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『『『『人人人人のののの役役役役にににに立立立立つこと』』』』
田丸小学校 五五五五年年年年 金谷 幸之介
ぼくのお父さんは、福祉の仕事をしています。小さいころは、
お父さん がどんな 仕事 をしてい るか知り ませ んでした 。でも最
近 「将来の夢は何ですか」と学校で聞かれることや、本やテレ
ビでも働 くことに つい て書いて あったり 見た りするこ とがあっ
たので、仕事について考えることがあります。
そこでお父さんに 「お父さんの仕事って何しているの」と聞
いたら「福祉の仕事だよ」と教えてくれました。「福祉の仕事っ
て何」と聞くと 「おじいちゃんやおばあちゃんの生活のお手伝
いをする ことだよ 」と 言ってい ました。 お父 さんは、 知らない
おじいち ゃんやお ばあ ちゃんの 生活のお 手伝 いをする ってすご
いなと思 いました 。ぼ くは自分 のおじい ちゃ んやおば あちゃん
のお手伝 いをあま りし ません。 どうして 知ら ない人の 生活のお
手伝いをするのかふしぎになり、お父さんに 「どうしてその仕
事を選んだの」と聞きました。
「みんながおじいちゃんおばあち
ゃんにな っても幸 せに 暮らせる ようにし たい からだよ 」と教え
てくれました。
ぼくは、 プロ野 球選 手 になりた いと思 いま す 。プロ野 球選手
もテレビで 「ファンのために打ちました」と言っていることが
あります 。仕事っ て人 の役に立 つために して いるのか なと思い
ます。
この間、 お父さ んの 仕 事場に連 れてい って も らいまし た。オ

ープン前 だったの で何 もかもが きれいで した 。お父さ んは、仕
事場の中 をいっし ょに 歩いてい ろいろ教 えて くれまし た。車い
すの人や 足が上手 に上 がらない 人が進み やす いように 段差がな
いとか、 ろう下が 学校 より広い のは、人 と人 がぶつか りにくい
ためだと か教えて くれ ました。 こんなこ とま で考えて くれる所
なら、お じいちゃ んも おばあち ゃんも生 活に こまらな いと思い
ました。 どうして お父 さんの仕 事場のよ うな 段差がな くて広い
ろう下の 建物がぼ くの 周りには 、少ない のだ ろうかと 思いまし
た。もっ ともっと おじ いちゃん やおばあ ちゃ んが暮ら しやすい
世の中に なれば、 みん なこまら ないで楽 しく 生活がで きると思
います。
福祉って むずか しかっ たけど、 人のた めに何 かをして 役に立
つことで こまって いる 人が生活 しやすく なる ことなの かなと思
います。
人のため に何か をし て 役に立つ ことな らぼ く もできる と思い
ました。 道にゴミ が落 ちていた ら拾った り、 電車でお じいちゃ
んやおば あちゃん が乗 ってきた ら席をゆ ずる ことをも っとして
いこうと思います。
ぼくは将 来何の 仕事 を するかは 、まだ 分か ら ないけど お父さ
んみたいに人の役に立つ仕事をしたいと思います。

－１－

『『『『祖母のののの介護でででで学学学学んだ気持ちちちち』』』』
玉城中学校 三三三三年年年年 井上 葉月
私が小学 三年生 にな る 頃、祖母 が体調 を崩 し て、中学 一年の
秋頃まで の間、入 退院 を繰り返 しながら 、家 族で介護 して、祖
母を見送りました。
私の祖父 は、私 が産 ま れてすぐ に、亡 くな っ ていたの で身近
で見る初めての介護生活でした。
祖母は、風邪をひき、病院へ行き、そこで胃ガンが見つかり、
手術をし ました。 それ まで、日 常生活は 、何 でも一人 でして、
畑で野菜 も、たく さん 作ってい ました。 でも 、一ヶ月 程、入院
している間に、認知症になり、身の周りの事も出来なくなって、
家族の見守りが必要になりました。
今は、老 人ホー ムや 、 福祉施設 など、 様々 な 施設は、 たくさ
んあるけ ど、祖母 は、 施設への 入所を拒 み、 自宅での 介護生活
を始める 事になり まし た。二十 四時間毎 日、 母一人が お世話を
するのは 不可能な ので 、地域の デイサー ビス に通わせ てもらっ
たり、私 が小学校 の頃 の運動会 の日など は、 ショート ステイを
利用した り、最後 の二 年間は、 訪問サー ビス などを利 用して、
ヘルパー さんや、 看護 師や医師 にも来て もら って、毎 日を乗り
越え、過ごしてました。
あの頃の 私には 、手 伝 える事は 少なく て、 毎 日、祖母 の部屋
へ行って 「行って来ます。」と、「ただいま」を言う事や、冬に
は、ヒー ターの灯 油を 運んだり 、夏は、 扇風 機やクー ラーのス

イッチを 付けたり 消し たり、頂 き物のお 菓子 や、果物 を届ける
事くらいしか、出来ませんでした。
でも、あ の頃の 私の 本 当の気持 ちは、 毎日 顔 を出すの も、面
倒くさか ったし、 私の 事をわか らなくな って いる時が ある祖母
に会うの は、嫌な 気持 ちでした 。友達の 家で は、外食 に行った
り、ショッピングに出掛けたり、旅行に行ったりしていたので、
わかって はいるけ ど、 うらやま しかった です 。子供な がらに絶
対に、両 親には言 って はいけな い事だと 思っ て過ごし ていまし
た。
父も、祖 母の体 調が 変 っていく につれ 手を 貸 す事が増 えてい
ったし、 乗りやす い車 を買った り、ベッ ドを 替えたり 、手すり
や、車イ スなども 、何 度も何度 も、変え て、 変化する 祖母が少
しでも過ごしやすいように、必死に対応していました。
訪問サー ビスに 来て も らってい ても、 その 間 に買い物 へ行っ
たり、二 十四時間 忙し そうに対 応して、 疲れ ていても 当たり前
のように 父も仕事 に行 き、母も 家事や介 護を して、私 の事も手
を抜く事もなく一生懸命だったと思います。
あの頃よく両親が 「好きで病気になったんじゃない。」「好き
でボケてない。」と言っていた事や、
「自分だけが大変じゃない。」
って話し ていた事 が、 あの頃の 私より少 しわ かる気が します。
自分だけ じゃなく 、そ れぞれの 立場で、 大勢 の人に助 けられ、
支えられてきた事が今の私の大きな力です。
今 で も 、 地 域 の 人 達 が 祖 母 の 事 で 声 を か け て 、「大 変 だ っ た
ね。」「よく頑張ったね。」と言ってくれます。あの頃も、今も、

－２－

たすけて くれてい るん だと思い ます。一 人で 出来る事 は少ない
けど、た くさんの 人達 に教えて もらいま した 。家族で 祖母を在
宅介護が出来て良かったと思います。

－３－

『『『『高齢者のののの生生生生きやすい世界』』』』
外城田小学校 六六六六年年年年 口野 颯愛
私は、地 域の中 で、 よ く高齢者 の方を 見か け ます。そ こで私
はそんな 人たちに 少し でも楽に 生活して ほし い、助け たいと思
才 に ２人 に１ 人が 認 知症 に なっ てし ま

い福祉体 験に行き まし た。そこ で私は認 知症 について 知りまし
た 。 認知 症は 日本 人 の

で行方不明になってしまうことを防ぐことができます。

いる方が いたら声 をか けて安心 させてあ げる ことや、 はいかい

るわけで はありま せん が地域で 不安そう にし ていたり こまって

こともあ るそうで す。 私たちは その認知 症の 人の近く に常にい

認知症の方に多い 「はいかい」というどこかへ行ってしまう

います。

ないこと は手助け をす るという ことが大 切な のではな いかと思

しても責 めないで あた たかい目 で見守る とい うこと、 またでき

やすくな るための 第一 歩になる と思いま す。 そのため に失敗を

認知症の 方が楽し いや うれしい と思える よう になるこ とが生き

症だから だといっ て何 も感じな いという こと ではあり ません。

楽しい、 悲しいな どの 感情はず っと残っ てい ます。だ から認知

ず覚えて いてほし いこ とは例え 物わすれ をす るように なっても

ことがで きなくな り物 わすれを してしま いま す。しか し私が必

憶のつぼ がとけて いき 、物をお ぼえたり 、お ぼえてい たりする

し認知症 になると 生き にくくな ってしま いま す。海馬 という記

うそうで す。だか ら、 決して特 別な病気 では ありませ ん。しか
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高齢者の 方々も 周り の 人たちが 気付か って い くことが 大切な
のではな いかと私 は思 います。 高齢者の 方は できない ことが増
えてしま います。 その 部分は私 たちが手 助け をしてい く所では
ないかと 思います 。そ うすれば 高齢者の 方で も私たち と同じ生
活や楽し みを感じ るこ とができ るように なる のではな いでしょ
うか。私 は地域で 高齢 者を見つ けてこま って いたら手 助けして
いこうと 思います 。ま た家族な どにも高 齢者 について 伝えてい
きたいと思いました。
私は福祉 体験で 高齢 者 や認知症 の方々 と交 流 しました 。みな
さんとて も笑顔で とて も楽しそ うにして いて 感どうし ました。
私は地域 の方々の 高齢 者や認知 症の方が しせ つにいた 交流した
－４－

方々のよ うに笑っ てほ しいと思 いそれに は高 齢者の方 々も認知
症の方々にも周りの人たちの手助けが必要だと思います。私は、
高齢者や 認知症の 方々 がこまっ ていたり 不安 そうにし ていたら
助けてい きたいと 思い ます。ま た福祉体 験な どにも参 加しても
っとたく さんの高 齢者 や認知症 の方々と 交流 していき たいと思
いました 。その中 にも っと高齢 者や認知 症の 方が楽に 生活した
才 以 上の ２ 人に １ 人が なる 病気 で す。 だ から 決し て

り私たちが できるこ と をたくさん 見つけて い きたいと思 います。
認 知 症は

ことが大切と分かりました。

のことを しっかり 理解 するとい うこと、 手助 けしてい くという

りました 。だから こそ 私たち一 人ひとり が高 齢者や認 知症の方

思いまし た。また 、た くさんの 人たちの 手助 けが必要 だと分か

特別なわ けではな いと いうこと をしっか り理 解してい きたいと
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『『『『たのもしい仕事』』』』
田丸小学校 五五五五年年年年 森井 大走
お母さんは、かいごの仕事をしています。「かいご」という言
葉は、テ レビでも ふだ んよく聞 くし、だ いた いどんな のかイメ
ージはあ るけれど 、自 分が直接 見ること も体 験するこ とも今ま
でありませんでした。
テレビを 見てた 時、 ぼ くは、大 変だな ぁと 思 うよりも 、ごは
んもぽろ ぽろこぼ して いたり、 よだれを だし ていたり 、トイレ
でおむつ を交かん して いるのを みて、う わぁ 、きたな いなぁと
思ってしまいました。
たぶん、自分のおじいちゃんとかでも同じだと思います。
かいごの 仕事は 、知 ら ない人の 体をふ いた り 、トイレ を手伝
ったりし てるんだ と思 うと、ぼ くにはで きな いなぁと 思いまし
た。ぼくはお母さんに
「なぁ、かいごの仕事さ、気持ち悪くないん？」
と聞きました。お母さんは、
「おじいちゃんもおばあちゃんも好きでこんなになったんじゃ
ないんや よ、年が たて ばだんだ ん自分で 出来 やんこと が多くな
ってくる んやで、 元気 な自分ら がそれを 手伝 うのは当 たり前や
んか。そ の仕事が あっ て、お金 をもらっ とる んやで、 そのお金
であんた はごはん が食 べれたり 、おもち ゃが 買えるん やろ？っ
てことは かいごの おじ いちゃん やおばあ ちゃ んからお 金をもら
っとるって思わないかんのとちがう？」と言われました。

なるほど な。と 思い ま した。そ ういう ふう に 思えたら きたな
いとかも思わずにかいごが出来るんだなぁ。
元気な人 が病気 の人 を 助ける。 かいご の意 味 がわから なくて
も、これ はわかり ます 。きたな いからと かし んどそう やからと
かで、だ れもやら なく なったら 一人で動 けや んおじい ちゃんや
おばあちゃんのめんどうをみる人がいなくなります。
「昔の人を大切にしやなあかん」
とお母さんに言われたことがあります。
「この人たちがおるか
ら今の日 本がある んや から。戦 争のない 国に してくれ たのは昔
の人たちのおかげなんやで」と言っていました。
今、平和 にくら せて い るのが、 おじい ちゃ ん やおばあ ちゃん
のおかげ なんだと 思う と少しは 、きたな いと かの気持 ちがなく
なりました。
でも、ま だ今の ぼく に は、かい ごのよ うな 大 変な仕事 は出来
ないと思 います。 人の 命をまか せられて もせ きにんが もてなく
てにげてしまうと思います。
でも、仕 事じゃ なく て も、今か らでも 人の 役 に立つこ とはで
きると思 います。 重そ うなにも つを持っ てあ げたりド アをあけ
てあげた り、外で 困っ ている人 の手伝い くら いならぼ くにでも
出来ます。
だから、今のぼくに出来る事をしよう。
「してあげた」じゃなく、「役に立ちたい」という気持ちになっ
て。

－５－

『『『『思思思思いやる気持ちを大切にににに』』』』
有田小学校 五五五五年年年年 山下 怜夕
私は、三 年生の 時、 お もいやり 駐車場 につ い て習いま した。
おもいや り駐車場 とは 、スーパ ーや病院 など の駐車場 にある、
特別な駐 車スペー スの 事を言い ます。し ょう がい者や お年より
やにんぷ さんなど 、歩 くのが困 なんな人 が車 をとめる ための場
所です。 休みの日 に、 家族と大 きなショ ッピ ングセン ターへ行
くと、車 がいっぱ いで 、なかな か空いて いる 場所が見 つからな
い時があ ります。 やっ ととめら れたとし ても 、お店ま では遠く
はなれて いるので 、体 の不自由 な人だっ たら 、本当に 大変だと
思います 。お店の すぐ 前にある おもいや り駐 車場が空 いている
のを見る と、いつ も安 心します 。時々、 そこ にとめて はいけな
い人がと めている のを 見て、と ても残念 な気 持ちにな ります。
私のお母 さんは、 どん なに急い でいても 、お もいやり 駐車場に
はとめま せん。も しと めようと しても、 私が 注意しま す。残念
な気持ちになるのがいやだからです。
私のお父 さんは 、よ く 都会へ出 ちょう に行 き ます。駅 や街を
歩いてい ると、体 の不 自由な人 をたくさ ん見 かけると 聞きまし
た。車い すで駅に いる と駅員さ んが声を かけ て、車い すせん用
の車両まで連れていってくれるそうです。そして、駅員さんは、
その人が おりる駅 に連 らくをし て、着い た駅 の駅員さ んが、お
りるのを 手伝って くれ るそうで す。私は 、そ んな事を 初めて知
りました 。とても 感心 しました 。それな ら車 いすの人 も、安心

して電車に乗れます。
また、信 号機に も工 夫 がされて いるよ うで す 。目の不 自由な
人のため に、わた れる 間は音楽 が流れて いた り、言葉 で案内し
たりする そうです 。で も、私が 住んでい る辺 りには、 ほとんど
見た事が ありませ ん。 普通の信 号機では 、目 の不自由 な人は一
人でわた れません 。体 が不自由 な人は、 どこ にでもい るのに、
すべての 人達を助 ける ための工 夫は、ま だま だ足りな いと思い
ました。
二〇二〇 年には 、東 京 で、オリ ンピッ クと パ ラリンピ ックが
開かれま す。パラ リン ピックに ついては 、こ の前初め てお母さ
んに教え てもらい まし た。世界 中から、 しょ うがいを 持った人
達が日本 へ来てく れま す。日本 はその人 達を 受け入れ る責任が
あります 。不安な 気持 ちで日本 へ来てく れる しょうが い者の人
達が、日 本は住み やす くて安心 して過ご す事 が出来る 国だと思
ってほし いです。 でも 、設備や かんきょ うが 、どれだ け整って
も、助け 合う気持 ちが ないと意 味があり ませ ん。みん なが、人
をおもい やる気持 ちを 忘れず、 マナーを 守っ て、体の 不自由な
人が住み やすい国 、世 界一を目 指して努 力し なければ いけない
と思いま した。こ れか らも、私 に出来る 事は ないか考 えて、助
け合う気持ちを大切にしていきたいです。

－６－

『『『『ぼくのおばあちゃん』』』』
下外城田小学校 四年 松田 弐皐
才 の おば あち ゃ んが いま す 。え みば あ ちゃ ん の

してくる サービス を、 使うよう になりま した 。えみば あちゃん

しばらく してシ ョー ト ステイに いって 少し の 間だけお とまり

ちゃんむくちゃんと言っています。

いてくれ てうれし かっ たです。 そしてぬ いぐ るみにい つもむく

いつも覚 えていて くれ ました。 むくちゃ んの 事だけで も覚えて

ぼくは、悲しかったです。でもなぜか妹のむくちゃんのことは、

なったりぼ く達の事 を 忘れたりす るように な ってしまい ました。

なに友達 とお話を して いたおば あちゃん があ まりしゃ べらなく

家族が仕 事や、生 活が 、できて います。 ある 日とつぜ ん、あん

りしたり して、す ごし ています 。そのこ ろ家 では、安 心して、

昼間は、 保健福 祉会 館 で、みん なで歌 を歌 っ たり、お しゃべ

ます。

くは学校 から帰っ てく ると庭で おばあち ゃん の帰りを まってい

おばあち ゃんが デイ サ ービスに 行くよ うに な ってから は、ぼ

思っています。

おしでも 遊んでく れま した。と てもやさ しい おばあち ゃんだと

た時、お ばあちゃ んが なぐさめ てくれま した 。部屋で ドミノた

いことを してお母 さん やひろみ ばあちゃ んに 、おこら れて泣い

い部屋に いつもい ます 。ぼくが 小さいこ ろの ことです 。いけな

お母さん です。ぼ くの おばあち ゃんの家 で一 階の日あ たりのよ

ぼ く には 、
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は、
「夜安心して寝れるで助かるわ。」
と言っていました。だんだんおばあちゃんが年をとってきて、
歩きにくくなってきて、家での生活がつらそうでした。
そこで、 特別よ うご 老 人ホーム に入り まし た 。宮古に いるの
でときどき会いに行きます。
ぼくが行 くとと ても う れしそう なので ぼく も とてもう れしい
です。お ばあちゃ んに 人形をも っていっ た時 は、おば あちゃん
はうけとると、人形にうれしそうに笑顔で話しかけていました。
それを見たぼく達も笑顔になりました。
おせわを してく れる 福 祉の人達 は、お ばあ ち ゃんにや さしく
してくれているのでよかったです。
おばあち ゃんが 、大 好 きだから ぼくの こと を 全部忘れ てしま
ったら、 ぼくはと ても 悲しいで す。でも おば あちゃん が、ぼく
のことを 少しでも 覚え ていてく れたら、 ぼく はおばあ ちゃんと
もっと話 をしたい から おぼああ ちゃんに もっ と長生き してほし
いです。 そして、 家族 みんなで おばあち ゃん を大切に したいで
す。

－７－

『『『『私私私私がががが目指すすすす人人人人』』』』
玉城中学校 一年 奥野 めぐみ
「なんでこんなにゆっくりなんかな。もっと速く歩いてほし
いな。」、「その話さっきもしたし。聞いてないのかな。」私は、
おばあちゃんに対してこんな風に思っていたことがあります。
私のおばあちゃんはとても優しい人です。私が小さいころは、
いろんな 場所にも 連れ ていって くれたり 、習 い事の送 り迎えを
したりし てくれま した 。いつも 私がおば あち ゃん家に いくと、
とてもう れしそう に笑 って、私 の話を聞 いて くれまし た。私は
そんなお ばあちゃ んが 大好きで した。で も、 最近おば あちゃん
は、体が 不自由に なっ てきて、 歩いたり 、物 をとった りする動
作の一つ 一つがと ても ゆっくり になりま した 。年をと ってくれ
ば、あた り前の事 だと 思います 。けれど 私は 、そんな おばあち
ゃんに対して、イライラしていました。おばあちゃんに会うと、
ついむす っとした 顔に なったり 、ついツ ンツ ンした態 度をとっ
たりして しまうよ うに なりまし た。きっ とお ばあちゃ んは、そ
んな私に 気付いて いた と思いま す。なの に、 いやそう な顔や、
傷ついた顔をせず、いつもニコニコ笑っていました。
あるときお母さんに、
「最近おばあちゃんに対してツンツンし
た態度と りすぎじ ゃな いの？」 と注意さ れま した。私 は少し考
えてみま した。質 問し ただけで むすっと され たり、そ っぽを向
かれたり したらど う思 うだろう 。私だっ たら 良い気持 ちはしな
いな、と 思いまし た。 私は今ま で、おば あち ゃんに対 して、い

やな事を されたよ うな 態度をと ってしま って いたな、 と気付き
ました。 おばあち ゃん は今まで 私がいや な気 分になる ような事
を一回で もしただ ろう かとふり 返ってみ まし た。けれ ど思い出
すのは、 一緒にテ レビ を見て笑 っていた り、 お母さん におこら
れて不安 で悲しい 時に なぐさめ てくれて いた り、いつ も笑顔で
私の名前 を呼びか けて くれたり する姿で 、い やな事な んて一度
もありま せんでし た。 いやな気 分になっ てい たのは、 おばあち
ゃんの方だと気付きました。
私は、おばあちゃんがいやそうな表情をしないのをいい事に、
ずっとお ばあちゃ んに いやな事 をしてし まっ ていまし た。全部
自分のわ がままさ と、 自分への 甘さで、 私は 自分のこ としか考
えていなくて、相手の気持ちは考えていませんでした。きっと、
おばあち ゃんだけ でな く、他の 人にもこ んな いやな態 度をとっ
とぃたこ とがあっ たと 思います 。そのた びに 、相手の 人はいや
な思いをしていたんだ、と思いました。
だから、 これか らは 、 おばあち ゃんの よう に 、いつも ニコニ
コ笑って いるよう な、 優しい人 になりた いで す。相手 の気持ち
を考えて言葉の一つ一つ、行動の一つ一つに気を付けたいです。
発言する ときは、 言う 前に少し 考えて、 これ を言った ら相手は
どう思う だろうか 、と しっかり 考えてか ら言 いたいで す。いき
なり今書 いたこと を行 動に移す のは無理 だと 思います 。けれど
少しずつ 、一つ一 つで きるよう になりた いで す。きっ とこれか
ら先、今 までのよ うに 、目の前 にいる相 手を 傷つけて しまうこ
とは、気 を付けて いて もあると 思います 。そ の時は、 すぐに気

－８－

付いて、すぐに「ごめんなさい」と謝れるようになりたいです。
私のおば あちゃ んは 、 とても優 しい人 です 。 人のため に考え
て動いて いて、い つも 笑ってい ます。私 もい つかは、 おばあち
ゃんのよ うな、優 しく て、いつ も笑って いら れるよう な人にな
りたいです。

－９－

「「「「しあわせの一行詩」」」」優秀作品
【小学生の部】

あったか～～～～いいいい。。。。おおおお母母母母さんの手手手手とととと重重重重なった一瞬。。。。ふわっと心心心心
もあったかくなった。。。。おおおお母母母母さんの手手手手のののの間間間間にぼくの手手手手。。。。

南出

藍志

あい し

〈作品への想い〉
寒い朝、お母さんから荷物を受け取った時、手に一瞬
ふれただけなのに、とってもあったかくて、思わず気持
ちよくて、手をあっためてほしくなった。するとお母さ
んから手をにぎってくれた。
外城田小学校四年

朝起きると、、、、家族がががが「「「「おはよう」」」」とととと言言言言ってくれる。。。。一日がががが
楽楽楽楽しくはじまりそうだと思思思思った。。。。

八木

琴香

こと か

〈作品への想い〉
毎日、私が 「おはよう」と言う。家族が 「おはよう」
と言う。温かい言葉を感じたから。
下外城田小学校六年

夏休みみみみ、、、、福祉会館へへへへ行行行行きききき、、、、高齢者のののの方方方方とふれあった。。。。笑笑笑笑っっっっ
ているのを見見見見ていると、、、、少少少少しししし心心心心がくすぐったかった。。。。

田丸小学校六年

戸上

な

夕菜

ゆ

〈作品への想い〉
将来の夢は、介護士で、夏休みに、お年寄りの方とふ
れあいたくて、行くと、あるおじいさんと出会い、一緒
に笑いあった。すると、心がくすぐったくなって、もっ
とお年寄りの方としゃべりたくなった。

《《《《入入入入 選選選選》》》》
おおおお留守番。。。。さみしいけれどがまんがまん。。。。早早早早くくくく帰帰帰帰ってきて
ほしいな。。。。ぼくのあたたかい家族。。。。おかえりなさい。。。。

南出

哲志

てつ し

〈作品への想い〉
ぼくは、お留守番をしている時のことを詩にしました。
一 人 でお 留 守番 をし て、 初 めて 家 族が いる 時の 安 心感 、
温かさに気づきました。

外城田小学校四年

－１０－

学校でででで、、、、あんまりしゃべってなかった子子子子とととと久久久久しぶりにしゃ
べってみた。。。。友達のののの大切さを感感感感じた

見並

り

な

麻理菜

ま

〈作品への想い〉
あんまり仲のいい子がいなくて、その子としゃべって
みたら、すごくやさしい子だった。
田丸小学校四年

妹妹妹妹とととと同同同同じベッドで寝寝寝寝たたたた。。。。正直、、、、せまくて寝寝寝寝にくい。。。。でも「「「「明明明明
日日日日もももも一緒にににに寝寝寝寝ていい？」のののの言葉にうれしく思思思思うううう。。。。

山口

心里

こころ

〈作品への想い〉
せまいし、きゅうくつだし、寝にくいのに一緒に寝る
のをうれしく思っている私。
「明日も一緒に寝ていい？」
と聞かれると「いいよ」と答えてしまいます。これから
も一緒に寝ようね。

下外城田小学校六年

－１１－

【一般の部】

自然 豊かなこ の町町町町にににに 住住住住め ば絆絆絆絆でででで結結結結 ばれて グラ ウンド
ゴルフの球打てば 老老老老いを忘忘忘忘れるホールイン

謙之助

〈作品への想い〉
町の「グラウンドゴルフの会」に入会し、高齢であっ
て も 、練 習 し、 競い 合い 、 みん な が仲 間と の会 話 あり 、
笑顔ありで、日々を過ごせ る こ と に 、 幸 せ を 感 じ ま す 。
下村

玉城でででで生生生生活活活活しししし始始始始めて““““感謝❤❤❤❤感激””””のののの毎日！！！！““““玉城””””のののの愛愛愛愛
うれしい…………しあわせ❤❤❤❤

友香子

〈作品への想い〉
私 が 玉 城 に 引 っ 越 して き て 生 活 し て か ら病 気 に な っ
て、そこで、こちらの「福祉充実さ」や環境のすばらし
さに気付いて感じました。玉城との出会いしあわせです。
田中

おじ さんが初初初初 めて私叱って くれた
切切切切なななな父父父父へへへへ いつもありがとう

もう一人のののの大 切なななな大大大大

美奈子

〈作品への想い〉
幼くして、病気で両親が亡くなりましたが、父の弟で
ある私にとっておじさんは、ずっと両親の代わりをして
きてきてくれました。本当に嬉しく幸せ。その想いを感
じたとき、それは亡き父のおもかげをおじさんに感じた
ときでした。
潮田

－１２－
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