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◆仲間の文章で学ぶ 

 本日の授業は作文です。みなさんに事前提出してもらった作文は先ほど返却

しました。それぞれコメントを添えていますので、あとで確認して下さい。 

今日の授業では、Ｔさん（受講生のひとり）の作文を参考に、作文を書くに

当たって大切なことを説明します。 

前提として申し上げておくと、作文を書くには、当然のことながら「書きた

いこと」がなければいけません。みなさんの作文を読むと、課題に沿って書い

てはいるのですが、どれも表面的で、「書きたい」まで掘り下げられていないよ

うに思います。まあ、文章をまとめ、提出すればいいや、程度ですね。それで

はみなさんの思いは読み手には伝わらないでしょう。だって、みなさん自身が

「書けばいいや」で、伝えたいと思っていないからです。 

でも、みなさんの作文を読ませてもらったところ、どの作文にも、本当に「書

けばいいや」程度で済ませてしまってよいのだろうかと思える要素がありまし

た。 

ひとの日常というものは思ったより劇的で、実は興味深いものです。みなさ

んもそう思いませんか？ 大学に入るまでにみなさんは１８年間も生きてきま

した。受験で、部活動で、交友関係で、みなさんはたぶん、一度や二度は涙を

流したことがあるでしょう。 

ところが、それが文面に表れてこない。それはなぜでしょう？ それは、み

なさんが、みなさん自身の体験を掘り下げる努力をしていないからなのです。

もちろん突然、「努力」なんて言われても困りますよね。そんなこと、今まで教

えてもらったことはないでしょうから。受験にも出ませんしね。 

でも、作文を書こうとして自分への問いを深め、体験を掘り下げていく「努

力」は、受験勉強とは違って結構、楽しいことなのです。 

Ｔさんの最初の作文と、私からの問いかけ、そしてＴさんの返信を読むと、

それがわかるのではないかと思います。要は、Ｔさんにとっての私に代わって、

あなた方自身が自分に問いかける、その作業ができれば、みなさんの作文はぐ

っとよくなります。 

 

まずは、Ｔさんが提出した作文、私の問いかけ、そしてＴさんの返信に目を

通してみて下さい。 
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Ｔさんの作文 

「家族という存在」 

 

 ４月１日故郷である長崎を離れ、福岡で暮らすようになった。１人暮らしを

始めて感じることはいくつかある。 

 まず、母の偉大さだ。私自身「大学では県外に出て一人暮らしを始めよう」

と思い高校時代を過ごしてきた。出来るだけ家事を手伝い、勉学も怠らないよ

うにしてきた。一人暮らしが苦にならないよう、努めてきたつもりだった。し

かし、いざ全ての家事を自分でやるとなると毎日の洗濯、料理、掃除、勉強が

億劫になることがある。その度に毎日働きながらも愚痴の１つもこぼさずに家

事をこなしていた母の偉大さを感じる。 

 次に家族の大切さだ。当然なことだが一人暮らしを始めて、一人での時間が

増えた。受験期や思春期の時は家族と話すのが嫌になることが多く、早く一人

暮らしを始めたいと思っていた。一人の時間が増えると私がやりたいことがい

つでもできるからだ。勉強したいときには勉強に集中でき、どんな時間でも家

族を気にすることなく遊びに行ける。そんな理想の生活ができると思っていた。

確かに、私のやりたいことが出来るものの、それは理想の生活ではなかった。

１日の話し相手が極端に減り、家族が恋しいと感じるようになった。連休で家

族に会い、会話しているとその会話が新鮮で何よりも楽しかった。家族はかけ

がえのない存在だと感じた。 

 一人暮らしを始めるようになり家族の大切さを感じた。いつでも支えてくれ

る存在が身近にいることは本当に恵まれていると思う。 
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【当方からの質問】 

以下の点について教えてください。 

▼偉大なお母さんについて 

① ご実家は長崎のどちらですか？ 景色のいいところですか、海の近くでしょうか。

Ｔさんの家は代々そこに住み、Ｔさんもそこで生まれたのですか。どんなイメージ

の場所でしょう。具体的に教えてください。 

② そんな土地で、お母さんはなんの仕事をしていたのだろう。「毎日働き」とは、どん

な働き方？ お母さんの日常を教えてください。もうひとつ。働くお母さんの姿を

見たことはありますか。どんな様子だったでしょう。 

③ 「愚痴のひとつもこぼさず」と書いています。と、いうことは、今、Ｔさんが振り

返ってみて、お母さんには愚痴のひとつもこぼしてもいい状況があったのでしょう

か。特に心に残っているエピソードはありますか。 

④ 記憶にある、お母さんの、もしくはあなたとお母さんの印象的な姿・光景を教えて

ください。 

  

▼家族について 

① 家族構成を教えてください。 

② 一人暮らしをはじめて、家族とのことで具体的に思い出す、たとえば夜一人で部屋

にいて思い浮かべるような家族の光景はありますか。 

  

▼家事について 

一人暮らしではじめた家事の中で、何か失敗して落ち込んだことはありますか。 

  

▼今後のことについて 

 お母さんの「偉大さ」を知り、感謝の気持ちがわいたことでしょう。何か恩返しをし

たいと考えましたか。 

  

 文章がうまいですね。ただ、作文は言葉を整えるより、具体的な出来事を紹介したほう

が説得力を持ちます。「偉大な母」と書かずに、「偉大だ」と読者が思えるエピソードを書

くことです。そうすれば、あなたのお母さんへの愛情もより深く伝わります。 

実家のある土地柄から聞いています。一家の暮らしの風景を多少とも理解したいと考え

ています。 

 難しく考えなくて結構です。思いつくまま、箇条書きでかまわないのでご回答いただけ

れば幸いです。この回答では、文書を整えようなどと考えなくて結構です。思いつくまま、

でかまいません。よろしくお願いします。 

以上 
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【質問への回答】 

私の実家は長崎の市街地からバスで約１時間の香焼町というところです。１時間に１

本しかバスが通らない田舎に住んでいました。目の前は海で漁船が立ち並び周りは山が

あって自然に囲まれた町です。 

山の上にあるお寺へは約５００もの石段を登らなければ行けませんがお寺から見る

海の様子、町の様子は、それはもう言葉にできないほどの美しさです 

私は神奈川県横浜市で生まれたのですが、１歳半で今の実家に引っ越してきたので、

長崎のあの町が私のもっとも愛する故郷です。 

家は昔からこの土地の３大勢力と言われていて、私たち一家は代々この町に住んでい

ます。  

母は近くの造船所の事務所の派遣社員として働いています。８：００～１７：００で

働いていたと思います。働く母の姿を見たことはありません。しかし毎日３歳の弟を保

育園に預け、そのまま忙しそうに仕事に行き、疲れていても弟と手をつなぎ、歩いて帰

ってきていたことを覚えています。 

母は本当に偉い人だと思います 

ちょうど１年前、父がいきなり仕事を辞めて事務所を立ち上げると言い始めました。

父は４５歳で、公務員でした。一家の大黒柱であるはずの父が、安定した職を捨て、私

の受験期に転職をするなど、母としてはとんでもないことだったと思います。 

それでも母は「あの人はなんば言ってもきかんっさ。しょうがなかっさ。」と言いな

がら私たちに心配させないよう毎日働き、帰るとご飯を作り、皆の帰宅を待ってくれて

いました。そして父の転職、一家の生活費については何も口にせず、祖父母にも一切頼

りませんでした。その母の姿を見ていて本当にすごい人だなと思いました。 

  家族は５人です。大学３年生の姉と３歳の弟、あと８歳になる犬がいます。  

１人暮らしをしていてふと家族の姿を思い出すことはよくあります。一番印象的なの

は全員がソファに座って弟の保育園での出来事、父母の職場での出来事、姉の大学での

出来事、私の学校での出来事を言い合い、笑いあっている光景です。非常に故郷、家族

が恋しく思われます 

１人暮らしをはじめて、全てを自分でやらなければいけなくなりました。１つ１つの

ことを順序立ててやることは意外と難しく、面倒になってしまいます。落ち込みはしま

せんが、立てた計画に対して反省をすることはよくあります。 

 母の偉大さを知り、恩返しというか少しでも力になりたいと考えるようになりました。

一人暮らしを始める前、時々母のマッサージをしました。面倒だからとよくいやがりま

したが、今は地元に帰ったら母にマッサージをしようと思っています。少しでも肩こり

が和らぐようにと、母の日には血行を良くするペンダントをプレゼントしました。 

これで質問はすべて答えたつもりです。長文になってしまい、申し訳ございません。

最後まで読んでいただきありがとうございました。
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■仲間のＥＳで学ぶ 後半１／自己ＰＲ 

 

 【元原稿】 

 自分にしかできないことを探して、常に挑戦的なものにチャレンジしてきました。実物に

触れること、妥協をしないこと、出会いを大切にすることを意識し、こだわりを持って主体

的に行動しています。フットワークは軽く、できるだけ多様な価値観を吸収し、自分なりに

感性に磨きをかけ、表現に生かせるように心がけています。 

 ２０１１年９月には都内の大学のお笑いサークルの同学年による１３大学の無料お笑い

ライブを企画、主催しました。多くの方の協力を得て実現させたこのイベントは、１１０人

ほどの集客を達成し、大いに盛り上がりました。この経験を通して、人の心に「なにか」を

残すことへの大きな意義を感じました。 

 

 

 

【問いかけ】 

① いつ、どこで、どのように実施したのでしょう 

② あなたの発案ですか？ どのように呼びかけ、なぜ１３大学だったの？ 

③ 開催までの苦労と、どのように乗り越えたか、実施してプラスになったことは？ 

 

 

 

【回答を踏まえての修正原稿】 

常に挑戦し、妥協せず、出会いは大切に、と心がけてきました。 

２年生の秋、都内１３大学の５０人と、新宿の小劇場を借り切って「お笑いライブ」を開

きました。２１組の学生芸人が次々にコントや漫才を披露、お客さんは１００人を超え、ラ

イブは盛り上がりました。同じ大学に「お笑い仲間」は少なく、一年生の時から「大勢でわ

いわいやる」のが夢でした。他大学の落研やサークルを訪ね歩き、知り合った人たちにイ

ベント開催を呼びかけてきたのです。出演者が多く、連絡、調整には予想以上の時間を

取られ、構成・演出にも神経を使いましたが、苦しい時ほど「今が踏ん張り所だ」と自分に

言い聞かせました。このイベントを通し、努力と仲間の大切さを改めて感じました。この思

いは私の財産だと思っています。 
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1.イベントの内容 

Ｑ いつ、どこで、どのように実施したのでしょう（大学ごとに芸を披露したの？）。

参加した学生は各大学の落研部員かなにかですか？  

Ａ 2011年 9月 10日、大学 2年生の秋です。会場は新宿の小劇場で、21組ほどの芸人

が漫才やコントを披露しました。出演芸人はすべて大学生で、それぞれが自分の大学（イ

ンカレサークルのところもあります）のお笑いサークルや落語研究会に所属しています。

（学生でお笑いをやっているひとのことを学生芸人といいます。）将来的にプロのお笑

い芸人を目指している人や、ただの趣味としてネタを書いている人などさまざまでした

が、みな同じようにアマチュアの芸人ということで入場料は無料で実施しました。 

 

2.経緯 

Ｑ 「企画・主催」とありますが、藤井さんの発案？ 他の大学にはどのように呼びか

けたの？ なぜ１３大学になったのでしょう 

Ａ 発案と呼びかけはわたしが行いました。まだお笑いを始めて間もなかった頃、身の

回りに同じようにお笑いをやっている同学年の友達がほとんどいなかったので、大勢で

集まってわいわいできたら楽しいな、と思ったことがきっかけでした。1年生のころか

らそれぞれのお笑いサークルが学内や小劇場で実施しているお笑いライブに足を運び、

1校 1校挨拶して回りました。また、冬と夏に開催される学生芸人のためのお笑いの大

会などで仲良くなった芸人に声をかけたり、連絡先を交換したりして、知り合いの輪を

広げていきました。親睦会も開催し、同じように同学年のつながりを求めていた学生た

ちを出会わせ、ライブ開催の気運を高めていきました。そして、最終的に 13の大学か

らおよそ 50名の芸人とスタッフ（音響や照明を操作したり受付をしたりします）が集

まり、ライブを開催することができました。 

 

3.主催者としての経験 

Ｑ 「多くの方の協力」とあります。開催までには苦労もあったでしょう。実現までの

苦労とそれをどのように乗り越えたか、実施してプラスになったことは？  

Ａ 上記の通り、開催までに大変多くの学生芸人やスタッフと出会い、関係を築き上げ

てきました。好意的な人がほとんどでしたが、中にはライブ主催に反対する人や、あま

りやる気のない参加者などがいました。また大勢の人と連絡を取り合ったり参加者同士

の仲介役になったりするので気疲れすることが多く、体力的にも精神的にもつらい時期

がありました。しかしそんなときこそ、ライブ開催を通して出会った友人たちが助けて

くれました。ライブの構成や演出を他のメンバーと一緒に考えたり、お客さんがこのラ

イブのことを話題にしてくれるようになると、いまこそ踏ん張りどきだ！と自分を奮い

立たせることができました。広い人脈をつくることができたこと、学生芸人界の盛り上

がりに貢献できたこと、この 2つがライブ主催を経て得た主な大きな収穫です。 
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●仲間の原稿で学ぶ ① 「主張の理由をしっかり書こう」 

「父のひと言」（初稿） 

 高校を卒業し、東京に上京する事が決まった時に、父から言われた言葉があります。「期

待している」。普段あまり言葉を交わさない父からのひと言に、気持ちが奮起し、東京へ行

っても、頑張ろうと思いました。 

 あのひと言で、自分の中の考え方ややる気に変化が起こりました。父からのひと言がな

ければ、地元で生活している時の自分となにも変わらなかったと思います。 

 人は何げないひと言でも、心に残る言葉があり、自分も父のひと言が心に残っています。

言葉で、意識が変わり、今後の生活に影響が出るとは思っていませんでした。嬉しいひと

言がなければ東京で生活できていなかったと思います。 

 

◇講師からの質問と筆者の回答 

・古里はどちらですか？ 

 →富山県富山市です。実家の周りは田んぼに囲まれていて、立山連峰が一望できます。

家族構成は、祖父母、父母、姉、妹です。 

・高校時代のあなたは？ 

 →明るく、素直だったと思います。 

・お父さんの仕事は？ 性格は？ 

 →製薬会社の工場で製造の仕事をしています。無口なほうだと思います。 

・「意識が変わった」と書いています。どんな意識から、どんな意識に変わったのですか？ 

 →周りの人に依存した生活から、自立してやろうと意識するようになりました。 

・当初、上京する事に不安があったということかな？ 

 →実家から離れて生活（家事・自炊）する事に不安がありました。 

・この１年、辛いこともありましたよね。どんなときにお父さんの言葉を思い出しました

か？ 

 →東京でアルバイトし始めた時など、お金に余裕がなかった時に父親の言葉を思い出し

ました。バイト先は本屋です。節約のために、もやしなどを買って食べていました。 

・最近、お父さんと話をした？ どんな話でしたか？ 

 →はやく就職活動をはじめないと大変な目にあうという話をしました。 

・今の住まいは？ 

→学校近くのアパートで一人暮らしをしています。 
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◇回答を踏まえての修正原稿 

 

「父のひと言」 

 

富山市の高校を卒業し、上京が決まった時に父から言われた言葉があります。「期待して

いる」。普段あまり言葉を交わさない父からのひと言に、気持ちが奮起し、東京へ行っても、

頑張ろうと思いました。 

田んぼに囲まれ、立山連峰が一望できる家で、私は両親と祖父母、姉と妹に囲まれて育

ちました。素直な反面、周囲に依存しがちな性格だったと思います。東京進学を目指した

ものの、一人暮らしに不安を抱いていました。声をかけられたのはそんな時でした。 

東京での暮らしは楽ではありません。アルバイトをしながら、節約を心がけ、おかずが

もやしだけのこともあります。辛い時、父の言葉を思い出しています。 

 何げないひと言でも、心に残る言葉があります。言葉で意識が変わり、生活に影響が出

るなんて思ったことはありませんでした。父のひと言は、これからも私の支えです。 
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●仲間の原稿で学ぶ ② 「主張をデータで裏付けしよう」 

「サポーターの日常」（初稿） 

 最近嬉しかったことは、Ｊリーグのシーズンが始まったことだ。私は横浜Ｆマリノス

のサポーターをしている。Ｊリーグの試合は基本的に週末、週に１試合だ。私はこの試合

が楽しみで仕方がない。週末の試合のために、日々、勉強やアルバイトを頑張っていると

いっていい。チームが調子よくても悪くても、週末が楽しみなのだ。日常にこういった頑

張れる理由があるサポーターという人種は、幸せだと思う。私もサポーターを始める前は

それほどメリハリのない日常を送っていた。サポーターとしての生活を始めて５年目にな

るが、非常に充実した日々を過ごすことが続けられている。人生の中で、楽しく生きてい

く方法を見つけることができた自分は、本当に幸せを感じる。だから、今年もＪリーグの

シーズンが始まったことが、嬉しくてたまらない。 

 

◇講師からの質問と筆者の回答 

・アルバイトは週何回、何時間くらい働き、どのくらいバイト料を稼ぎますか？ 

→週に２回、各５時間働いています。月に４万円程度稼ぎます。 

・アルバイトは何をしているの？ 

→コンビニエンスストアでアルバイトをしています。レジ業務と、品出しがメインです。 

・マリノスの遠征にもついていくのですか？ 都道府県別に言うと、これまでどこに行き

ましたか？ 

→時間とお金の都合がつく範囲でついていきます。今まで行った場所は、北海道、宮城、

茨城、千葉、埼玉、東京、神奈川、静岡、山梨、富山、愛知、大阪、兵庫、佐賀、大

分。試合を観るだけでなく、遠征先で観光したりご当地グルメを楽しむのも好きで、

大分では温泉にたくさん入ったり、仙台では牛たんを食べたり、土地土地の風土を楽

しむようにしています。東日本大震災で津波の被害を受けた場所にも行きました。 

・サポーターを続けるのに、週にだいたいいくらくらいかかる？ 

→シーズンオフに翌シーズンのホームゲームのチケットを年間で一括購入したり、新し

いユニフォームを買ったりするので、月によってバラつきはありますが、アウェイの

チケット代や交通費、お土産代も含め、平均で週 5,500円弱でした。 

・サポーターを始める前と後で、生活はどう変わりましたか？ 早起きになったとか、だ

らだらしている時間を削ったとか、いろいろと工夫しているのでは？ 

→プラス面は生活にメリハリがつくことです。毎週末が楽しみで、勉強も頑張れます。

なるべく節約し、少しでも多く遠征に行けるよう工夫しています。飲み物も毎日学校

へ水筒にお茶を入れて持って行ったりしています。勉強はどこでも出来るので、試験

前等は試合へ向かう電車の中やスタジアムの開門待ちの待機列で参考書を読み込んで

いたこともあります。 
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◇回答を踏まえての修正原稿 

 

「サポーターの日常」 

 

Ｊリーグのシーズンが始まった。私はここ５年、横浜Ｆマリノスのサポーターをしてい

る。毎週末の試合が楽しみで仕方ない。 

試合を追いかけるために努力している。まずはチケット代や遠征費、応援の時に着るユ

ニフォームを買うための資金を、週２回、月４万円のコンビニバイトで稼いでいる。これ

までに北海道から九州・佐賀県まで１５都道府県を巡った。普段は倹約を心がけ、学校に

は水筒でお茶を持参している。 

毎週末に楽しみがあるので、生活にメリハリができ、勉強も苦にならない。試験前には

試合へ向かう電車の中やスタジアムの開門待ちの列で参考書を読み込むこともある。 

チームが調子よくても悪くても、週末が楽しみだ。人生を楽しむ方法を見つけることが

でき、本当に幸せだとおもう。今年もＪリーグが始まった。嬉しくてたまらない。 
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■仲間の朗読を聞く～「伝える、聞く」の仕上げとして （2013.0７.18） 

 朗読を聞き、それぞれ感じたことを記して下さい。共感した点や、感心した点、自分

ならこう思う、でもかまいません。最後に自分の作文についてもひと言記し、手元の作

文と一緒に提出してください。                 （裏面も有ります） 

 

 

「外の世界」          鈴木 健人 

 

 

 

「善意と悪意の情報」      伊藤 梨紗 

 

 

 

「モラルハザードに勝てぬ分煙」 川瀬 なつ美 

 

 

 

「本当に自分で考えたのか？」  太田 麗奈 

 

 

 

「富士山だけじゃない静岡県」  山口 桃佳 

 

 

 

「初心忘れるべからず」     小林 千絋 

 

 

 

「あなたのひと言で」      榎本 彩 
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「素敵な挨拶」         市来 叶 

 

 

 

「思い詰まった手作り弁当」   目黒 伶奈 

 

 

 

「美味しい時間大切に」     黄木 菜摘 

 

 

 

「今ここに私がいられるわけ」  野地 聡史 

 

 

 

「母の涙」           山本 友理香 

 

 

 

◆自分の作文について 

 

 

 

◆講師から 

「伝える」「聞く」「話す」「書く」をテーマとしてきた授業の最後に、作文を書いて

もらいました。みなさん自身の体験とそれにまつわる思いや意見を整理し、文章にまと

める経験は、きっと将来役立つはずだと考えたからです。 

作文のポイントは、井上ひさしさんではありませんが、「自分にしか書けないことを、

わかりやすく書く」ということにつきます。そのために具体性が必要であるとか、他人

の意見の引用にとどまってはいけないとか、一文は短くとか、段落を意識してね、など

と言ってきました。本日、講座のはじめに書いてもらった「私の長所」もお返ししてい

ます。最後に書いた作文と読み比べてみてください。ほとんどの人が、少しばかり自分

を誇らしく思えるのではないでしょうか。 

皆さんと知り合い、この授業を受け持たせていただけたことを、ぼくも誇りに思って

います。ありがとうございました。 
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■仲間の朗読を聞く～「伝える、聞く」の仕上げとして （2014.01.16） 

 朗読を聞き、それぞれ感じたことを記して下さい。共感した点や、感心した点、自分

ならこう思う、でもかまいません。最後に自分の作文について振り返り、提出してくだ

さい。（裏面も有ります） 

 

 

「ありがとうは魔法の言葉」          清水 花菜 

 

 

 

「自分が変わる瞬間」             中澤のどか 

 

 

 

「神様からの贈り物」             堀口あゆみ 

 

 

 

「大切なもの残し、逝った父」        永井  佑 

 

 

 

「母と娘」                  岩井 恵美 

 

 

 

「携帯を落として」              稲葉 涼香 

 

 

 

「自分を見つめ直す時間」           立花  澪 

 

 

 

 



「書く力」の鍛え方  朝日新聞社  薮塚 謙一氏 

16 

 

「アーティスト YUI さんとの出会い」      長南佑理子 

 

 

 

「将来の夢」                  白石田 健 

 

 

 

「大切なこどもたち」              朝比奈真希 

 

 

 

「私の３・１１」                安倍 美波 

 

 

 

「母の笑顔」                  牧野 啓太 

 

 

 

◆自分の作文について 

 

 

 

◆講師から 

この講座では毎回、新聞を読み、気になった記事について意見交換してもらいました。

なぜそうしたかというと、皆さんに「自分の立ち位置」を考えてほしかったからです。

自分の「意見」が社会的にどんな位置にあるのか、平均的なのか、それとも珍しいのか。

そうしたことがわからないと、自信を持った意見は言えません。新聞を読み、社会を知

ることは、自分の「位置」を知り、説得力ある発言をするための基本なのです。 

講座の仕上げとして作文を書いてもらいました。最初に書いた短い文章と読み比べて

みて下さい。きっと、自分の文章が説得力を増していることに気づくでしょう。少なく

とも私は、多くの人の文章から、他人に対して自分をちゃんと伝えたいという思いと、

そのためにデータ（体験など）や書き方を一生懸命工夫した様子を読み取りました。 

皆さんと知り合い、この授業を受け持たせていただけたことを、ぼくは誇りに思って

います。ありがとうございました。 


