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令和３年度 熊本県読書感想文コンクール 

ならびに 第６７回青少年読書感想文コンクール熊本県特選作品 

 

熊本県特選作品 

（小学校低学年・・課題読書の部） まほうのことば 

山鹿市立菊鹿小学校 １年 内村 芽生 
 

 「そのときがくるくる。」 

なにがくるの。いつくるの。そうおもいながら、よみはじめました。 

 たくまくんは、なすがきらいです。ミートソースにはいっていてもだめ、マーボーなすもたべられません。

でも、たくまくんは、いつかなすがたべられるようになりたいとおもっていました。 

 わたしもなすがきらいです。たべるとにがいあじがします。かんだときに、ムニュッとするのもにがてで

す。きゅうしょくでなすびがでるひは、あさからおかあさんに、 

「ああ、きょうはなすびがでる。」 

といいます。すると、おかあさんが、 

「がんばって。」 

と、はげましてくれます。だからがんばってたべています。なすびをたべることができるまほうのことばで

す。 

「そのときがくるくる。」は、たくまくんにとって、まほうのことばなんだとおもいました。だって、おじい

ちゃんのそのことばで、なすのにくまきをたべることができたからです。そのときがきっとくるとしんじる

ことができたから、たくまくんはゆうきをだせたんだとおもいました。 

 わたしにも、そのときがくるといいなとおもっていることがあります。それは、さかあがりです。ほいく

えんのときから、さかあがりができたらいいなとおもってれんしゅうしているけれど、なんどやってもでき

ません。じめんをつよくけっても、おなかがてつぼうにつきません。なんどもれんしゅうしていると、ても

いたくなるし、もうできなくてもいいやとあきらめてしまいたくなります。でも、たくまくんががんばって

いるのをみていたら、わたしもいつかさかあがりができるひがくるようなきがしました。れんしゅうをつづ

けていれば、そのときがきっとくるんだとゆうきがわいてきました。 

「そのときがきっとくるくる。」 

 このことばを、わたしのまほうのことばにします。 

  

                    

 

（小学校低学年・・自由読書の部） 大切なぼくの名前  

                      山鹿市立めのだけ小学校 ２年 境 真生 
 

 ぼくがこの本をえらんだきっかけは、ひょう紙にのっているねこの絵がかわいかったからです。この本は、

一ぴきの名前のないのらねこが、じ分の名前をさがしていくお話です。どのねこも、いろいろないみやねが

いをこめてつけられた名前があります。でも、このお話にでてくるねこには、名前がなくてかなしい気もち

だと思います。なぜ、そう思うかというと、じ分も名前がなかったらとてもかなしいからです。 

 ぼくは、一年生のころ「きみ」とか「あんた」と言われたことがありました。名前をよんでもらえなくて、

いやな気もちになったことを思いだしました。この名前のないねこも「のらねこ」「へんなねこ」「きたない

ねこ」と言われて、いやな気もちだったと思います。だから、雨の中でも、一生けんめい名前をさがしまわ

ったんだと思います。こころの中が、雨の音でいっぱいになったとき、女の子が見つけて声をかけてくれて、

びっくりしたけど、とてもうれしかったと思います。ぼくも、ほっとしました。そして、女の子が 

「きれいなメロン色の目をしているね。」 

と言って「メロン」という名前をつけて、よんでくれたとき、ねこは、名前がほしかったのではなく、名前

をよんでくれる人がほしかったことに気づきました。メロンは、一人ぼっちじゃなくなりました。 

 ぼくにも、お父さんお母さんが、一生けんめい考えてつけてくれた名前があります。そして、毎日、家ぞ

くや友だちが名前をよんでくれます。当たり前だと思っていたけど名前があって、その名前をよんでくれる

人たちがいることは、とてもしあわせなことだったんだなと思いました。これからも、じ分の名前は、ここ

ろをこめてよびたい、書きたいと思います。 
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 （小学校中学年・・課題読書の部）  「カラスのいいぶん」を読んで  

                       玉名市立大野小学校 ４年 鳥井 瑠月 
 

 この本は、きらわれ者のカラスが、実はとてもかしこくて、すごくかわいらしい鳥であることに気づ

かせてくれる本です。 

 わたしの庭には、すずめやハトやカラスが毎日遊びに来ます。 

でも、カラスは、体も大きいし、つめやくちばしもするどいので、すごくこわいと思っていました。

スズメもハトも、カラスを見たら、えさを食べるのをやめて、すぐにげます。人間も、ごみをあさられ

て、散らかったり、一生けん命に育てた植物を食べられたりするので、カラスはきらわれ者です。 

 でも、本当のカラスは、とても愛らしくて、かわいいです。作者の家に、遊びに来るハシブトガラス

は、とびきりの美しさで、知りたがりやで、なれなれしく、気がつくと、人間のそばにいるような大た

んなせい格です。体がたくましく、羽がつやつやとかがやき、体が青や緑、むらさき色に見えます。く

ちばしも太くりっぱです。 

 作者が、一番美しくてかわいらしいクロスケを気に入って、自分の手から、えさを食べさせてみたい

とがんばるすがたは、わたしが、すずめに自分の手からえさをあげてみたいと思う気持ちと同じです。 

 そして、ある日、クロスケがジャーキーを食べました。作者の手には、かれ葉三枚と、とう明でねと

ねとしたものがのこされました。それは、よだれでした。 

 カラスも、食べたいものをがまんすると、よだれが出るのは、かわいいなと思いました。 

 このけいけんからもカラスは人間と友だちになれることを学びました。 

 じゃあなぜ、カラスが人間をおそうのかふしぎに思いました。理由は、すをこわされること、ひなに

きけんがおよぶ時に守ろうとして人間を追いはらっているだけでした。 

 大切な、子どものひなを親のカラスが一生けん命守っているだけだと知ったとき、カラスにもカラス

のいいぶんがあるんだ。なるほどと思いました。 

 人間が、カラスの住む森や林をどんどんなくし、食べ物がなくなり、住む場所もなくなり、安全にひ

なを育てられなくして、苦しめていることも、わすれてはいけないと思いました。 

 人間とカラスが仲良く生きていくためには、どうしたらいいのだろかと考えました。わたしは、木や

花を植えて、しぜんや森をふやすのが大切だと考えました。 

 木や花がふえると、カラスのえさになる虫やこん虫、木の実がふえ、小動物が集まって来てカラスが

食べ物に困らず生きていけます。子育ても安心してできます。住む場所もできれば、都会にも来なくな

ります。 

 わたしの庭には、たくさんのひまわりを植えています。すずめと仲良く食べてほしいと思います。来

年もたくさん植えてあげるね。 

 
 

（小学校中学年・・自由読書の部）  ０．１秒をちぢめていくど力はかっこいい 

                      嘉島町立嘉島西小学校 ４年 吉富 永利加 
 

 ０．１秒を何年もかけてちぢめていくど力をする事は、本当にむずかしい事です。それができる人はかっ

こいいと思います。 

私は、そろばんを習っています。だん位けん定試けんで、最後の問題までとけるように一問一問秒数をは

かって練習をしています。 

「また出来なかった、また出来なかった。」 

この思いのくり返しで、そろばんをやめたい気持ちでいっぱいになります。 

 入江選手の本を読みたいと思った理由は、今年もオリンピックに入江選手が出場したからです。どの

ような生活をしてきて、どんな気持ちで、色々な大会やオリンピックにのぞんできたのか、知りたいと

思ったからです。 

 この本には、赤ちゃんのころから、ロンドンオリンピックが終わったころまでの、入江選手について

書かれていました。その中で、これから私が行動にうつしていこうと思った事が五つあります。 

 まず一つ目は、大きな大会で負けても、そこから自分で立ち上がるすがたです。 

 二つ目は、大きい目標と小さい目標を持つことです。 

 三つ目は、一日が終わった時に、今日はこれが出来た、と自信を持ってみんなに言えるものを必ず毎

日持つことです。 
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 四つ目は、みんなをぼくの泳ぎでえ顔にしたいというみなさんへの感しゃの気持ちです。 

 そして最後の五つ目は、０．１秒をちぢめるためには、何年もきびしい練習をする事です。 

 私は、そろばんで何年も０．１秒をちぢめる練習をしています。この練習はとてもつらいです。つら

くても、自分で立ち上がれるよう、目標をたてました。大きな目標は十だんをとることです。小さい目

標は二つあり、一つ目は、二十八秒練習をつづけ、三十問全問を正かくにとく力を少しずつつけていく

ことです。二つ目は、一つでも上のだんに合かくすることです。それから、一日が終わった時に、あい

さつでも何でもいいから出来た事を自分で自分をほめる時間を作ろうと思いました。 

 入江選手にはロクテ選手やクラリー選手というライバルがいました。入江選手はロクテ選手に勝つに

はどうしたらよいか考え、研究して、体もせいしん力もきたえて、泳ぎ方を見直しながら、一生けんめ

い練習していました。私には、ライバルがいません。だから、自分のやめたい気持ちがライバルです。

やめたい気持ちに勝てるように、０．１秒をちぢめるど力をつづけていきたいです。そして十だんに合

かくして、家族や先生をよろこばせたいです。未来でみんながよろこび、え顔になる事に役立ちますよ

いうに・・・。  

 
 

（小学校高学年・・課題読書の部）  珠子とぼく  

                      嘉島町立嘉島西小学校 ５年 永戸 歩夢 
 

 ぼくと似ている。この本を読んでいると、ぼくと珠子は重なるところがたくさんあり、とても親近感がわ

いた。特に、勉強をしようとするが、気づくと全然ちがう事をやっているところとかとても似ていると思っ

た。そんな珠子が本を読み進めるにつれ、ヒカルと砂像を通して少しずつ成長していく。はじめは自分のこ

とで精いっぱいだったのに、いつの間にかヒカルの気もちを考えられるまで成長していておどろいた。 

 ヒカルと葉真が砂像で対決する場面では、ぼくの中の成績ゆうしゅうで完ペキなヒカルのイメージが、変

わり始めた。でもぼくは、表に見えていることだけではんだんしていたのかもしれない。ぼくが見えている

と思っているだけで、見えていない事はたくさんあるのかもしれないと思った。 

 ヒカルと葉真が砂像で対決したとき、珠子はどちらも選ぶことができなかった。ぼくも同じような経験が

あるので、珠子の気もちを理解できた。その時、ぼくの頭の中では「友達の方に票を入れなよ」と言う声と

「ルール通りに上手な人に票を入れなよ」と言う声がぶつかって、ぼくをなやませた。結局ぼくは友達の方

に一票入れた。もしもあの時、雨がふらなければ、どちらを選んでいたのか珠子に聞いてみたい。 

 砂像作りでシラベさんが言っていた。「石も銅もかたい雪もあっしゅくすればかたくなる。でも砂はどんな

にかためてもくずれるし、かんそうすれば、風にふくとばされる。」と、確かにそうだと思った。砂像は、指

でおしただけでただの砂にもどる。それだけしんちょうに扱う作業なんだと思った。しかも夏になると、暑

くて長時間つづけてはできない。ここまで大変なのに、なぜ珠子は砂像に夢中になったのか不思議に思っ

た。ぼくは、こう考えた。かんたんな事を何回も成こうする事より、むずかしい事を一回成こうした方が達

成感が大きいからだと思った。何度もちょうせんする事により、確実に前の自分よりうまくなっているのが

分かるから、珠子たちは砂像に夢中になったんだと思った。 

 この本を読んでぼくは、はじめ珠子と似ていると思った。しかし、本を読み進めるにつれ、ぼくと珠子の

ちがいに気づいた。珠子の成長は、珠子一人ではできなかったと思った。ヒカルと出会い砂像作りの事を知

って、好きな事ができたから変わったんだと思った。ぼくは、成長するチャンスがそこらじゅうに転がって

いるのに、気づいてないだけなのかもしれない。ぼくも、珠子のように変わるきっかけをつかんで、成長し

たいと思った。 

 

 

（小学校高学年・・自由読書の部）  笑顔の架け橋 

                      熊本市立力合西小学校 ６年 石田 旦陽 
 

僕は四年生の時、体育の授業で転んでしまい、全治二か月の右腕骨挫傷で利き手を使うことができな

かった経験があります。大好きなバスケットもできず、身の回りのことをすることも大変でした。あの

時無理をしなければ…と思い出し、今でも何かをする時にためらってしまうことがあります。しかし、

そんな気持ちを吹き飛ばすような本に出会いました。表紙には手足のない女性がとても明るい笑顔で写

っています。「気の毒だなぁ。」という言葉が頭をよぎりましたが、『笑顔の架け橋』と書かれた題名と女

性の笑顔を見て「なぜこんな笑顔でいられるのだろう。」と思い、読んでみることにしました。 

女性は先天性四肢欠損症という障害をもって生まれてきた佐野有美さんです。有美さんは両手は全く
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なく、ほとんどない右足には先に一本の指がついているだけです。少しある左足にも三本の小さな豆粒

ほどの指がついているだけという状態でした。「こんな状態でどうやって生きていくのだろう。」右腕を

けがしただけでも辛かったと感じた僕は有美さんの様子が想像できませんでした。しかし、有美さんは

幼い頃から何事にも好奇心いっぱいで、三本の足の指で器用に身の回りのことができるようになってい

きました。 

でも、できないことがあると、ついお母さんに助けを求めてしまいます。そんな有美さんにお母さん

は「大丈夫。一人でできるよ。」と声をかけていました。僕は「幼い有美さんに厳しいなぁ。」と思いま

したが、その言葉にはすぐに人に頼らず、まずはやってみること、できてもできなくても、努力し続け

る気持ちをもってほしいというお母さんの強い願いがあったのです。その思いに答えるように、有美さ

んは人が無理だろうと思うようなことにも積極的に挑戦していました。僕が一番驚いたのは水泳でし

た。手がなく、足も小さい有美さんがバタフライの要領で身体をくねらせ、息つぎのためにクルンと身

体を反転させて前に前に進む姿に読んでいて力が入りました。そして学校でのプールの時間、有美さん

は「行けるところまで、がんばれ。」というお父さんの言葉を思い出し、練習ではやっていなかったター

ンをし、なんと百メートル泳ぎきったのです。けがのことで思い切り活動することをためらうことがあ

った僕はそんな自分が何だか恥ずかしくなりました。 

その後有美さんは全て順調とはいきませんでしたが、自分のできることを考え、講演をして回った

り、自分の思いを歌で表現したり、様々な活動を通し、パワーを届けみんなを笑顔にしていました。有

美さんが語った「人間はそれぞれ役割があってこの世に生まれてくる。私の役割はみんなを笑顔にする

こと…。」という言葉を胸に、僕は僕にしかできない自分の役割を探しながら、どんなことにも挑戦し続

けられる人になりたいです。 

 

 

（中学校・・課題読書の部）  出会い 

熊本学園大学付属中学校 １年 冨森 楓葉 
 

 私はよく恋愛物語を読む。今回手にしたこの本も恋愛物語だった。似たような話でも、一つ一つ私が

読んだときに感じることは全くと言えるほどちがう。この本もそうだ。いつもとはちがうことを考えさ

せられた。 

 主人公・悠人はいつからか、家にいたくない、と思うようになっていた。もやもやとした気分を忘れ

るため毎晩のようにランニングをしていた。ある日、ランニングコースから外れた所にある坂和公園で

朱音に出会う。彼女と関わるようになってからヤングケアラーを知り、現実に向ける目が変わっていく。

私は「ヤングケアラー」の存在を初めて知った。十八歳未満の子どもが、家族の世話や家事をしている

という話をまじめに聞いたことが無いからだ。私がしていることは家族の手伝いであって、家事といえ

るものではない。「家の人の手伝いをしましょう」などと学校ではよく聞くが、手伝いで済まされない家

庭も少なくはないのだ。そのため、学校に通っていても勉強に集中できない人だっている。いくら人は

平等で、子どもには教育を受ける権利があるといっても全てがそうなるわけではない。少し前からこの

ようなことは考えていた。しかしその権利を知ることにはちゃんとした意味があると思う。その意味と

いうものをこれから生きていく上で探していきたい。 

 ところで、人の「本当の笑顔」とはどんなものなのか。そのことについても気になった。人はよく笑

う。プラスの感情のときでもマイナスな気分のときでも笑う。ごまかそうとするとき、人に心配をかけ

たくないとき、楽しいとき、面白いとき、笑いとはいろいろあるのだ。朱音は母が病気であることを友

達に打ち明けられずにいた。つらいときもみんなに合わせるため、無理して笑っていたが、悠人に話を

するようになってから少しずつ自然と笑えるようになっていた。きっと人は心に余裕があるときに自然

と笑いがこぼれるのだろう。それが本当の笑顔ではないかと感じる。私も心から笑った気がしたときは

悩みなどがなく、すっきりしているときかもしれない。大切なのはつらいこともうれしいことも全部は

き出すことだと思う。そうすれば苦しさも少しは軽くなる。いつもより笑顔になった数が増えるかもし

れない。そして誰かの話を聞いてあげることで相手の笑顔も増えるだろう。 

 人は不思議だと本を読んでいても現実にいてもそう思う。この本もそう強く思わされた。「ヤングケア

ラー」をテーマにしているこの本は、人の心情に注目して読むとより深く学ぶことができた。本には人

との出会いが結末へと導くものが多い。私が読んできたものはほとんどがそうだった。悠人も朱音と出

会い、現実に向ける目が大きく変わった。その理由は主に二つあるのではないかと考える。一つ目は朱
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音がヤングケアラーであるからだ。世の中には朱音のような子どもがいること、老老介護の家庭が増え

る可能性が高いことを悠人は知り、今まで興味の無かった公民もおもしろいと思うようになった。新し

い世界を知ることができたのだ。二つ目は朱音に恋をしたから。きっと、好きな人ができるとその人の

役に立ちたい、喜んでほしい、笑顔が見たい、と思うようになるのだろう。そのような思いが生まれる

ことで、物事をより深く考えるようになり、視野を広げることができる。悠人も朱音の役に立ちたいと

思うようになり母と話をすることが増えてゆき、家族に向けていた思いが変わった。いつからかできて

いた心の壁をこわすこともできた。このような出来事から、人は人を傷付けてしまうこともあるが、人

を助けることもできる。そして人を変えることができ、自分が変わることもあると感じた。一人一人の

出会いというものはどのくらいの価値があるのだろう。きっと言葉には表せないくらいのものだ。悠人

も朱音もお互い自分が変えられ、相手を変えていた。すごいことだと思う。私も中学校に入学してから

周りにいる友達が変わり、今までより明るくなったような気がする。一つ一つの小さな言葉には大きな

意味があり、ときには人を傷付けてしまう。しかし支えることもできる。私も悠人のように、人の役に

立ちたいと思うことがあったが、行動に移すことができなかった。この本を読んだ今、私の心は大きく

変わった。出会いを大切にし、人の役に立てるような心を持てる人間になりたいと思う。そして、今ま

でとはちがう視点からも世の中を見つめ、たくさんのことを学んでいきたい。 

 
 

（中学校・・自由読書の部）  「ののはな通信」を読んで 

                            熊本学園大学付属中学校 ３年 井上 心 
 

「ののはな通信」という題名の通り、この本はののとはなという二人の女の子の往復書簡です。ミッ

ション系のお嬢様学校に通うののとはなは親友同士です。物語の初めはそんな二人の他愛もない手紙か

ら始まります。一番の親友として二人で遊びに行ったり日々を学校で過ごしたりする中で、ののは自分

の中のはなに対する気持ちが恋愛感情であるということに気付きます。ののは覚悟を決め、はなに告白

し、そこから二人の恋が始まります。周りから見たら仲の良い友達同士であり、実は恋人同士という二

人だけの甘い秘密は、ある裏切りによって形を変えていきます。しかしまだここまでは、この本の序盤

でこの二人の物語はずっと書簡のやりとりだけで展開されていきます。私がこの本を短くまとめるなら

ば、「ののとはなだけでなくこの地球上で生きる誰かの人生を追う物語」です。 

私がこの本を読んで一番心に残ったののがはなに向けて言っている言葉があります。それは、「あなた

は長い年月をかけて、私に愛を、つまり考え実践しつづけることを、教えてくれたのです。」という言葉

です。愛というのは考えて実践しつづけること、だなんてこの物語を読むまで知らなかったし、知ろう

ともしませんでした。しかし、自分が今大切に思う人を想像すると確かに私はその人のことを考えて、

その人のために行動しています。誰が何に向けるどんな愛でもこのことは共通しているのではないかと

思います。「考えて実践しつづけること」は、この本の中の二人のやりとりでもよく感じられる「相手に

幸せであってほしい」という祈りから生まれるのです。 

私がこの本を読んで思ったことがあります。それは、今大切に思う人たちと「今」を楽しみたいとい

うことです。ののとはなが高校生のときに互いに熱く恋をしていたように、お別れをした後もいろんな

人と全く違う種類の恋をしたように。たくさんの経験をして初めて知ることが必ずあることもこの本は

教えてくれました。ぶつかって関係が崩れてしまうのが怖いときが多々あります。私はそんな時に一歩

踏みだしたことがありません。そこで踏みださないよりも踏みだして崩れた方が良いということも分か

りました。そして、本気でぶつかり合った人の顔がこの本を読んだ後に思い浮かぶのでしょう。ののに

とってのはな、はなにとってのののが、この先の人生を生きる上で導いてくれる人です。私はそんな人

に、もう出会っていると思います。心からこの人だと思う人がいます。この本は、その人で間違いはな

いと証明してくれるような本でもありました。といっても私はまだ中学生です。この先の人生で、新し

い考え方や生き方を教えてくれる人とたくさん出会うと思います。そんな人と出会った時に本気でぶつ

かり、なるべくたくさんのことを学べるように今大切に思う人たちと「今」を楽しみたい、そう強く思

います。 

私がこの本を読もうと思った理由に、この本を説明している文章の中に「この本の中にはあなたがい

る」と書かれていたというのがあります。その言葉にうまく乗せられてこの本を読みました。結論から

言えば確かに、この「ののはな通信」の中には私がいました。約十五年間という短い人生の中の私の面

影がちらほらとこの本の中にいたのです。例えば、失うものなど一つもないのにビクビクと怖がってい
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る私だったり、平和ボケしている自分だったりです。確かに自分と重なる所があって、だからこそのの

とはなが感じることを理解できたのだと思います。それだけのめりこんでしまうような本だったので、

私が感じたことや思ったことはあふれるほどあるのですが、最後にまとめようと思います。 

今の自分に正直に生きる、ということを忘れずにいたいです。本の中のののとはなは、いつだって自

分に嘘はつきませんでした。そんな二人だから、人生の中で一番強く輝く愛を育てられたのでしょう。

自分に正直になってなお、本当に心から誰かの幸せを願える人になりたいと思いました。三浦しをんさ

んがこの物語を書いてくれて、そして私がこの物語に出会えてよかったです。 

 

 

（高等学校・・課題読書の部）  好きなものを好きと言える世の中に 

                    熊本県立八代工業高等学校 ２年 久保 壱華 
 

 長い髪を一つにまとめ、輝くピアスをつけてショベルカーを操る女性。職業研究の時間、建設業を紹介す

る動画の中で、私は先輩と再会した。そこは豪雨災害から復興する工事現場。再建に向けて最前線で働く彼

女の「女性にはきつい仕事だと心配されました。でも完成したときの達成感がたまらない。この仕事が好き

だからずっと続けたいです。」という言葉と笑顔が心に残った。 

 『水を縫う』に登場する男子高校生清澄にも時間を忘れるほど好きなものがあった。刺繍だ。しかし「好

き」がいつも輝きを放つとは限らない。彼は、男のくせにと気味悪がられることを恐れて人と深く関われ

ず、いつもひとりだった。清澄の家族も他人の言葉に怯み傷いた経験を抱え、自分の行動を制限して生きて

いる。姉の水青は変質者にスカートを切られた時、担任たちから「オンナノコオンナノコした」格好だから

目立つと言われた。それ以来「かわいい」を避け、結婚式にウエディングドレスを着ることすら拒んでい

る。祖母の文枝は、夫から「そんな、若うもない女が水着を着るのはみっともないからやめときなさい」と

言われたことが忘れられず、水が好きという気持ちを封印してしまった。周りの抑圧に負けて、評価や反応

を気にして行動するなんてつまらない生き方かもしれない。だが、少し目立っただけで周囲から一斉に叩か

れる世の中だ。型にはまって指示された通りに動いた方が楽だし、悪目立ちせずに済むと自分を納得させて

も不思議ではない。 

 改めて言葉の持つ力の強さを実感する。発言した側はほんの冗談で悪意はないのかもしれない。でも、だ

からこそ無意識の中にある「らしさ」や「普通」を押しつけて抑圧しようとする力、その根深さと恐ろしさ

を感じるのだ。何気ない一言でも人を酷く傷つけ、追い詰め、時には人生そのものを奪ってしまう。同時

に、言葉は人を勇気づけ救えるものでもある。清澄の頑なに閉ざしていた心を一瞬で変えたのは、刺繍

を見たクラスメイトの言葉だった。直接会って話をしたわけではない。スマートフォンでたった一言

「え、めっちゃうまいやん。松岡くん、すごいな。」着飾った言葉ではない。それでも相手の好きなもの

と努力を認めることで、人を支えることができる。そのメッセージを何度も繰り返し読んだ清澄が「わ

かってもらえるわけがない。どうして勝手にそう思いこんでいたのだろう。」と生き方を改め、友だちと

呼べる存在を受け入れるくらいに。 

 私は今まで、自分の発言を上手く伝えられない人、周りの視線を気にして想いを隠してしまう人など

色々な人を見てきた。見て見ないふりをしてきた。自分自身、面倒に巻き込まれないよう伝えることを

諦めてきた気がする。しかし、読み終えた今世の中に目を向けると「らしさ」の型にはめ、多様性を排

除する力に可能性を潰されている人が少なくないことに気づかされる。男のくせに女のくせに、そんな

ことに苦しめられない世の中を望んだ祖母の文枝が、「女の子やのに数字が得意やなんてすごいね。」と

口にしてしまうように。この本と出会ったことで私は変われる気がする。相手に強く響くような着飾っ

た言葉を言うことはできないけれど、それでも諦めず伝え続けたい。世の中を急に変えることはできな

くても、相手を認めて一緒に悩んで、どう進むべきか共に考えることはできるはずだ。たとえ時間が掛

かろうとも、理不尽で古い「時代」や思い込みの壁をぶち壊して新しい時代を築く気概を持ち続けてい

たい。 

 『水を縫う』を読んでもう一つ感銘を受けたのは、好きなことに打ち込む人間の強さ、それを見守り

支え、信じる存在の大きさだ。服飾ブランドを立ち上げる夢に破れて抜け殻のようになった清澄の父・

全は、水青のウエディングドレス製作をきっかけに、服とものづくりの情熱を取り戻す。それが水青だ

けでなく、清澄たち家族そのものを前向きに変えることになる。父親としての愛情に、自分の好きな服

づくりで役に立ちたい、娘を喜ばせたいという想いがプラスされたのだから最強だ。私の先輩も重機を

操作してみたいという好奇心がやがて好きに変わり、復興現場で地域に貢献しているのは最高に格好良

いことだと思う。勝手な思い込みや押しつけで、自分の、人の、「好き」を否定する人間にはなりたくな
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い。もちろん世の中は好きなことだけやって生きていける訳ではないし、挫折を味わうこともあるだろ

う。そんな時こそ、穏やかながら一途に「好き」を貫き、今まで知ろうとしなかった世界に歩み出した

この家族の物語を読み返したい。そして、全の才能と可能性を信じ、衣食住から離婚後の養育費まです

べての面倒を見続けた黒田のように、人と人の絆を大切にしていこう。世の中に絶望せず、私は私をも

う一度信じて行動してみたいと思う。「らしさ」の枠を捨てて好きなものは好きと言える世の中を築くた

めに。 

 

 

（高等学校・・自由読書の部）  彼らも同じ学生だった 

                    熊本県立第一高等学校 １年 牧野 花太郎 
 

本書には、太平洋戦争において戦死した学徒兵達の生々しい手記が、のべ七十五編綴られている。

彼らは冷酷さや残忍さを一切持たず、また鬼や悪魔でもない。私と同じ学生だった。ただ私と違う

のは、時間がなかったことだ。彼らは太平洋戦争の荒波に飲み込まれ、学徒出陣や特別攻撃隊、歩

兵、海兵の一員として愛する家族や恋人の為に散っていった。その惨禍の中でも彼らは社会の歯車

として、学生という矜持を持つ人間として、自分の死が分かっていても自己を見つめ続けた。耐え

がたい苦しみの中でも、記し続けた手記の数々は私達に今もなお生きることの意義を訴えかけてく

るのだ。 

私は本書を読んで、ある一つのことを思い出した。それは以前、祖母が見せてくれた一枚の写真

である。海軍学校のセーラー服に身を包んだ精悍な顔つきの三人の学生。左側の青年は祖父の叔父

にあたる人だそうだ。彼は海軍経理学校出身で二十六歳の時に南方群島で戦死した。私はその人の

墓が祖父母宅近くにあると知るくらいだったので当時はあまり気に留めていなかった。しかし今、

改めて思うと、彼らも私と同じ学生だったのだ。同時に、写真の中の三人は戦争に青春を奪われた

のだと悲しい気持ちで胸が痛む。しかし、三人の表情に悲痛さは感じなかった。むしろ凜々しくみ

えたのを覚えている。そこで私は本書の手記をもう一度読み返し、祖父の叔父という人間を理解し

ようと試みたのである。 

私が本書を通して一番感じたことは、手記を遺した学生達の学問に対する姿勢が、現代の私の姿

勢と随分違うという点だ。今を生きる私達は、無論勉強をする。世間から見れば素晴らしい姿勢だ。

しかし、何故勉強をするのかと考えてみると、「良い大学に入るため、良い仕事に就くため」という

意見が多いのではないかと思う。実際にテレビ番組では「大学生達にクイズを出し、知識量や記憶

力を競い合わせる」というものも放映されている。これは学問とは、人に優劣をつけたり、優越感

にひたるためのものであると世間に認識させているようなものだ。そのような、歪んだ見方、基準

で長い歴史の中で培われてきた学問に触れて良いのだろうか。私はいつも疑問に思う。 

一方、戦時下でも学び続けた学生達の姿勢は全く別物だった。南方で戦死した学徒兵の手記にこ

のような一文がある。「私は頭の健康を維持せねばならぬ！私は自らの貧弱さ加減を嗤えるだけ嗤わ

なくてはならない。私は自らの力強さを思って励むだけ励まなくてはならない。」と。また、とある

学生は「苦しもう。苦しみを貫くことより解決の道はないからだ。」という言葉を遺している。彼ら

が学問に熱心だった理由、それは勉学に励むことで自分という人間の未熟さや足りない力を発見し、

よりたくましい人格者に成長することができたからであると私は考えた。学問とは自分を活かし、

また自分が学問を応用し素晴らしいものを作る源とするのだ。学ぶ心を持ち続け、自己を磨く。そ

の想いがあったからこそ、学徒兵達も、そして祖父の叔父も凜々しく生きた人だったのだ。こうし

て学問の意義を改めて考えると、現代の私達の学問への姿勢は、正しいとは言えないだろうと思う。 

本書において、私は忘れてしまっている幸せにも気づいた。それは「時間」である。この一節を

読んでほしい。「昨日恋し、今日悩み、明日死す。」この言葉は学生達が目まぐるしく変わる日常に

焦りを感じていることを一言で表現しているようだ。彼らが描く世界は今の私達よりずっと明確だ

ったはずだ。しかしそれらを実現させる時間が与えられなかった。実行しなかったのではない、実

行することさえ許されなかったのだ。もし彼らが生きていたら、どんなにか素晴らしかっただろう。

一方、私達は平和という時間を享受している。彼らが最も渇望したものが今、手元にあるのだ。し

かし私は、時間という幸せに甘え、実行する心も考えることすらも先延ばしにしている。これは学

生達、祖父の叔父に対する冒涜になるのではないか。私達の平和は彼らの犠牲の上に成り立ってい

る。今一度、私は怠惰な気持ちを直さなくてはならない。 

私は本書を通して、祖父の叔父という一人の人間を理解しようと試みることができた。しかし、

完全に理解することはできない。失われた命は戻らず、過去へ過去へと遠い存在となっていくから
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だ。だが、留意すべきことがある。彼らは学問を捨てて銃を取ったのではない。銃や剣に彼らがと

られたのだということ。戦いの中で彼らは絶望したのではない、むしろ自己を見つめ希望を見い出

したのだということ。そして、彼らも私と同じ学生だったということである。 

私は、本書に登場した学生達と祖父の叔父に敬意を示すとともに、世のため、人のために勉学に

努めたい。それこそが彼らの遺志や望んだ幸せを継ぐ道標になると思うからだ。 


