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 平素は、青少年の健全育成に、格別のご尽力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 令和３年度（2021年）は、昨年度に続きコロナ感染症の影響で行動が制限される年でし

た。子どもたちの身近な生活にも多くの影響を与えたのではないかと思います。そのよう

なコロナ禍の渦中ですが、令和３年１０、１１月は感染も落ち着きをみせ、子どもたちは

学校生活を通じて集団生活、友達同士の生活を取り戻していたようです。『地域の子ども

は、地域で守り育てる』の合言葉のもと、各学区(地区)での子どもたちの健やかな育成を

目指している私たちも少し安心しています。しかし、新たな変異株の発現もあり、まだま

だ予断を許しません。 

 

地域での各学区(地区)青少年育成協議会の活動を何とか開催できないものかと話し合

いを持ちましたが、将来の社会を担う子どもたちの成長には、「学校生活の中で、基礎的

な知識を得ることと仲間づくり」が一番大切で、そのため地域での育成活動は、制限され

ても仕方がないのではとの意見もあり、活動を見合わせ、わたくしたち地域の大人の背中

を見てもらうしかないのではと考えました。このような事情で、今年度の、地域での青少

年育成市民会議（各学区(地区)青少年育成協議会）の活動を制限しましたことをご理解く

ださい。 

  

さて、令和３年度の入賞作品集です。「わたしのふるさと」、中学生広場「私の思い 2021」、

「豊かな心をはぐくむ家庭づくり」（家族ふれあいサンデー推進運動）の作文・絵画・ポ

スターの入賞作品の掲載集です。実は、この優秀な作品を展示し、子どもたちの作文発表

をメインとする例年の『青少年健全育成フォーラム』の開催も前記の理由で見送りました。

入賞した絵画やポスターについては、毎年の展示場所「彦根市子どもセンター」と併せま

して、新たに模様替えをしました新市役所ロビーにての展示をさせて頂きました。コロナ

禍も決して悪い方面だけではないようです。このように新しい対応策や考えを生み出させ

てくれました。「身近な生活」の内側(奥)に流れる大切な対応方法や考え方ではないかと

思います。子どもたちの作文の中にも「身近な生活」「日常」を今までとは異なる視点で

捉えた作品もございました。是非、お読みいただき、ご覧ください。 

  

子どもたちは、家庭と学校と地域で、見て聞いて体験して自ら育っています。子どもた

ちの健やかな成長を願っております。今後も、彦根市青少年育成市民会議に、ご理解とご

協力をお願い申し上げまして、この作品集のあいさつとさせていただきます。 



は じ め に 

彦 根 市 長  和田 裕行     

『１３歳、真夏の大冒険！』というアナウンサーの言葉に代表されるように、「東京オリンピ

ック・パラリンピック２０２０」では、若者たちの活躍が光りました。彦根市でも、２冠を達成

した大橋悠衣選手や桐生祥秀選手、森花音選手といった地元の若者たちが、オリンピック・パラ

リンピックという大舞台でそれぞれの力を最大限に発揮してくれました。新型コロナウイルス感

染症で様々な制限がある中、真摯に努力を積み重ね、オリンピック・パラリンピックという大舞

台でその成果を堂々と発揮する姿に、胸を熱くした方も多かったのではないでしょうか。それは

私たち市民が、地元の若者の姿に未来への希望を抱き、力を得た瞬間でもありました。 

次代を担う子どもや若者たちの成長は、私たちの未来をも大きく左右します。子どもや若者た

ちが、様々な経験を通して心豊かに健やかに成長することは、市民すべての願いと言えるでしょ

う。しかしながら、子どもが犠牲となる事件等が後を絶たず、子どもの貧困に関する問題、ヤン

グケアラーやひきこもりの若者など、子どもや若者を取り巻く状況は厳しく、もはや、家庭だけ、

学校だけでは改善できません。家庭、学校、地域、そして市民の一人ひとりがそれぞれの役割を

果たし、市民総ぐるみで青少年健全育成の運動の輪を広げていく必要があります。 

彦根市では、青少年健全育成に向けた取組の一つとして、昭和５７年より、小・中学生から作

文を募集し、発表の機会を設けてきました。今年度で、「わたしのふるさと」作文は３６回目、

中学生広場「私の思い２０２１」作文は２４回目を迎えました。また、「わたしのふるさと」絵

画は１２回目、「豊かな心をはぐくむ家庭づくり」(家族ふれあいサンデー推進運動)絵画・ポス

ターは３１回目となり、いずれも多くの学校で取り組んでいただき、たいへんうれしく思ってお

ります。 

「わたしのふるさと」作文・絵画では、家族とのふれあいや、地域の人々との交流などを通し

て、子どもたちが自分たちの住む地域のすばらしさに気付き、ふるさとを再発見し、表現するよ

い機会となっています。また、中学生広場「私の思い２０２１」作文では、中学生が自らの意思

や決意を表現しており、未来に向けてたくましく行動し実践していく姿が思い浮かびます。さら

に、「豊かな心をはぐくむ家庭づくり」絵画・ポスターは、家族の心のふれあいや温かさをテー

マにした作品がたくさんあり、家庭の大切さについて改めて考えさせられるものとなっています。 

収録しました子どもたちの生き生きとした作品に触れていただき、今後とも、子どもや若者へ

のご理解を深めていただきますとともに、青少年健全育成の活動にますますご支援いただきます

ようお願いいたします。最後になりましたが、作文ならびに絵画の指導や審査にご協力いただき

ました先生方、また、子どもたちをいつもあたたかく見守り、日々向き合っておられる保護者の

皆様、そして地域の皆様に心からお礼申しあげます。 
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「わたしのふるさと」作文（小学校） １１校  ３４編 

中学生広場 「私の思い2021」作文  ８校 ４３編 

「豊かな心をはぐくむ家庭づくり」 

絵画・ポスター 
１３校 ５校 

小学校 63点 

中学校 14点 

計 ７７点 

「わたしのふるさと」絵画 １４校 ３校 

小学校 60点 

中学校 14点 

計 ７４点 
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  ぼくはなつやすみにかぞくでひこねのたけしま

にいきました。みなとからふねでいけるしまでした。

たけしまはひとがすんでいないしまでした。 

  たけしまはもともといわだけのしまでした。でも、

こうじん山からつちをもってきて、そこからきがは

えていまのしまになりました。 

  むかしのおぼうさまがいわに「なむみょうほう

れんげきょう」とほりました。でも、たいふうとかの

せいで、くずれてしまっていて、いまはすこししかの

こっていませんでした。のこりは、びわこにしずん

でしまいました。ぼくは、こわれるまえのいわもみ

てみたかったです。しまのまんなかには、おおきな

はしらがたっていました。そのはしらには、「ごかじ

ょうのごせいもん」がかかれていて、ぱぱにどんな

ことがかかれているのかをきいてみました。ぱぱ

は、「むかしのひとたちのへいわへのねがいがこ

められてかかれているんだよ」とおしえてもらいま

した。ぼくもころながはやくおわるようにてをあわ

せてきました。 

  しまのなかには、ほかにも、びわこのさかなや

かいのためにおいのりするためのおてらや、ひこ

ねじょうのおとのさまのためにいしでできた７じゅ

うのとうなどもあります。 

  みはらしみさきでは、がけのちかくなのですこし

こわかったけど、きれいなけしきや、おさかなをつ

りにきていたひとのボートがみえました。しまのな 

かをあるいてみると、いしのかいだんやきがたくさ 

 

 

 

んはえているので、ぱぱといっしょにぼうけんして

いるみたいでした。しまには、たくさんわれたたま

ごがころがっていました。びわこのまんなかで、と

りたちのおうちになっているのかなとおもいました。 

  ぼくは、ひこねにこんなしまがあることをはじめ

てしりました。びわこにはまだぼくがしらないしま

がいくつもあるとおしえてもらいました。ひとがす

んでいるしまもあるので、ぜんぶいってみたいとお

もいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひとこと 

 作者が１年生と知って驚きました。たけしまのことを

しっかりと観察し、くわしく素直な文章で表現し素敵な

作品に仕上っています。 

 お父さんと一緒にたけしまを訪れた夏休みの特別な

日が冒険のようで、かけがえのない思い出になりました

ね。物知りのお父さんにいろいろな所に連れて行っても

らってうれしそうな表情が目に浮かぶようです。 

＜特 選＞  たけしま 

彦根市立高宮小学校  １年  坂本  櫂 

わたしのふるさと  作文 
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  わたしは滋賀県の彦根市に住んでいます。 

  彦根城があり、歴史が深いまちなんですが、彦

根のみ力を見つめて、新たなことを発見するとい

うのはやっていないと思いました。 

  まず、着目したのは、彦根城や井伊家のことな

どの歴史です。彦根のはじまりは、彦根藩の初代

藩主の井伊直政が彦根にやってきました。その後、

彦根城が造られ、彦根は彦根藩三十五万石の城

下町として発展していきました。また、大老である

井伊直弼をはい出し、日本に大きなえいきょうを

もたらしました。 

  その後、明治政府によって、彦根城がこわされ

かけるも明治天皇によって、こわされずにすみ、二

度の世界大戦をのりこえて、今なお姿をとどめ、

国宝になりました。また、江戸時代に発展した彦

根仏だんなども今もなお、残されています。このよ

うなことを知って、わたしは、「昔の人たちが残し

た彦根城や古くからある工芸品を守っていき、そ

して未来へつなげていくことが大切。」と思いまし

た。 

  次に着目したのはふれあいです。地域の方と

のふれあいで地域の伝統を受け継いでいったり

することもできるし、仲良くできます。わたしの小

学校では地域の人とのあいさつなどの活動をや

っていて、さらに、４年前の４年生が地域のおんど

を復活させていたり、いろいろなふれあいをして

います。これからも地域の方とのふれあいを忘れ

ず、低学年に伝えていけたらいいなと思いました。 

  他に、わたしの小学校には、音読という伝統が

あって、古くから続いているそうです。毎年、音読

発表会があって、一生けん命練習しています。学

校全体で音読の活動をしていて、次の世代に伝

えていき、いつまでも音読を守っていてほしいと思

いました。 

  彦根市には先人が残したすばらしい彦根城や

工芸品、伝統があります。また、彦根市はびわ湖

とすずか山脈にはさまれた自然ゆたかな町です。

彦根市には江戸時代からある彦根城や町があり

ます。さらに、彦根で生まれた工芸品に、地域の

人とのふれあいもあります。世界有数の古代湖で

たくさんの固有種もすみ、今なお関西の水がめで

あるびわ湖があります。歴史、自然、ふれあいが

ある彦根市のような町はめずらしいと思います。 

  このような町は日本全体で見ても、そうそうな

いでしょう。み力あふれる彦根になったのは、先人

の人びとがおられたからです。 

  先人から受けついだ伝統を守っていき、そして

次の世代へ伝えていき、また、そんな彦根のみ力

を発信していくのが、自分たちの役目だと考えま

す。もっとこのみ力を自分は発信していっていきた

いです。そして、たくさんの人に彦根を伝えてもら

いたいし、コロナがおさまったら彦根に来てもらい

たいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひとこと 

彦根城や井伊家の歴史を深く学んで、彦根の魅力の新

たな発見を求める姿勢が素晴らしいと思いました。昔の

人たちが残した彦根城や工芸品を守って未来につなげ

ていくことが大切という思いに至ったことに心打たれ

ました。 

 形としてあるものだけではなく、地域の方々とのふれ

あいで地域の伝統や学校の伝統を次の世代に伝えてい

きたいという強い決意が伝わってきました。歴史、自然、

ふれあいとすべて豊かな彦根の魅力をどんどん発信し

てください。 

＜特 選＞  わたしのふるさと 

彦根市立城北小学校  ６年  濵岸  遙真 
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  私は、今から１２年前の２００９年に彦根で生ま

れました。私は、この１２年間、彦根で育ってたくさ

んの経験をしました。その中で、私の思い出に残

っていることを二つ書きます。 

  一つ目は、いとこや祖母、祖父との思い出につ

いてです。いとことは、小さい時によく祖母の家で

遊びました。いとこは週末に来てくれて、日が暮れ

るまで遊んで、家に帰る、それが私の毎週の日課

でした。いとことは、たくさんの遊びをしました。た

とえば、近くの公園をめぐって遊んだり、おにごっ

こをしたり、ゲームをしたりして遊んだりしていまし

た。私はそんないとこや祖母の家が大好きです。

祖父は、私に彦根の自然を教えてくれました。私

がようち園に通っていたころに、松ぼっくりを拾い

に祖父のウォーキングについて行ったことがあり

ました。その時、祖父は、私に双眼鏡でびわ湖沿

いからの景色を見せてくれました。びわ湖沿いか

ら見えた景色は、とても自然であふれていました。

私が初めて自然に興味をもった時でした。私は、

もしあの時、祖父にびわ湖の景色を見せてもらっ

ていなければ、自然に興味をもっていなかったと

思いました。だから、祖父にはとても感謝していま

す。私の母は、私が小学校に上がると同時に仕

事を始めました。だから、休みの日は祖母がごは

んを用意してくれました。今思うと、とても大変な

ことだったとあらためて感じます。そんな祖母には

感謝の気持ちでいっぱいです。これからも、祖父・

祖母を大事にしていきたいと思いました。 

  二つ目は、荒神山の子どもセンターでの思い

出についてです。私は小さいころ、よく外遊びをし

ていたので、子どもセンターにはよく行っていまし

た。子どもセンターには目印になる物が多かった

し、なによりちょうどいい広さなので、すごく遊び

やすかったです。たくさんの遊具があって、中には、

今遊んでも楽しめるような遊具もあります。近くに 

大きな公園があまりなかったので、子どもセンタ 

ーはとても便利な場所でした。自然を利用されて

いる所もあって、彦根らしさがあるなと思いました。

私は自然があふれていて、遊びやすい子どもセン

ターがとても好きです。また、行く機会があれば行

こうと思います。 

  私は、小さい子どもでも、遊びやすい環境があ

り、自然にあふれている、そんな彦根が大好きで

す。彦根にはもっともっとたくさんの思い出がある

けれど、この二つが私の一番の思い出です。これ

からは、今まで以上に、今の彦根の環境を大切に

していきたいと、この作文を通してあらためて思い

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひとこと 

 作者が幼いころ、いとこと楽しそうに遊んでいる様子

や、祖父とびわ湖の景色を眺めている情景や祖母の愛情

たっぷりのご飯、どれもこれもが鮮やかに目に浮かんで

きます。荒神山のふもとの子どもセンターでの思い出と

ともに、生まれ育った町「彦根」に対する愛着となって

いるのですね。不思議なものでふるさとへの愛着は、心

のよりどころとなり力となっていきます。読み終わって

心があたたかくなりました。 

 

＜特 選＞  私を育ててくれた彦根 

彦根市立城陽小学校  ６年  古川  恵奈 
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  ぼくは、国宝彦根城がある彦根市に住んでい

ます。 

  みなさんは、彦根城の内ぼりを運こうする屋形

船に乗ったことがありますか。いつもと一味ちがっ

た目線から歴史や自然を知ることができます。 

  屋形船は、玄宮園の前にある船着場から出発

します。船には、船頭さんとガイドさんがいっしょに

乗ってくれます。 

  屋形船はゆったりと進んでいき、表門の橋の下

をくぐります。 

  すると、カーブした石がきが見えてきます。石が

きをカーブさせるために石が多角形につまれて

いて、それが刀のしのぎににているので、しのぎづ

みとよばれるとてもめずらしいつみ方だそうです。

今まで気づかなかったけど、たしかにそうなって

いました。 

  カーブを曲がると、ちく城当時の正面げん関だ

った大手門が見えてきます。その周りの土るいに

は、たくさんのかるがもが休んでいました。 

  大手門の橋の下をくぐると緑あふれる水路が

真っすぐに広がっています。時々風がふいていて

心地よかったです。 

  しばらく進むと米ぐら水門にたどりつきます。そ

こは、昔江戸ばく府のあずかり米をおさめたくら

が１７とうあったそうです。今は、取りこわされて梅

林になっています。 

  そして、その場所には、六年ぶりにたん生した

白鳥のあかちゃんがお父さんとお母さんに、はさ

まれて泳いでいました。体長は、３０ｃｍぐらいで親

鳥より毛がふわふわしていて、とてもかわいかっ

たです。 

  また、米ぐら水門の辺りを見上げると彦根城の

正面が見えます。正面は、京の朝てい、もしくはラ

イバルの大阪城の方向に向いています。   

そして、屋形船はさらに進み、前方にさくが見え

てきました。そのさくよりおくは、おほりの水位より 

１ｍ下がっていて、今のびわ湖の水位と同じです。

びわ湖から流れる川は、瀬田川の一つしかなく、

雨がふるとびわ湖の水がなかなかひかないので、

明治時代に水位を下げたそうです。おほりの水位

はポンプで水を上げて昔のびわ湖の水位になっ

ています。社会のじゅ業で滋賀県の地理を習った

ので、とてもよく分かりました。 

  屋形船は、春はまん開のさくら、夏は青々とした

木々、秋は真っ赤なもみじや冬は雪げ色など季節

によってきれいな風けいが見られます。また、おほ

りにいる生き物も近くで見られます。ガイドさんは、

ぼくが知らなかった彦根城のひみつをたくさん教

えてくれました。 

  みなさんも機会があればぜひ屋形船に乗って

みてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひとこと 

 題名がいいですね。ふるさとのシンボル「彦根城」を

いかに誇りとしているか伝わってきました。屋形船に乗

り、ガイドをしてもらいながら景色を眺めているような

気分になりました。 

 「緑あふれる水路がまっすぐに広がって・・・」や「と

きどき風が吹いて・・・」など屋形船からの眺めが目の

前に広がってくるような文章表現に感心しました。春夏

秋冬、季節ごとの風景を想像し、ぜひ乗ってみたいと思

いました。 

＜入 選＞  ぼくたちの彦根城 

彦根市立平田小学校  ４年  上林  良輔 
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  私がこの作文を書こうと思ったのは、はなれた

所に住んでいるいとこ達に鳥居本のことを知って

もらいたいと思ったからです。 

  知ってもらいたいことは三つあります。 

  一つ目は鳥居本駅です。古いですが洋風で色

がかわいい建物です。調べてみたら、１９３１年、

今から９０年前に建てられたものでした。出来た

時はもっときれいな色だっただろうし、その時とし

てはとてもおしゃれな建物だっただろうと思います。 

  二つ目は自然です。すぐ近くに山、川があり自

然に囲まれています。私の家の近くの矢倉川は川

沿いに桜が植えられていて、春になるとお花見が

楽しめます。また、私は毎年春になると、知り合い

の山でたけのこほりをしています。山のしゃ面は

急でつかれるけど、たけのこを見つけるのは宝さ

がしのようで楽しいです。秋になると同じ所でくり

拾いもします。最近は、さる、いのしし、しかなどが

山奥からおりてきているようで、たけのこは少し出

た所を食べられていたり、くりもいがを開けると中

が空っぽだったりして、人間と動物のどっちが先

に取るかの戦いです。動物がたくさん出るように

なったのは、山にえさがなくなってきたからだと思

います。これ以上動物が山からおりてこないよう

に、自然を大切にしないといけないと思いました。 

  三つ目は中山道のまちなみ、宿場町「鳥居本

宿」です。調べてみたら江戸時代からのもので、

鳥居本宿の長さは約１．４Ｋｍ、そのうち宿は大小

合わせて３５けんあったそうです。江戸時代の名

産は、赤玉神教丸、合羽、すいかで、「鳥居本の

三赤」とよばれていたそうです。２００８年からは秋

に鳥居本宿場祭りが開かれていて、ふだんは人

通りが少ない中山道ですが、お祭りの日は大ぜ

いの人でにぎわいます。国の重要文化財である

有川家住宅や彦根市指定文化財である岩根家

住宅など古い建物を見ることが出来ます。鳥居

本宿の北入口に当時の人を表した石像があり、

こういう人達がこの道を通っていたのかと思うと、

なんだかわくわくしてきます。また、２０１３年に「鳥

居本の三赤」から、赤玉レッド、合羽レッド、すいか

レッドの三赤レンジャーというキャラクターが生ま

れました。今はたぶん鳥居本でしか知られていな

いと思うので、みんなに知ってほしいです。 

  今回この作文を書くために、鳥居本駅や鳥居

本宿のことを調べて、初めて知ったことがたくさん

ありました。もっと鳥居本のことを知りたいと思っ

たし、知らない人達に教えてあげたいと思いまし

た。それに去年はコロナで宿場祭りが中止になっ

てしまったので、今度お祭りがあったら、いとこ達

を案内してあげたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひとこと 

 鳥居本には自慢できることがたくさんありますね。建

物、町並み、自然、名産品、いずれも有名でふるさとの

誇りです。私も鳥居本スイカ、桜、お祭りなど教えても

らいました。本当にわくわくするほどお宝が詰まった町

だと思います。 

 これからも、もっともっと調べて町のじまんを伝えて

いってください。 

＜入 選＞  私のふるさと  鳥居本のじまん 

彦根市立鳥居本小学校  ５年  小椋  結奈 
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  ぼくは、彦根市高宮町に生まれて１２年住んで

います。春には高宮神社で大こ祭りがあり、夏に

は花火大会など、とても素晴らしい行事がありま

す。その中でも一番の楽しみは滋賀県で一番初

めに行われた、歴史の深い高宮花火大会です。

無賃橋の下の犬上川で行われていて、たくさん

の人が見に来て毎年とても盛り上がっています。

歴史は古く明治から始まり、今まで１００回を超え

るほど行われています。去年と今年は新型コロナ

ウイルスの感染拡大により中止になってしまい、

悲しいです。それでも地元で花火大会が開催さ

れ続けているということは、高宮の人がたくさん準

備をして最後はかたづけまでされているからだと

思います。この努力が１００年以上続いていること

にぼくはすごいなと思います。 

  一学期の校外学習では鳥居本から中仙道を

通って高宮まで歩く体験をしました。ぼくは今まで

高宮について改めて知ろうと思ったこともなかっ

たので、その体験をしてたくさんの歴史を学ぶこ

とができました。 

ぼくが通学している高宮小学校は、明治５年

(１８７２年)に建てられた滋賀県で二番目に古い

小学校です。学校の運動会で毎年されているか

ぼちゃおどりが長年伝わっていて、高宮伝統行事

として有名です。それで、ぼくは高宮小学校が１５

０年近くも建っていて、今でもかぼちゃおどりにつ

いて教えてくれている人がいるので、ぼくも伝統

行事を大切にしていきたいと思いました。 

  そして、現在の高宮小学校や高宮幼稚園辺り

一帯が昔、城館跡（高宮城跡）だそうです。そこ

から、土塁や堀、城館の建物跡などが見つかって

いるそうです。そのことで、ぼくは昔、城が建つほ

どの大きな町だったと知りました。 

  高宮には今、大きなお寺が４つ、大きな神社が

１つ、大鳥居があります。校外学習で、ぼくはお寺

の一つである円照寺の中に徳川家康が座った腰

懸石があると知りました。ぼくは、そんな有名な人

が高宮に来ていたことにびっくりしました。まだま

だ、ぼくの知らない歴史がたくさんあることが分

かったので、また調べてみたいです。 

  このように、ぼくのふるさとにはたくさんの歴史

もあり、今はぼくたちが住みやすい駅や大きな店、

大きな会社などもあるのでとても便利です。 

  今年の夏前には高宮の大鳥居の近くを流れる

川でたくさんのホタルも見られました。 

  自然と歴史が豊かなぼくのふるさとは最高で

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひとこと 

 学校や地域の行事に参加してますます高宮の良さを

感じ、成長していることがよくわかります。 

 学校や町の歴史を学びながら大切に守ってきた地域

の方々の努力を知り、伝統行事を大切にしたいという気

持ちがどんどん膨らんできているのがすごいです。自分

の町を最高だと思う子どもたちが増えていってほしい

ですね。 

＜入 選＞  ぼくのふるさと高宮 

彦根市立高宮小学校  ６年  清水  貫志 
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「ルッキズム」という言葉を知っていますか。ルッキ

ズムとは、外見や容姿が問われるべきではない場面

で、評価の対象となったり、美の基準が偏った世の

中の価値観に限定されたりすることで、それにそぐ

わない人が、不利益を受けることを指します。こうし

たルッキズムがある背景には、世の中の美しさの価

値観が決めつけられ、それを当たり前だと考えてい

るところにあると感じます。 

次のような調査結果があります。自分の容姿に誇

りを持っているかというアンケートで、米国では約４

０％の人が持っていると回答したのに対し、日本で

は、持っていると回答した人が６％しかいなかったと

いうのです。そこには、世の中でなんとなく共有され

ている美の基準があり、それに自分をあてはめ、比

べているように感じました。 

  最近、「ルッキズム」について考える出来事が二

つありました。 

  一つ目は、東京五輪・パラリンピック開閉会式の

問題です。これは、演出統括責任者の男性が女性

タレントを豚に見立てる提案をしたという内容で、ニ

ュースなどでも大きく取り上げられていました。私は、

これを知り、とても不快な気持ちになりました。それと

同時に、世の中には、これと似たような容姿をからか

った偏見や差別がもっと身近にあるのではないかと

思いました。 

  二つ目は、水原希子さんの発言です。彼女は、

「世界で最も美しい顔１００人」にノミネートされたこ

とを受け、自身のＳＮＳで「２０２０年にこんなことやっ 

てるなんて狂ってる。」と、この企画を批判しました。

そして、「そもそも見た目で人を判断するのは絶対

違うと思うし、そもそも一番美しい人なんて選ぶこと

は不可能。」と、発言しました。私は、この言葉を知り、 

確かにそうだなと思いました。美しいと感じる人やモ 

 

 

 

ノは人それぞれなのに、画一的な価値観で決めつけ

ていることが多いということに気づきました。特に、女

性の場合、足が細くて、目が二重で、肌が白くて、ス

タイルが良いなど、そういった人が美しいという風潮

が日本にはあるように感じます。私も今まで、それが

美しいと思っていました。しかし、そんな基準、誰が決

めたのでしょうか。私は、水原希子さんの言葉から、

自分の今までの考えの間違いに気づくことができま

した。 

  では、もっと美しくなりたいと思うのはいけないの

かというとそうではないと思います。自分が美しくな

りたいという思いは、その人を輝かせることにもつな

がると思うからです。大切なのは、「らしさ」を大事に

することだと思います。自分と人とを比べるのではな

く、今の自分の姿を認め、肯定的に受けとめることも

必要です。そうすれば、自分を受け入れられる人も

増えるのではないでしょうか。そして、自分の価値観

を他人に当てはめ、見下すのではなく、その人らしさ

を見つけることも必要です。 

  毎日、いろいろな情報が、インターネットなどを通

じて入ってきます。そういった時代で、私たちは知ら

ないうちに、「理想の姿」を決めつけているように感

じます。それに当てはまらない自分に自信を失くして

しまう。当てはまらない人を醜いと感じてしまう。そう

ではなく、自分も他者も認められる、そんなあたたか

い世の中になっていってほしいです。そのためには、

偏った価値観を壊してみることも必要だと思います。 

ひとこと 

 多種多様な情報が飛び交う今の社会では価値観も人

それぞれ多様ですが、理想の姿ばかり追いかけていると、

知らず知らずのうちに偏った価値観を持ってしまいま

す。この作文から、「自分らしさ」こそ美しいとだれもが

思える世の中を作ることが大切だとわかりました。偏っ

た価値観なんて壊すパワーがほしいですね。 

＜特 選＞  「らしく」を大切に 

彦根市立東中学校  ３年  畑野 蒼衣 

中学生広場 「私の思い 2021」 作文 



- 8 - 

 

 私は脂が体に合わず、食事を自己管理する必要

があります。２年生の夏、体調をくずして入院したと

きに、私にとって多量の脂は良くないものだというこ

とを知りました。入院中での絶食期間、私はこれか

らの食生活が不安でした。今まで脂について気にし

たことはもちろんないし、私はジャンクフードや揚げ

物などのこってりしたものも好きでした。だから、「こ

れからはもう食事を楽しめないのかな」などと、マイ

ナスな想像ばかりしてしまっていました。しかし、そん

な心配は無用だということを私はすぐに知ることが

できました。絶食期間が終わって食べた病院食で、

私は食事を最高に楽しみました。病院食は、もちろ

ん私の体にやさしい脂の少ないご飯です。でも、本

当においしかったです。毎日、顔を笑顔でくしゃくし

ゃにしながら食べていたのをよく覚えています。この

時、私は自分のこれからに安心しました。そして、自

分に合う食べ物や料理について、興味をもちました。 

  私は現在、脂をおさえながらおいしくご飯を食べ

る工夫をしています。 

  まず、お店で食品を買うときの工夫は、必ず栄養

成分表示を確認することです。栄養成分表示には、

脂質という項目があり、そこを見れば、食品の脂質

量を知ることができます。脂質が低そうだと思って確

認したら意外と高くて驚くときもあるけど、こってりし

てそうなのに脂質が低いものを見つけると、お宝を

見つけた勇者のような気持ちになります。このように

して、食品を一つ一つ丁寧に見てみると、それぞれ

のお店の特色に気づけます。今では、その特色の違

いを、家族で楽しみながらお買い物をしています。 

  そして、家で食事を作るときの工夫は、材量を脂

の少ないものに置き換えることです。例えば、牛乳を

無脂肪乳へ、とりもも肉をとりささみへ、普通のマヨ

ネーズをカロリーハーフのマヨネーズへなどと、似て

いるけど脂の少ないものに材量を変換して料理を

します。ご飯をつくるのは基本、お母さんとお父さん

だけど、この前、私は牛乳を無脂肪乳にしてプリンを

つくりました。他にも、肉の脂身は削ぐ、食材に火を

通すときは、油を使わなくてもこびりつかないフライ

パンやアルミホイルを使ったり、電子レンジを使った

りするなどの工夫をしています。それに加えて、色ど

りや食感、うま味などを上手に利用して、あっさりさ

せすぎないことも重要な工夫です。 

 でも、そんな工夫の前に大切なのは、「食べられな

い」と決めつけないことです。私は脂の量を管理す

る必要があるだけで、食べても良いです。だから私

は、「自分の体においしい量を食べる」と考えて管

理をしています。「ジャンクフードだって揚げ物だって、

量を考えれば良い」と思えたことで、食事を素直に

楽しめるようになりました。 

 私は、他の人と比べて「自己管理」を大切にしなけ

ればなりません。入院中にしていたマイナスな考え

方をプラスに変化させてくれた病院の調理師さん

や管理栄養士さんには、本当に感謝しています。ま

た、スーパーやコンビニに寄ると、私がおいしく食べ

られるものを楽しそうに探してくれる家族に囲まれ

ている私は、本当に幸せです。今、私が一番したい

ことは、自分のための料理を自分でつくれるように

なることです。そして、将来的には管理栄養士になっ

て、私と同じように自己管理の必要な誰かのための

食事を、一緒に考えたいです。ときどき、自分の体が

すごく面倒くさくなるときもあるけど、私だから感じる

ことのできる苦悩、不安、いら立ち、焦り、そして幸せ

を無駄にするつもりは全くありません。全部、私の人

生で生かしまくってやろうと思っています。今は自分

のために、いつかは誰かのために、「自己管理」に

ついて考えたいです。 

 

ひとこと  当たり前の日常の中では気づかないこと、

知らなかったことがたくさんあります。入院という体験

から自分の体の特性を初めて知り、それを悲観せず前向

きに「自己管理」に取り組む筆者の姿勢は読む人に力を

与えてくれます。また、そこから将来の夢まで思い描く

ことができた筆者を応援したいと思います。 

＜特 選＞  私の自己管理 

彦根市立東中学校  ３年  中澤 知音 
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最近、テレビやラジオでＳＤＧｓという言葉をよく耳

にする。ＳＤＧｓとは、持続可能な開発目標のことで

ある。目標の数は１７個で、貧困や紛争、気候変動

による自然災害、感染症といった人類が直面してい

る課題が目標になっている。私は、この目標が立て

られたことをありがたく思う。ＳＤＧｓという目標をみ

んなが意識していくことで、輝く未来を創り、世界の

人々が一致団結することができるからだ。ＳＤＧｓの

目標は、どれもとても大切なことだと思う。その中で

も、私が特に大切にしたい目標が三つある。 

一つ目は、貧困をなくそうという目標だ。世界で

は、極度の貧困状態で暮らしている人が約７億９６

０万人もいるそうだ。しかもそのうちの約半数が子ど

もらしい。私は、このことを知って、改めて自分がとて

も恵まれた環境で育っていることに気がついた。貧

困の子ども達は小さい頃から働いたり、家事を自分

が中心となってやったり本当に大変だと思う。そん

な子ども達が、毎日笑顔で暮らせる世の中になって

ほしいと心から思う。しかし、貧困に苦しむ世界中の

子ども達を救うために活動する人々や団体はある

が、活動を継続して行うには資金や人材がまだまだ

足りないそうだ。だから私は、自分が恵まれているこ

とに感謝するのはもちろん、今はお父さんやお母さ

んが働いて貯めたお金で募金しているけれど、将来

は自分が働いて貯めたお金で募金していきたい。

私達のほんの少しの力でも、みんなが協力すれば

ものすごく大きい力になると思うから、寄付活動や

募金活動に積極的に参加していきたい。 

二つ目は、平和と公正をすべての人にという目標

だ。世界では、現在も紛争が起こっていたり、子ども

への虐待や暴力などがある。ニュースで虐待事件

や暴力事件を聞くだけでも心が苦しくなる。実際、

虐待事件などは年々件数が増えているようだ。虐待 

や暴力は、何があっても絶対にしてはいけないと思

う。これらをやっている側は、最終的におかしくなっ

ていくし、受ける側は、心も体も傷だらけになる。お

互いにどんどんマイナスになる一方だ。だから、自

分は何があっても暴言や暴力で解決せず、きちんと 

した言葉で解決していきたい。世界を平和と公正に

するには、そういったことが大切だと思う。 

三つ目は、パートナーシップで目標を達成しよう

という目標だ。これは、全体を通して大切なことだと

思う。目標達成のためには、国同士や政府が協力

するのはもちろん、身近な企業や市民社会でも協

力していくことが大切だと思う。世界中が抱える問

題は、私達一人一人だけではどうしても解決できな

い。しかし、中小企業も個人も国も団体も関係なく、

それぞれがお互いの強みを活かし協力していくこと

で、ＳＤＧｓ実現のために、私達ができる可能性が増

えるのではないだろうか。全体を良くするための目

標は、一人だけでがんばるのではなく、みんなで協

力してがんばっていくことが一番だと私は思う。 

  たくさん提案したが、私は結局、このＳＤＧｓで世

界を団結させていきたい。一人一人の小さな力を

協力して大きくし、さらにその力を世界中に広げ、す

ごく大きい力にしたい。はじめにも書いた通り、この

ＳＤＧｓという目標は、輝く未来を創り、世界中が一

致団結していけると思う。ＳＤＧｓで地球も人々も最

高の笑顔になってほしい。 

 

 

ひとこと 

 ＳＤＧｓの取り組みの中から、筆者は貧困や平和につ

いて考えます。すぐ具体的な行動に移すには勇気や実践

力がいりますが、まずは筆者のように多くの目標の中か

ら自分の注目する目標を見つけて考え、できることを模

索することが大切ですね。それが筆者の言う「輝く未来

を創り、世界を一致団結」する一歩となるでしょう。 

＜入 選＞  ＳＤＧｓについて思うこと 

彦根市立中央中学校  １年  角田 奈巴 
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 みなさんは、「命の大切さ」について考えたことは

ありますか。私は、命はあたり前のようにあるけれど、

お金では買えない大切な物だと思います。命は失くし

てしまったら二度と返ってきません。どんなに願っても、

どんなに大切な人の命でも、そこで終わってしまいま

す。それは一つしか存在しないかけがえのない物だ

からです。 

  私の兄は、私が１歳のときに、一度命の源、心臓を

止めました。なぜかというと、私の兄は、先天性疾患

だからです。兄の場合、４歳１０ヵ月まで心臓病と知ら

ずに毎日生活をしていたそうです。しかし、私の母は、

小さいころから、兄のことを他の子と違うと思ってい

たようです。兄は、ミルクを飲むとすぐ吐いてしまい、

風邪をひくとすぐにぜん息になってしまい、入院する

日々を過ごしてました。ひどいときには、１ヵ月に二度、

入院することもあったそうです。兄が保育園に入園す

ると、すぐに体調の変化がおこったそうです。給食を

食べて、みんなと遊ぶ時間になると、毎日のように吐

いてしまったり、毎週木曜日くらいになると高熱を出

してしまったりしていたそうです。両親は、その都度、

病院へ兄を連れていったそうです。時には夜中や朝

方に病院へ行くこともあったそうです。ひどい時には

兄は入院もしました。本当に両親は大変だったと私は

思います。 

  こういった事が重なり、兄の事を心配になった両親

は、病院の先生にくわしい検査をお願いしたそうです。

検査入院を経て、兄の心臓には穴が開いていた事が

分かりました。兄の病気を知った時、両親はとてもショ

ックだったそうです。そして、初めて兄の命が消えてし

まうかもしれないという恐怖におそわれたそうです。 

  その後、兄はすぐ手術をすることになりました。両親

や家族は、医者から手術の説明を聞き、不安もあっ

たそうですが、兄の体の辛さを考え、一日も早い手術

を望んだそうです。兄も、病院の先生から手術の説明

を聞き、手術をすることにしたそうです。手術はとても

大変だったそうです。今、動いている心臓を一度機械

で止めて手術を行います。兄は約６時間、心臓が止

まっていたそうです。私は１歳なので記憶にはありま

せんが、両親や家族はとても大変だったと思います。

病院の先生方や家族、友人に支えられて、兄の手術

は無事に成功しました。 

  今の兄が元気で当たり前の毎日を送れているの

も、病院の先生方や家族や友人のおかげだと思って

います。兄の病気を助けてくれた病院の先生方に感

謝してもしきれない気持ちでいっぱいです。 

  手術を終えた今でも、兄の心臓は１００％の働きは

しません。人の手によって作りかえられた心臓だから

です。兄は先日、高校の帰り、心臓のあたりが痛いと

言って帰ってきました。母は、すぐ病院へ行きました。

病院で検査をしましたが、大事にいたらなくて私は安

心しました。私は、兄の心臓の手術の話を聞き、「命

の大切さ」が本当に分かりました。残念ですが、この

兄の経験の話を聞かなければ、「本当の命の大切さ」

は分かっていなかったかも知れません。 

  最近、無差別テロや殺人事件のニュースをテレビ

で見ることが多いです。なぜ、罪のない人々が殺され

るのでしょうか。どうして大切な命を無駄にするので

しょうか。それも他人の命を。犯人の過去には、辛いこ

とがあったなんて理由にはなりません。 

  今は新型コロナウイルスで、今までとは違った生活

を送っていますが、一人一人が気をつけて生活して

ほしいと思います。 

  命、それは、両親から一番最初にもらうプレゼント

です。それが命です。 

  兄の経験で学んだこと。大切な他人の命、そして大

切な自分の命を大事にしたいです。そして、今を精一

杯生きたいと思いました。 

ひとこと コロナ禍の今、私たちは「本当の命の大切さ」

に直面しています。コロナで多くの人が命を落としてい

く現実を知っていても、それを実感するのは難しいこと

です。しかし、実際に兄の病気の経験を知った筆者はそ

の大切さを身近に、切実に知っています。今だからこそ

大切な命に向き合い、コロナを乗り越えたいですね。 

＜入 選＞   命 

彦根市立東中学校  １年  西谷 来希 
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 私が住んでいる彦根市では、「彦根城を世界遺

産にしよう」という活動があります。私は歴史が好き

で、小学生のころ夏休みの自由研究で滋賀の歴史

的な史跡に興味をもち、彦根城や小谷城について

調べました。彦根城が建てられたのは、江戸初期、

つまり、四百年以上もの間、大切に守られてきたと

いうことです。彦根城は、天守閣が左右対称で三階

建てですが、豪華で、他の櫓などにもところどころに

他の城の屋根や柱などが使われています。このこと

を通して、私は改めて彦根城のすばらしさを知るこ

とができました。彦根城をこれからも守っていくため

に、彦根市の観光を発展させるために、世界遺産に

登録されることを願っています。 

  今、滋賀県の世界遺産はただ一つ、比叡山延暦

寺です。延暦寺は最澄が建て、これまでに織田信長

の焼き打ちなどを経験してきたお寺です。しかし、正

確にはその延暦寺も古都京都の文化財として登録

されています。私は、滋賀県には古い歴史やすばら

しい文化がたくさんあるのに、ほとんど注目されて

いないことがもったいなく感じます。 

 そこで私がすすめたいのが、琵琶湖を複合遺産

にすることです。琵琶湖は、自然遺産の面では豊か

な水や固有種の魚がいたり、文化遺産の面では沖

島や竹生島などがあります。日本一の山、富士山が

登録されているのですから、日本一の湖、琵琶湖が

登録されてもいいと思います。 

  私の琵琶湖の自然遺産候補は、固有種の魚、数

多くある内湖、沿岸に多くあるヨシ帯などです。さら

に琵琶湖は、古代湖として世界第三位をほこってい

ます。琵琶湖の固有種ニゴロブナは、ヨシ帯内部に

生息し、繁殖期の四月から六月には内湖のヨシ帯

に産卵します。このニゴロブナは、あのとても有名な

滋賀の特産品でもあるフナ寿司の原材料にもなる

重要な魚です。このように、琵琶湖の固有種は内湖

やヨシ帯と密接に関係しているだけではなく、文化

にも関係しています。私は、シジミが好きなので、ま

たセタシジミを食べてみたいです。しかし、セタシジ

ミの漁獲量は減少しているそうです。ぜひ、固有種

を残していきたいと思います。 

  私の琵琶湖の文化遺産候補は数多くありますが、

例えば、沖島や竹生島、浮御堂などがあります。沖

島は日本で唯一の淡水湖に浮かぶ有人島で、世

界的にも少なく、学術的にも注目されているそうで

す。また、この島には猫が多く生息しているそうで、

猫好きの私としては一度行ってみたいと思う島です。

浮御堂は、大津市にある湖上につき出た仏堂で、

「堅田の浮御堂」の通称でも知られています。この

浮御堂は、あの有名な松尾芭蕉も歌によんでいま

す。「鎖あけて 月さし入れよ 浮御堂」とあります。 

  世界遺産に登録されると、世界中に知られるよう

になり、観光客も増え、滋賀県の良さを世界の人々

に知ってもらえるようになります。また、戦後から滋

賀県の自然や文化が失われはじめています。私は

小学生のとき、フローティングスクールで、百年前と

今との琵琶湖の水のにごり加減について調べ、百

年前と比べて現在はにごっているように感じました。

世界遺産に登録され、皆が琵琶湖を守る活動に取

り組むことで、琵琶湖は元のすき通った水に生まれ

変わることができると思います。 

 私も、今からでも自分にできることを、琵琶湖の

自然と文化が続くように日々努力していこうと思い

ます。 

 

 

 

 

ひとこと 

 滋賀県が世界に誇れるものは、筆者が言うように確

かに琵琶湖です。自然遺産だけでなく、固有の文化遺産

も併せ持っています。自然と文化、二つの面で固有の特

色を持つ琵琶湖について、私たちは日常見慣れ、その独

自の価値に気づかず生活していることを反省しました。

身近なところに誇れるものを再発見できそうです。 

＜入 選＞  滋賀県の世界遺産提言 

滋賀県立河瀬中学校   １年   青木 結美 
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 「ＳＮＳは怖いですね。」 

 ニュースでそういう言葉を耳にしました。SNＳはと

ても便利なものです。見ず知らずの人と簡単に関わ

ることができます。しかし、使い方によっては、とても

恐ろしいものにもなります。つまり、ＳＮＳにはメリット

とデメリットがあるのです。 

  僕は、ＳＮＳのメリットとデメリットを具体例とともに

考えてみようと思いました。 

 まず、デメリットから考えました。 

  昨年度のＳＮＳをきっかけとする事件の被害を受

けた子どもの数は１,０８９人にのぼるそうです。こん

なに多くの子どもが事件に巻きこまれたのは、どうし

てでしょうか。その理由はＳＮＳの便利さにあると僕

は思います。世界中の様々な人たちとつながること

ができるというのは、僕たち子どもにとってとても興

味をそそられることです。けれども、つながることによ

って事件に巻きこまれる可能性もあります。巻きこま

れないためには、個人情報は絶対にもらさないこと

がとても重要になってくると思います。 

 ところで、昨年８月にアメリカ、ウィスコンシン州で

おきた黒人の方への警察官発砲事件をご存知で

すか。武器を所持していなかった黒人の方へ合計７

回発砲するという、あまりに残酷な事件でした。 

 事件後、ブラック・ライブズ・マター運動という黒

人の命は大切だと主張する運動の活動家がＳＮＳ

で、抗議デモを呼びかけました。 

 すると、その投稿は瞬く間に拡散され、現地に全

米から多くの若者たちが集まってきました。何と、一

部は暴徒化し、商店の破壊や車への放火などが起

きてしまったのです。更に、このデモに危機感を抱い

た人がＳＮＳでデモへの対抗を呼びかけ、武装を始

め、デモ隊と衝突しました。この中には少年も混ざっ

ていたそうです。 

 世界ではこのようにＳＮＳの拡散により、子どもが

事件に巻きこまれたり、死傷者を出す事件が何件も

起こったりしています。この事件のように大規模なデ

モが起きたりもします。これはＳＮＳにおけるデメリッ

トといえるでしょう。ＳＮＳにどのような内容のものを

投稿するかや、得た情報が嘘か本当かを見極める

ことや、むやみに拡散したりしないということが安心

や平和につながる鍵になるのではないかと僕は思

っています。 

  さて、次はメリットについて考えました。 

  一番大きなメリットといえるのが、手軽にコミュニ

ケーションをとれることだと思います。何か重要な連

絡があっても、すぐに発信することができます。それ

に、世代も、地域も、国も、何もかもをこえて、世界中

とつながることができます。つまり、様々な人とつな

がり、交流ができるということです。これはとても素

晴らしいことだと僕は思います。 

  他にも、災害が起きたとき、ＳＮＳは大いに役立ち

ます。避難所や物資の情報提供、そして、家族や友

達との安否の確認において、ＳＮＳはとても便利です。 

  ＳＮＳにはこういったメリットやデメリットがあります。

便利なものほど必ずそれに見合うだけのリスクがあ

ります。では、どうしたら、そのリスクを避けることが

できるのでしょうか。僕は、画面の向こうには必ず人

がいるということをしっかり理解し、自分が面と向か

って言われたら、嫌な内容のものを投稿しないとい

うことや、一番信頼できる情報源の情報と比べて、

フェイクかどうか見極めることや、一度冷静になって

見直すということがリスクを避ける上で大事になっ

てくるポイントなのではないかと思います。 

  使用する人がそれぞれＳＮＳの使い方をもう一度

しっかり考えて付き合うことで、これから先、より豊か

な社会になっていくのではないでしょうか。   

  

ひとこと  

ＳＮＳの便利さにはそれに見合うだけのリスクがあ

ると筆者はいいます。便利だから大いに利用したい、で

も画面の向こうにいる人を意識しなければなりません。

より豊かな社会にするために、情報に対しては必ず「一

度冷静になって見直す」ことを常に意識したいものです。 

＜入 選＞  ＳＮＳの二つの面 

彦根市立中央中学校  ２年  荒井 遥陽 
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 今、世界中が「コロナ」によって様々な問題に直

面しながらも、試行錯誤して前に進もうとしています。 

 今までは「当たり前」だと思っていたことが、「当た

り前にできない」という状況に僕たちは心も体も共

に疲れきっている毎日ですが、コロナを理由に何も

かも「できない」と諦めてしまうのではなく、「どうし

たらできるか」を考え、何とか困難を乗り越えようと

しているいろいろな活動は、この世界を一回りも、二

回りも強く、賢く、進化させていると感じています。 

 私たち中学生もいろいろな活動が制限されてい

ますが、今のところ普通に通学し、全員で一つの教

室で授業を受けています。テレビ等の報道では、タ

ブレット端末を各個人に配布して、自宅にいながら

もオンラインで授業を受けられるようになってきてい

るようです。これも今までに無い、大きな進化だと思

います。僕はまだ本格的なオンライン授業を受けた

ことがないのですが、メリットとデメリットは何かを考

えてみました。 

  メリットは、・感染リスクが無く、安心して授業を受

けられる。・通学の移動時間が無くなるのでその時

間を有効活用できる。・通学時に交通事故にあうこ

とが無くなる。・雨の日も濡れずに授業が受けられ

る。・画面越しにはなるけど、マスク姿ではない友達

の顔が見られる。・紙の使用量が減り、環境に良い。 

  一方、デメリットは、・家の通信環境によってはタ

ブレットがフリーズしたりして授業が受けられなくな

る。・皆と競技する体育などの授業が受けられなく

なる。・ちょっとした相談などがしにくい。・運動不足

になる。・先生が生徒の生活を見ることができな

い。・給食がないので、家族に準備してもらう手間が

かかる。・家族の声や動きなどが気になって授業に

集中できない。 

  これらのメリットとデメリットを比べて、オンライン

授業をするべきかどうかを判断するのは難しい事で

すが、メリットは活かしてデメリットに対する対応を取

れれば、安心安全な環境で授業を受けられるので

はないかと思います。 

僕は、たとえこのコロナの状況が終息しても「オン

ライン授業」は普及して継続されていくべきだとも思

います。授業をする側の先生も受ける側の生徒も効

率化が進み、さらに幅広い知識を得たり、スポーツ

をしたりする時間もつくれるのではないかと考えま

す。 

 また、授業のオンライン化と同じような取り組みは

大人の社会でも進んでいるようです。僕の父は海

外の工場によく出張に行っていましたが、コロナが

世界中で感染拡大し始めてからは、全く海外への

出張が無くなりました。今まで出張でやっていた仕

事ができなくなり、どのようにしているのかを聞いた

ことがあります。その答えは、「海外の工場とインタ

ーネットを使って、手元をカメラで映して指導し、工

場の様子もリアルタイムに見て、コミュニケーション

を取りながら、出張していた時と同じような環境や

仕組みを作っている。」という事でした。あらゆるモノ

やデータがネットワークに繋がり、情報がやり取りさ

れていく時代になってきている今、距離や場所に関

わらず人と人がうまくコミュニケーションを取れる状

態になってきているし、その状態を現実化している

機器類もどんどん進化してきています。 

  僕はこれらを活用して生活の中にうまく取り組ん

でいくべきだと思います。オンライン授業がいつ僕の

学校で始まるかは分かりませんが、学習するという

目的に対する一つの手段として有効だと考えます。 

  ただ、僕は人と人とのコミュニケーションはオンラ

＜入 選＞  オンライン授業を考える 

彦根市立稲枝中学校  ２年  林出 穣治 



- 14 - 

 

インでは限界があるとも思っています。対面で接す

ることでできる大切な事、人として当たり前の事で

ある「挨拶」や「目を見て話す」などはオンラインで

は難しくなります。だからこそ、対面でいられる時は

これらを決して疎かにならないように心がけたいと

思います。良くも悪くも今置かれている状況がいろ

いろな世界中の変化を生み出すきっかけになった

事に変わりないので、その変化に対応することで、

より豊かな社会になるのではないかと僕は考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひとこと  

新型コロナウイルスの爆発的な感染拡大は私たちの

生活を制限し、私たちは大変不自由な生活を強いられる

だけでなく、日々恐怖とも戦っています。学校では本格

的なオンライン授業も現実となるかもしれません。デメ

リットを知ったうえで、いざオンラインとなったときう

まく対処できる心構えをもつことが大切ですね。 
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グラウンドにひびきわたるあの笑い声。日々の練

習の思い出。そして、周りからの熱い声援。これらを

胸に、私はスタートダッシュをきり、全力でかけぬけ

た。 

中学１年生の秋、『駅伝』というものに興味を持

った。テレビで見たことはあるが、自分が経験したこ

とはなく挑戦したいという思いで学校代表駅伝チー

ムに入った。想像以上に走り込みが多く、正直辛か

った。周りから「頑張れ」と言われたがその時はまだ、

「精一杯頑張ってるつもりなのに」と素直に受け止

められなかった自分がいた。大会当日、私は三区を

走ることになった。初めての舞台、初めての景色で

不安と緊張でいっぱいなままバトンをもらい、全力

で走り続けた。足は痛く、呼吸が合わない。そんな中、

ふと頭をよぎったのは「頑張れ」だ。その瞬間、自然

と気持ちが明るくなり、体じゅうが熱くなった。エール

を送ってくれてる人がいるんだ。まだいける。この時、

応援がどれだけの力になったか体で感じた。結果

は市で二位、そして、県大会出場が決まった。だが

県大会では選手に選ばれず、とてもくやしい思いを

した。私は決心した。「来年の駅伝大会では３kｍの

一区を走り、県大会でも活躍する」と。その日から毎

日走り続けた。部活が終わって暗くなろうと、天気が

悪く雨が降ろうと、必ず一区を走り県大会に行くと

心に決めて。自分の家の周りでオリジナルのコース

を作り、休校中も父と琵琶湖まで走り、時には宿題

もせず走りに行き、母に怒られたこともあった。私の

家の近くの同級生や知人から、「毎日すごいね」

「頑張れ！！」と応援されることもあり、毎日続けられ

た支えがこの応援だったとは、まだこの時は知らな

かった。 

そして２年生の秋。あの一年前のようなメニュー

の日々がやってきた。どんなに辛くても絶対あきらめ

ない。速くなりたい。目標を画用紙で書き、自分の部

屋に貼って、見るたびに意識を高めた。それにみん

なと同じ練習ならばみんなと同じ結果にしかならな

いと思い、練習後も家で自主練を続けた。去年の私

ならあきらめていたかもしれない。だが私にはあきら

めるという選択肢はなかった。普通なら辛い練習ば

かりだと心が折れたり、やる気がうせると思う。だが

今年はちがう。練習を重ねれば重ねるほど、グラウ

ンドに来て大きな声であいさつすることから始まる

練習が楽しくてしかたなかった。メニューが始まる直

前まで多目的ホールの外屋根の下で学校生活の

話をしたり、ある先生のモノマネをして大笑いしたり。

メニューが終われば、おつかれ様！！から始まり、走

りのふりかえりでお互いを高め合ったり、時に良い

ライバルにもなったりした。また、世間話をしたり、駅

伝チームの先生とふざけてみたりした。暗い中、照

明をあびながらグラウンドにひびきわたる笑い声。

ハードなメニューの前でもけして誰一人弱音を吐か

ず全員で「よし！！頑張るぞ！！」とはげまし合った。そ

んな放課後の仲間との時間一分一秒が私は大好

きだった。そして、大会前日、メンバー発表。一番最

初に名前が呼ばれた。『一区３km』それは念願の

目標が叶った瞬間だった。大会当日、レースが始ま

るカウントダウンがゼロになり、ピストルが鳴った。思

った以上に足は動くが他の選手に次々と抜かされ、

心が折れそうになった。すると、仲間との笑いあって

たあの時間がよみがえった。スタート前の仲間との

円陣も。学校の友だちや家族の顔が浮かんできた。

「頑張って！！」「応援してるよ！」去年と同じだ。応援

してくれている人のためにも自分が積んできた努力

もすべてをぶつけて私は最後までダッシュをかけた。

私の心の中は熱く熱く燃え上がって感情がおさえら

れなく胸がいっぱいだった。そして無事二区の子に

バトンをつなげられた。走りおえて真っ先に思ったこ

とは、努力をここまで続けて

こられたのは仲間と応援し

てくれた周りの人の支えが

あったからだと。走りおえて

もまだ私の心は熱いままだ。

＜入 選＞  駅伝にかける青春 

彦根市立西中学校  ３年  近藤 はな 
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結果は三位で県大会出場の切符をつかんだのだ。

チームみんなで笑いあい、喜びをたたえたあの瞬間

は今でも忘れられない。そして県大会。私は同じく一

区を走った。順位は真ん中より上だった。一ケタまで

はあと一歩だったが、順位よりも何十倍良い思い出

ができた。 

私はここまで走れてきたのも、一区を走れたのも、

この大切な仲間がいたから、支えて応援してくれた

友だち、家族、先生などがいたからだと改めて思っ

た。もし仲間もいなく応援もなかったら、私は途中で

挫折をしていたと思う。本当に周りの人々に感謝し

かない。この経験をへて仲間の大切さと努力という

ものを改めて感じられたと思う。 

あの仲間と過ごした日々は 

    一生忘れられない 

        青春の宝物だ。 

 

 

 

 

 

 

ひとこと 

 目標をしっかりと見据え、ひたすら練習に励む筆者の

姿が目に浮かんできます。駅伝の練習はきっと辛いこと

だらけなのに、筆者は楽しくてしかたがないといいます。

ただひたすら目標に向かって邁進するだけでなく、友達

や家族への感謝も忘れないこと、すばらしいです。 
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お庭でバーベキューをして楽しかったよ 

                     

 

 

 

 

      

 

 

 

 

彦根市立城西小学校  ２年  中村 仁乃 

    

言葉のキャッチボール 

思い出の１２年間         

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

彦根市立金城小学校  ６年  富川 希       

 

 

滋賀県立河瀬中学校  ２年  岡 椿 

「豊かな心をはぐくむ家庭づくり」 

（家族ふれあいサンデー推進運動）絵画・ポスター 
 

特 選 
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かぞくでキャンプ たのしかったよ         毎年楽しい家族のキャンプ 

                               

彦根市立城南小学校  １年  中本 優衣      彦根市立旭森小学校  ３年  大道 新太  

 

 

 

 

家族でえん日をしたよ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

彦根市立城北小学校  ５年  武田 ゆゆ 

 
 

 

入 選 
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楽しかった家族とのキャンプ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

彦根市立旭森小学校  ５年  西嶋 悠歩 

 
 

 
 

 
 
 

ずっと家族                 遊びの楽しさは家族全員で 

 

彦根市立彦根中学校  ２年  北川 結望       彦根市立彦根中学校  ３年  柏原 未亜 
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大きな犬上川でアユつりしたよ            佐和山城への入口 

 

彦根市立城南小学校  ２年  岩噌 悠良     彦根市立佐和山小学校  ４年  澤頭 菜々香 

 

 

赤玉神教丸と中山道                         千灯祭 

 
彦根市立鳥居本小学校  ５年  小嶋 歌歩     滋賀県立河瀬中学校  ２年  西田 真唯 

 

特 選 

「わたしのふるさと」 

絵 画 
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いぬかみ川であゆとなかよし                つづらまち 

 

彦根市立金城小学校  １年  問覺 陽太      彦根市立河瀬小学校  １年  茶木 優輝 

 
 
 
 
 

荒神山からながめた景色             私の自まん ふるさとの風景 

                      

彦根市立河瀬小学校  ４年  野村 倖永      彦根市立城西小学校  ６年  松本 向日葵 

 

 

 

入 選 
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彦根城が見える道        

１５時３０分のひこね芹川駅 

 

 

 

 

 

 

 

        
                     

 

 

彦根市立東中学校  ２年  南 るり 

 

彦根市立城西小学校  ６年  西川 心彩       

 
 
 
 

私のまちのうなぎ屋さん           夕日といつもの散歩道 

 
彦根市立西中学校  ２年  森田 恵里奈     滋賀県立河瀬中学校  ２年  浅岡 和奏 
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佳作入賞者一覧 

「わたしのふるさと」作文 

わたしの住んでいる町         城南小学校    ４年  堀 心優 

楽しい地域のお祭り          城陽小学校    ４年  松田 小凛 

わたしのふるさとについて       城陽小学校    ５年  疋田 宗太 

私の住んでいる稲枝          稲枝北小学校   ６年  中川 璃音 

さつま町の歴史            稲枝北小学校   ６年  福原 仁斗 

私が住んでいる薩摩町         稲枝北小学校   ６年  山本 彩華 

中学生広場「私の思い２０２１」作文 

「小さな勇気」で世界は広がる     東中学校     ２年  墨 直弥 

環境問題について考えていること    西中学校     ２年  大谷 将武 

家族と未来への思い          稲枝中学校    ２年  森 愛花 

挨拶ができる社会           県立河瀬中学校  ３年  宮本 隼佑 

「豊かな心をはぐくむ家庭づくり」 

（家族ふれあいサンデー推進運動）絵画・ポスター 

仲良し３人姉弟でおでかけ       旭森小学校    １年  杉本 結菜 

大すきな家族としゃぼん玉       金城小学校    ３年  棟保 果歩 

きょうだいでプール！         河瀬小学校    ３年  松野 一辰 

家族でキャンプ！！          佐和山小学校   ４年  小牛尾 優太 

初めて飛びこめた            稲枝西小学校   ５年  堀内 天陽 

心温まる食事             西中学校     ２年  植田 美咲 

家庭の日               彦根中学校    ２年  今若 結菜 

「わたしのふるさと」絵画 

ひこねじょうをみてきたよ       佐和山小学校   １年  川島 颯太 

きれいな川              城西小学校    ４年  佐野 志帆 

彦根のじまんの城           稲枝東小学校   ４年  奥村 花 

大きな屋根の清凉寺          金城小学校    ５年  安本 結奈 

青空の下の稲かり           河瀬小学校    ５年  夏川 衣咲 

夕日がしずむ前に           稲枝東小学校   ５年  川嶋 小春 

電車の通る風景                佐和山小学校   ６年   万沢 英 

特等席                東中学校     ２年  大蔵 茉里菜 
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審査員紹介  審査は次の方々にお願いしました。（敬称略） 
 

「わたしのふるさと」作文 

元中学校長    白石 晴夫          彦根市青少年育成市民会議会長 吉田 徳一郎 

元小学校長    本田 啓子          彦根市少年センター所長     森 貞以子 

 

中学生広場「私の思い２０２１」作文 

元中学校長    白石 晴夫         彦根市青少年育成市民会議会長 吉田 徳一郎 

元中学校教諭   尾田 弘美         彦根市少年センター所長     森 貞以子 

 

「豊かな心をはぐくむ家庭づくり」（家族ふれあいサンデー推進運動）絵画・ポスター 

元小学校長    西田 吉雄             彦根市青少年育成市民会議会長 吉田 徳一郎 

元小学校長    小野 淳              彦根市少年センター所長     森 貞以子 

 

「わたしのふるさと」絵画 

元小学校長    西田 吉雄         彦根市青少年育成市民会議会長 吉田 徳一郎 

元小学校長    小野  淳          彦根市少年センター所長     森 貞以子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★★ あとがき ★★ 

今年度の入賞作品集を刊行するはこびとなりました。 

彦根市内の小学生・中学生の皆さんより作文、絵画、ポスターに多数の応募をしていただき

感謝申しあげます。 

紙面の都合で、特選・入選作品のみの収録となりましたが、今年度も審査員の本田先生、尾

田先生にお願いして作文に短評を添えていただきました。 

多くの方々にご覧いただけるよう願っております。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                         

         

 

 

   

 

 

 

 

 


