ早早早早
がとう

認知症ににににななななっても忘忘忘忘れない一言あり

太田

勝子

完

〈作品への想い〉
時 折 々 の 言 葉 を か けて も 返 事 が 返 っ て こな か っ た と
き さ びし い 思い をし ます け ど、 相 手を 思う 元気 で すか 、
感 謝 の 気 持 ち のあ りが と う が 飛 び 交っ たと き ホ ッ ト し
ますので。

元気ですか・・ありがとうと はじける様様様様なななな言葉がががが交交交交わさ
れた時時時時

須﨑

〈作品への想い〉
認知症になった夫に腹の立つこと多いけど、毎日の愛
してる、ありがとうの言葉にすくわれています。

50

昔昔昔昔、、、、姑姑姑姑にしていたマッサージを今今今今はははは嫁嫁嫁嫁にしてもらう。。。。ああああああああ、、、、
気持ちちちちいいありがとう

千津

〈作品への想い〉
仏教でいう、因果の理法というのであろうか、私が姑
に し てあ げ てい たよ うに 毎 晩マ ッ サー ジし てく れ る嫁 。
ああ、ありがたい、もったいない
飯島

－10－
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