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楽しく描けました！

作文
上手に書けました！

JAグループ岡山　JA岡山中央会

作文・図画コンクール入賞作品集



　第46回「ごはん・お米とわたし」作文・図画コンクールに作品
をご応募いただいた皆さんに心からお礼申しあげます。また、入
賞されました皆さん、誠におめでとうございます。
　このコンクールの目的は、これからの食・農・地域を担う次世
代の子どもたちに、お米・ごはん食など、日本の食卓と国土を豊
かに作りあげてきた稲作をはじめとする農業についての学びを深
めてもらうとともに、子どもたちの優れた作品を顕彰することを

通じて、お米・ごはん食・日本食の重要性を広く周知することにあります。
　今年度も新型コロナウイルスの影響が続いたにも関わらず、県内の小・中学生の皆
さんから作文2,731点、図画1,854点の力作が寄せられました。皆さんの素晴らしい作
品を拝見いたしますと、ごはんや稲作を通じて得た家族との交流や田植え・稲刈り体
験など、様々な経験を一生懸命に作文・図画作品に表してくれました。その中で、ど
の作品にも共通していることは、ごはんが大好きで、日本のお米や農業を守ろうとい
う強い気持ちが伝わってくるということです。今回のコンクールを通して、お米や農
業に対する理解と関心をより一層深めていただけたなら、大変うれしく思います。
　日本では、二千年も前からお米が作られ主食となってきました。お米は、タンパク
質、脂肪、炭水化物が適度に含まれた栄養バランスが良い食べ物であり、今でも日本
人の食生活を支え続けているかけがえのない存在です。私たちは、そのかけがえのな
いお米を皆さんが安心して食べられるよう努力しています。また、日本人の象徴であ
るお米と水田を守り、未来に残すためには何をしなければならないのか、今何ができ
るのかを日々模索しています。
　どうか皆さん、このコンクールへの応募をきっかけに、パンや麺とは違うお米の良
さや普段何気なく口にしているものの大切さに気づき、農業の持つ多面的な役割を考
え、生産者の方々や自然に感謝する気持ちを育んでください。そして、おいしいごは
んを食べて健全な心と健康な体を養い、勉学に励むことで、次世代を担う立派な大人
になられることを期待しています。
　最後に、子供たちの自由で豊かな心を守り育てるために、今後とも小・中学校の先
生をはじめ、関係各位のご支援とご協力をいただきますようお願い申しあげます。

岡山県農業協同組合中央会

代表理事会長　青　江　伯　夫

ご　あ　い　さ　つ
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岡 山 県 審 査 の 概 要

１．応　　募　　数
　〈作文部門〉　　2,731点
　〈図画部門〉　　1,854点
　〈合　　計〉　　4,585点

２．審　　査　　日
　〈作文部門〉令和３年10月８日（金）～10月22日（金）
　〈図画部門〉令和３年10月11日（月）

３．入　　選　　数
　　岡山県知事賞　　　　　　　　　　　２点
　　岡山県教育委員会教育長賞　　　　　５点
　　岡山県農業協同組合中央会会長賞　　６点
　　優秀賞　　　　　　　　　　　　　　35点

４．審　　査　　員
　〈作文部門〉
　　　　岩　藤　一　成(岡山市立朝日小学校長、 岡山県小学校教育研究会国語部会長）
　　　　森　川　靖　志(岡山市立富山中学校長、 岡山県中学校教育研究会国語部会長）

　〈図画部門〉
　　　　安　東　信　哉(岡山市立馬屋下小学校長、岡山県小学校教育研究会図画工作部会長）
　　　　赤　柏　陽　子(岡山市教育委員会事務局学校教育部指導課指導副主査）

５．表　　彰　　式
　　と　き：令和３年12月18日（土）
　　ところ：岡山コンベンションセンター

　　　

【部　門】（作文・図画共通）

１部：小学校１年～３年
２部：　〃　４年～６年
３部：中学校１年～３年

− 2 −



岡 山 県 審 査 入 賞 者 名 簿

岡 山 県 知 事 賞　　  １部　柏　　　陽奈子　岡山市立千種小学校２年

岡山県教育委員会教育長賞　　  １部　田　村　伊　織　瀬戸内市立邑久小学校１年

　 　　  ２部　森　山　尊　央　倉敷市立老松小学校６年

　 　　  ３部　若　生　優　衣　岡山市立岡北中学校２年

岡 山 県 農 業 協 同 組 合
中　 央　 会　 会　 長　 賞　　  １部　常　國　翔　生　玉野市立玉原小学校２年

　 　　  ２部　早　川　登　眸　真庭市立川上小学校４年

　 　　  ３部　栗　本　　　葵　岡山市立桑田中学校２年

優 秀 賞　　  １部　末　宗　昊　征　瀬戸内市立牛窓北小学校１年

　 　　  　　　藤　村　海　史　新見市立野馳小学校１年

　 　　  　　　平　松　歩　純　倉敷市立倉敷南小学校３年

　 　　  　　　中　村　圭　冴　倉敷市立菅生小学校３年

　 　　  　　　辻　　　敬十朗　真庭市立勝山小学校３年

　 　　  ２部　山　口　泰　輔　岡山市立中山小学校５年

　 　　  　　　川　越　咲　絢　倉敷市立長尾小学校５年

　 　　  　　　高　谷　琉　生　岡山市立箕島小学校５年

　 　　  　　　秋　山　紗弥花　総社市立総社小学校５年

　 　　  　　　小　川　竜　聖　新見市立思誠小学校６年

　 　　  　　　ウィリアムズ　政寿　岡山市立津島小学校６年

　 　　  ３部　久　積　栄　都　岡山市立岡輝中学校１年

　 　　  　　　服　部　音　葉　岡山市立竜操中学校２年

　 　　  　　　松　田　琉　花　岡山市立竜操中学校２年

　 　　  　　　久　住　舞　羽　岡山市立桑田中学校２年

　 　　  　　　荒　木　美　紅　倉敷市立西中学校３年

作文部門
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岡 山 県 知 事 賞　　  １部　　　持　　　湊　総社市立山手小学校３年

岡 山 県 教 育 委 員 会 教 育 長 賞　　  １部　播　本　弥　耶　瀬戸内市立国府小学校２年

　 　　  ２部　香　川　楓　花　岡山市立江西小学校４年

岡 山 県 農 業 協 同 組 合
中　 央　 会　 会　 長　 賞　　  １部　森　本　菜　々　浅口市立六条院小学校１年

　 　　  ２部　中　岡　咲　那　岡山市立三勲小学校４年

　 　　  ３部　山　崎　竜　幹　岡山市立御津中学校２年

優 秀 賞　　  １部　平　田　絢　音　岡山市立大元小学校１年

　 　　  　　　高　橋　志　帆　学校法人朝日学園　朝日塾小学校１年

　 　　  　　　山　路　　　直　浅口市立金光小学校２年

　 　　  　　　社　　　奈　緒　倉敷市立万寿小学校２年

　 　　  　　　中　岡　　　凛　岡山市立三勲小学校２年

　 　　  　　　間　嶋　音　葉　岡山市立芳泉小学校　ひばり分校２年

　 　　  　　　宇　野　実　依　岡山市立芳泉小学校　ひばり分校３年

　 　　  　　　安　井　千　尋　岡山市立三門小学校３年

　 　　  ２部　松　本　奈々花　倉敷市立富田小学校４年

　 　　  　　　眞　鍋　　　瑠　岡山市立箕島小学校４年

　 　　  　　　土　屋　志　歩　新見市立新砥小学校５年

　 　　  　　　好　本　早　絵　備前市立伊部小学校５年

　 　　  　　　三　⻆　翼　颯　岡山市立西大寺小学校５年

　 　　  　　　酒　井　咲　穂　新見市立思誠小学校６年

　 　　  　　　長　尾　春　奈　玉野市立大崎小学校６年

　 　　  　　　加　藤　慶　士　岡山市立福浜小学校６年

　 　　  ３部　谷　口　智　哉　岡山市立富山中学校２年

　 　　  　　　大　鳥　菜　月　岡山市立建部中学校３年

　 　　  　　　竹　永　圭　汰　岡山市立御津中学校３年

図画部門
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　小学校低学年の部では、日常生活の中で家族と一緒に料理をしたり、お米を炊いたりしたときに
感じたことを表現したものや、お米作りを見たり手伝ったりしたことから、お米を作っている方々
のたいへんさや苦労に思いをはせ、感謝の気持ちを素直に表現している作品が並びました。
　県知事賞の「わたしの米とぎ」は、いつもしている米とぎのお手伝いで、おいしいご飯が炊ける
ように心を込めて米をといでいる様子や、そのときの気持ちが、飾り気のない子どもらしい言葉で、
いきいきと表現されています。食卓での会話も、お米に対するご家族の思いがよく表れており、ご
飯を通して家族みんなが幸せな気持ちになっている様子が目に浮かぶようなほほえましい作品です。
教育長賞の「おこめのぱわーでほーむらん」は、ご飯をしっかり食べて大きくなり、力を付けて、
がんばっている野球でもホームランを打ちたいという気持ちが、１年生らしく素直に表現されてお
り、元気がもらえる作品でした。
　中央会長賞の「じいじのお米」では、田んぼにドッジボールを取りに入り、稲をたおしておじい
ちゃんに怒られてしまいます。おじいちゃんが怒ったわけを考えているうちに、おじいちゃんのお
米を大切に思う気持ちに改めて気付いていく様子が、子どもらしく表現されており、おじいちゃん
への感謝の気持ちがよく伝わってきます。
　小学校高学年の部では、自らが１年を通して家族とともに米作りに関わり、苦労した経験を通し
てお米への思いを表現した作品が多数あり、驚かされました。また、日常の家庭生活の中で、料理
をしたりご飯炊きをしたりした経験から、ご飯やお米について感じたことや考えたことを綴った作
品も多く見られました。
　教育長賞の「我が家のお米作りと僕」は、家が代々米作りを続けており、自らも小さい頃から米
作りを手伝ってきた経験から、米作りのたいへんさとともに、収穫の喜びや、将来の夢についても
綴られている、米作りへの思いがあふれた素晴らしい作品です。
　中央会長賞の「お米作り」では、無農薬での米作りに家族で取り組んだ体験をもとに、無農薬で
の米作りの苦労や喜び、また、無農薬米のよさなどについて、実感のこもった表現がされており、
たいへん印象的でした。

　中学生の部の作品には、祖父母をはじめ、米作りに携わる家族の暮らしを通して、農家や農業、
農作物等への感謝の気持ちを綴った作品が多く見られました。また、家族と囲む食卓、食事の際の
団欒の大切さに気付いたという内容も、過半数の作品に見られました。食することは、食物のみな
らず、作物を育てる人、食事を作る人、それぞれの思いを享受すること。そのことが、どの作品に
も中学生の瑞々しい感性を通して描かれていました。そして、「ごはん」や「お米」を介して、中
学生なりに「人」や「世の中」についてしっかり考えていることを、大変頼もしく感じます。
　教育長賞の「私が出会った各地域のお米」は、国内５県での生活で食したお米を通して、各地の
地域性から生じるお米の特徴や味の違いなど、終始新鮮な視点でとらえています。しっかりした構
成に調べた根拠を加え、説得力のある作品に仕上がっています。用いられている言葉や文に無駄が
なく、論旨が読み手に明確に伝わってきます。
　中央会長賞の「家族をつなぐたかちゃんの米」は、祖母から聞いたお米の料理に関する三つの「秘
密」をテンポの良い、リズム感のある文体で紹介しています。お米の炊き方についての祖母への素
朴な質問、その質問から生まれる祖母との対話を通して、食卓に込められた人のまごころに触れ、
身近な幸せに気付くことができています。読み手の心まで温かくしてくれるような作品です。

岡山市立朝日小学校長
岡山県小学校教育研究会国語部会長　　　岩　藤　一　成

岡山市立富山中学校長
岡山県中学校教育研究会国語部会長　　　森　川　靖　志

審　　査　　講　　評

作文部門
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　本年度の「ごはん・お米とわたし」図画コンクールには，小学校 1年生から中学校 3年生
まで合計１，８５４点の作品が寄せられました。昨年度より２５５点も応募作品が増え，とて
もうれしく思いました。ごはんやお米，そしてその元となる農業に関心をもつとともに，大
切なものとして感じ取ってくれる児童生徒のみなさんが増えてくることは，本当にありがた
いことだと思います。
　稲が育つ，その喜び。近くに水田がある人は幸せです。小さかった苗が，たくましく，色
美しく，大きくなってくる，そのうれしさ。実際に田植えをして，その生長を実感として感
じられる人は，なおさらそのうれしさが感じられることでしょう。また，秋に稲刈りをして
収穫することができると喜びはひとしおです。ざくざくと鎌で刈るその感触の楽しさ。色づ
いた穂に，ふくよかに膨らんだたくさんの籾がついているうれしさ…。
　そういった，生長の喜びを感じられる作品は，その感激が見ている人の心に伝わります。
　ごはんについても同じです。あたたかい白米の美しさ。炊き立てのごはんの，甘い良いに
おい。握る手の熱さ。口に入れた時の広がる味わい…。
　絵をかく前に，まず喜びを心に満たして，これからかこうとしている絵を思い描いてほし
いと思います。そういったうれしさ，喜びを気持ちに込めていると，その気持ちが表現とし
て表れてきます。
　人の表情，握る手つき，自然の美しさを伝える色合い，筆の運びのていねいさなど，表し
たい気持ちがあると，その気持ちに沿ったかき方の工夫につながっていきます。
　今回集まった作品には，喜びや感激が伝わる作品がたくさんありました。色合いから温か
さを感じるもの。筆づかいから優しさを感じるもの。形をよく見てかいていて，それが大好
きなことが伝わるもの。表情から素直な喜びが伝わるもの…。そういった，伝えたい気持ち
のこもった作品がこれからも集まってほしいと願います。
　応募してくれたみなさん，そして保護者の皆様，学校の先生方，ありがとうございました。

岡山市立馬屋下小学校長
岡山県小学校教育研究会図画工作部会長 安　東　信　哉

岡山市教育委員会事務局学校教育部指導課
指導副主査 赤　柏　陽　子

図画部門
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　かあさんが
「ひなちゃん、米おねがいできるー？」
わたしが
「いいよー、何ごう？」
と聞くと
「五合、おねがーい」
と言います。カップで米をはかります。
わたしは、米をさわるのが大すきです。
米の中に手を入れると、とてもきもちい
いなぁと思います。米の中には、かみさ
まがいると聞きました。こぼさないよう
にはかるけど、少しこぼしてしまうこと
もあります。
　米に水を入れると何つぶかの米がうい
てきます。ちょっと時間がたつと、うい
ていた米がしずんでいます。米について
いるほこりやごみをとるのに、そっと水
をこぼします。かあさんが教えてくれま
した。米をあらうじゃなくて、米をとぐ
というのも教えてくれました。米をとぐ
とき、おいしくなあれ、ありがとうと言
いながらとぎます。何回か米をといで、
水をかえて、ぬかがなくなったら水がき
れいになります。それから、すいはんき

にセットします。たきたてのごはんをた
べると、父さんもかあさんも、おにいちゃ
んもおねえちゃんもみんな
「たきたてのごはんは、やっぱおいしい
なぁ」
と言って、いっぱいたべます。かあさんが、
「しあわせなことよー、かんしゃしない
とねー」
と言います。
　わたしは、米をカップではかって、と
ぐのがとてもたのしいです。これからも、
おいしいごはんになるように、米とぎを
がんばりたいです。

〔 作 文 部 門 入 賞 作 品 〕

「わたしの米とぎ」
　　　岡山市立千種小学校 2 年

　柏
かしわ

　　陽
ひ
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な

子
こ

岡 山 県 知 事 賞
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　ぼくはごはんがだいすきです。あさは
ごはんとやさいとぎゅうにゅうをたべま
す。ごはんにはなっとうやしらすやたま
ごをのせます。そうするとごはんがすす
みます。あかきいろみどりのはなしを
がっこうでならいました。
　ぼくのすきななっとうやしらすやゆか
りにはたくさんのえいようがあります。
おかあさんはいつも「ごはんをたべると
あたまがげんきになるよ」といいます。
　やきゅうのれんしゅうのひにはごはん
をしっかりたべていくとちからがつきま
す。
　ばーべきゅーやえんそくやおでかけの
たのしいときにはいつもおにぎりがあり
ます。
　ぼくのおじいさんはおこめづくりをし
ます。たうえのときはいとこやしんせき
がみんなであつまるのでたのしいです。
ぼくもまいとしたねまきをてつだったり
たうえきにのらせてもらっています。
　おこめづくりはたのしそうだけどほん
とうはそだてるのはじかんもかかるしむ
ずかしいとわかりました。
　おじいさんのつくってくれるおこめで
えいようがとれてあたまもからだもげん
きになってみんながえがおになっていま

す。
　これからはもっとおこめをいっぱいた
べてせがたかくなってちからがつよくな
りたいです。
　そしてやきゅうでほーむらんをたくさ
んうちたいです。

「おこめのぱわーで
 ほーむらん」
　　　瀬戸内市立邑久小学校１年

田
た

　村
むら

　伊
い

　織
おり

岡山県教育委員会教育長賞
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　ぼくの家は江戸時代から続く農家で、
小さい頃からぼくも週末になるとお手伝
いしてきました。農家の血が遺伝したの
か、ぼくはお米作りが大好きです。好き
な理由は青々とした苗が黄金色の稲に変
わる田んぼの風景がきれいなことと、農
作業の時に大好きな伯父と伯母に会える
ことと、作ったお米がおいしいと皆に喜
ばれるからです。でもすごく暑い中で作
業をしたり虫が沢山いたり、土に足をと
られてひっくり返ったりとても大変な仕
事です。重労働過ぎて父も母もぼくも疲
れて動けなくなる日もあります。そんな
苦労があるからこそ、いよいよお米を収
穫する稲刈りの時期になると「ああ頑
張ってきてよかったなあ！」と思わず笑
顔になるのです。
　我が家のお米作りは父がリーダーで田
植え機やコンバインに乗って大まかな作
業をして母とぼくが下手間作業をする
チーム体制です。下手間とは田植え機や
コンバインが入れない場所に手作業で苗
を植えたり稲を刈ったり、道具や材料を
運んだり、皆の飲み物を持って来たり等
たくさんやることがあります。要するに
父が作業しやすいように手助けする仕事
です。ぼくが田んぼに行くたびに両親や
伯父と伯母は「よう頑張ったなあ偉いな

あ」とほめてくれます。この前は雨の中
でぼくが苗箱を洗っていると伯父が黄色
のカッパを着させてくれました。伯父の
カッパはぶかぶかだったけどぬれずに済
んで助かりました。物静かな伯父はいつ
もぼくらを見守ってくれています。父の
田植え機がぬかるみにはまって動かなく
なってしまった時も一番に助けに来てく
れる優しい人です。伯母はぼくの好きな
アイスやお菓子をいつも用意してくれて
いて農作業のあとで食べると格別におい
しいです。ぼくはそんな優しいふたりが
大好きです。
　家の手伝いをすることは、父や伯父も
子供の頃からやってきたことで当たり前
のことだとぼくは思っているけれど「よ
う頑張ったなあ偉いなあ」とほめられる
と嬉しくてまた頑張るぞという気持ちに
なります。
　ぼくは来年中学生です。小さい頃は田
んぼの片すみに座っているだけでしたが、
いろんな下手間を経験して最近ではわり
と戦力になってきたと思います。来年は
もっと頑張って父や伯父に楽をさせてあ
げたいです。
　でも、道路の拡張などをする区画整理
であと三年くらいしかお米作りが出来な
いそうです。周囲の農家さんは高齢化が
すすみ区画整理を機にお米作りをやめて
しまう人が多いです。我が家の田んぼも
住宅地に変わるそうでさみしいです。し
かし皆のために住みやすい街に変わって
くれるなら仕方がないのかなと思ってい

「我が家のお米作りとぼく」
　　　倉敷市立老松小学校６年

森
もり

　山
やま

　尊
たか

　央
おう

岡山県教育委員会教育長賞
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「私が出会った各地域のお米」
　　　岡山市立岡北中学校２年

若
わこ

　生
う

　優
ゆ

　衣
い

岡山県教育委員会教育長賞

　私はお米が大好きだ。特にただ炊いた
だけの真っ白なご飯が大好きだ。白いご
飯を味わいたいので、ふりかけはほとん
どかけないし、丼も具材とお米をいつも
別々に食べている。
　しかし、日本のお米の一人あたりの消
費量は年々減少傾向にあるそうだ。な
んと、二〇一八年にはピーク時である
一九六二年の四十五％にまで減ってし
まっているという。また、昔からの米屋
はその影響で経営が苦しくなり、おにぎ
りやお弁当を売るなど工夫をしているそ
うだ。私の家の近所にも、おいしいおに
ぎりを売っている米屋がある。
　私の家は転勤族で、これまで石川・群
馬・栃木・千葉・岡山の五つの土地でお
米を食してきた。その土地によって気候
などが違うため、お店に並んでいる米の
銘柄も全く違う。私の家ではあきたこま
ちや南魚沼産や群馬県産のコシヒカリな
ど様々な銘柄を食してきた。どこの土地
に住んでも、それぞれの土地でお気に入

りのお米の銘柄に出会う。そして、次の
土地に移り住む時には前の土地のお気に
入りの銘柄のお米を多めに買って持って
いく。そしてまた、新しい土地でいくつ
かの銘柄のお米を食してお気に入りのお
米に出会う。これが私の家のパターンだ。
　私の家の場合、おいしいと思うお米は
炊きたてはもちろん、冷めてもおいしい
お米である。おにぎりにしてもつやが
あって、一粒一粒がふんわりとしている
お米がおいしいと思う。私が今まで食し
てきた中で一番のお気に入りは茨城県産
のコシヒカリだ。もっちりとしていて、
ご飯そのものの味が強い。その秘密は茨
城の気象条件にあるそうだ。水の恵みが
豊かで、梅雨に多量の雨が降り、夏は晴
れ、九月に空気が乾燥する茨城の自然環
境が適しているという。
　茨城県産のコシヒカリはおにぎりにし
ても絶品だ。ちなみに、おにぎりには地
域性があるようだ。例えば“海苔”だ。
関東では焼き海苔、関西では味付け海苔
を好んで食べる傾向があるそうだ。私の
家では関東出身の父は焼き海苔派、関西
出身の母は味付け海苔派だ。私と妹は何
も巻かないのが好きだ。他にも、そもそ
も呼び方がおむすびだったり、握り方が

ます。
　ぼくの田んぼはなくなってしまうけれ
ど、お米作りが大好きなことは変わりま

せん。ぼくはいつかどこかで父や伯父の
ようにまたお米作りをするのが夢です。
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三角形だったり俵型だったりと、おにぎ
りは地域差が大きいようだ。
　引っ越しをして転校をすると、その土
地その土地の給食で食べるお米にも違い
を感じる。
毎回、初めて給食を食べる日はワクワク
する。私は今までに三つの土地の学校で
給食を食べたが、栃木県宇都宮市の小学
校では毎日麦ご飯、千葉県印西市の小中
学校では毎日白いご飯、そして岡山県岡
山市の中学校では麦ご飯も白いご飯も両
方出る。お米の固さやお米本来の甘みが
それぞれ違うが、どれもとてもおいしい。

調べたところ、栄養素の面で少々違いが
あるようだ。
　お米はとても興味深い食べ物だ。日
本国内のことしかわからないが、外国
のお米事情はきっともっと違うのだろ
う。どこに行ってもその土地の良さを
生かしたおいしいお米に出会える。ど
のお米にも作り手の方々の愛情がたっ
ぷりと含まれていて、とてもおいしい。
この先も私が訪れる土地でまたおいし
いお米に出会えるのだろうと思うと、
とても楽しみだ。

　ぼくは、しおおむすびが大すきです。
お母さんに作ってもらうと、パクパクと
たくさん食べてしまいます。おむすびの
お米は、ぼくのおじいちゃんが作ってい
るお米です。おじいちゃんからもらった
お米は、ピカピカ光っていておいしいで
す。
　ぼくがおじいちゃんの家でドッジボー
ルをしている時、田んぼの中にボールが
入ってしまいました。ボールをとりに
行った時、いくつかいねをたおしてしま
いました。おじいちゃんはそれを見て、

ぼくたちをおこりました。なぜぼくたち
をおこったのか。それは、なえをうえて
そだてているおじいちゃんを見ていると
分かりました。うえてすぐは、タニシに
やわらかいくきを食べられないように毎
日とりに行っていました。その後も、田
んぼの水のりょうをちょうせいしたり、
「台風がこないか心ぱいやなぁ。天気よ
ほうもしっかり見とかないかん。」
と、いつも天気を気にしています。大じ
に大じにそだてているお米を大切にしな
いぼくを見て、かなしくなっておこった
んだろうなと思いました。毎日おせ話を
しているおじいちゃんを見て、そしてお
こったおじいちゃんを見てぼくは、ます
ます毎日食べているお米がおいしくかん
じるようになりました。毎日おいしいお

「じいじのお米」
　　　玉野市立玉原小学校２年

常
つね
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岡山県農業協同組合中央会会長賞
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　ぼくの家では、六月五日に、蒜山に引っ
こしてきて、初めて田植えをしました。
　家の米は、昔の品種の亀の尾というせ
が高いお米を育てています。種をまく、
苗代作りで、とんぼをかけて、平らにす
るのを手伝いました。米の苗箱をおく苗
代をなぜ平らにしなければいけないのは、
苗箱が水につからなかったり、つかりす
ぎたりしたら、かれたり、成長しすぎる
から、平らにします。苗代ができて、水
をはったらいろいろな虫がよってきまし
た。アメンボ、カエル、オタマジャクシ
などがきました。
　次は、種を苗箱に入れます。種を入れ
た、苗箱を苗代にならべます。苗の葉が
五まいになったら田植えをします。苗運
びをしました。機かいで植えて、うまく
植えれなかった所を手植えで植えました。

田んぼは、ふかい場所では足をとられた
り、こしにまいていたかごに苗を入れす
ぎて、重くて、（もうむり）と思いました。
お父さんとお母さんは、真っ暗になって
もやっていてすごいなと思います。
　田植えの後は、じょ草をします。家の
田んぼは、じょ草ざいを使わないので手
で草をとらなければなりません。草が生
えると、いねが育たなくなってしまうの
で、じょ草をします。ぼくは、田んぼの
中を歩くのが大変なので、サーフボード
に乗って、じょ草しました。
４時間くらい田んぼで、ヒエをとりまし
た。
もうひとつの田んぼは、手で、おす、田
車や、チェーンをぼうにつけて、じょ草
するチェーンじょ草などをしました。重
くて体力がなくなりました。いねが育つ
まで一カ月くらいじょ草するので大変で
した。一番大事だから、がんばりました。
毎日今は、お父さんが水のちょうせいを
したりして、お米になるつぶができてき

「お米作り」
　　　真庭市立川上小学校４年

早
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岡山県農業協同組合中央会会長賞

米が食べられてうれしいです。
　秋になりお米ができると、おじいちゃ
んはいつも電話をかけてきてくれます。
「新米ができたぞ。今年のもおいしいぞ。
とりにおいで。」
と、電話をかけてくるおじいちゃんのこ
えはとってもうれしそうです。なかなか

今までは言ったことはなかったけれど、
今年は、
「いつもおいしいお米をありがとう。」
と、言ばでつたえたいと思います。おじ
いちゃんのお米をたくさん食べて、もっ
ともっと大きくなりたいです。
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ました。
　どんどん成長してぼくのむねくらいの
高さになってきました。後一カ月したら、
いねかりになって新米が食べれるように
なります。
　ぼくの家のお米は、む農薬だから、げ
んまいごはんで、食べれます。げんまい
ごはんは、まわりのぬかの部分がまだつ
いている、ごはんです。じょ草ざいや農

薬を使っているお米は、まわりのぬかの
部分に農薬がのこっているかもしれない
から、げんまいごはんでは、食べないほ
うがいいそうです。
　それと、ぼくの家では、ぬかを、ぬか
どこに使ったりもしています。
　む農薬のお米は、手間がかかる分おい
しいです。家族で作ったお米を食べれる
のが楽しみです。

　米。それは史上最強のパワーフード。
おにぎり、オムライス、カレーライス。
子供から大人までみんなに人気な料理に
登場する。いわば、食卓の王様である。
そんな米を、とてもおいしく炊く人がい
る。私の祖母であるたかちゃんだ。昔か
ら、たかちゃんが炊く米はおいしい。し
かし、なにか特別なことをしている様子
はない。私はずっと不思議に思っていた。
そしてこの夏、私はついにたかちゃんの
米の秘密にせまることにした。
　「お米を炊くときに気を付けているこ
とを教えて。」
そう聞くと、たかちゃんの口からゴロゴ
ロと秘密がでてきた。止まらないその秘

密に米へのこだわりが感じられた。
　一つ目の秘密は農家から直買いした米
だということだ。山田の河内さん、とい
う方から買っているそうだ。「にこまる」
という品種がたかちゃんのお気に入りだ。
つやつやしていて、米がしっかりしてい
るらしい。そのにこまるを、農家から直
買いとなればおいしいに決まっているの
だ。
　２つ目は水が良いということだ。たか
ちゃんが住んでいるところは、自然が多
く、畑や水田が広がる、いわゆる田舎だ。
彼女の家の近くを流れる川には、多くの
生き物がくらしている。都会より、水が
綺麗なのは確かである。さらに、その水
の量を品種ごとに少し変えるというひと
手間。
「これが、けっこう重要なんよ。」
と、たかちゃんは言っていた。
　そして、最後の秘密。それは、まごこ
ろと愛情をこめること。これが一番大切

「家族をつなぐ
 たかちゃんの米」
　　　岡山市立桑田中学校２年

栗
くり

　本
もと

　　　葵
あおい

岡山県農業協同組合中央会会長賞
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なことだと、たかちゃんは少し照れくさ
そうに言った。いままでの２つの秘密と
はちがい、ずいぶんと抽象的である。最
初に聞いたとき、
「それは、気持ちの問題なのでは？」
と、思った。しかし、まごころや愛情に
ついて考えるうちに、ぼんやりとその意
味が分かってきた気がした。まごころや
愛情をこめる、これは丁寧にする、とい
うことなのではないか。例えば、ガッ
シャガッシャ乱暴に洗った米よりも丁寧
に洗った米の方がおいしいだろう。心を
こめれば、自然と丁寧になるのではない
だろうか。米や水のこだわりも、もちろ
んおいしさの秘密だが、やはり心をこめ
ることが、最も重要なことだと思った。
　たかちゃんの話を聞いて、一つ疑問に
思ったことがある。
「どうして、そんなにお米にこだわりが
あるの。」
そう聞くと、たかちゃんは、
「みんな、お米を待っとるんよ。」

と、嬉しそうに笑った。たしかに、私の
祖父も、弟も、たかちゃんの米が大好きだ。
もちろん私も。私は、たかちゃんの米と
たくあんさえあれば元気になる、と言っ
ても過言ではないほど米が好きだ。そし
て、たかちゃんの米を食べると元気がで
るのは、ただおいしいからというわけで
はない、と思う。きっと、みんなで食べ
るから元気がでるのだ。どんなにおいし
いお米を食べても、一人ぼっちでは、
「あ、おいしい。」
と、思うくらいだ。多少元気がでても、
みんなで食べたときの、あのあたたかい
感じはないと思う。たかちゃんの米は、
家族をつないで、元気にする力があるの
だ。
　私にもできるだろうか。人を元気にす
ることが、明るい食卓をつくることが。
人と人を、つなぐことが。私は、自分が
炊いた米を、みんなが笑顔で食べてくれ
ているところを、想像した。
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「きょうは、たうえをするぞ。」
おじいさんがいいました。ぼくは、たう
えはみたことはあったけどてつだったこ
とはありませんでした。
「ぼくもやってみたい。」
といい、おてつだいすることにしました。
たうえきに、なえをおばあさんがはこん
で、それをおじいさんがのせます。はし
からせんをかくようにおじいさんがたう
えきをうごかすと、うしろになえがうえ
られていきました。すごい、とぼくはお
もいました。なえをもってみるとぐにゃ
ぐにゃしてじょうずにもてません。おば
あさんはこんなにちからもちなんだ。ぼ
くは、はやくおおきくなってちからもち
になってたすけてあげたいとおもいまし
た。はだしでたんぼへはいってみました。
ぬるぬるして、あしがしずんでいつもの
ようにあるけません。
「いっぽんずつ、うえてね。こうやるん
よ。」おばあさんとおなじようにこしを
まるめて、てでもってまっすぐうえてい
きました。
「じょうずじょうず。」
おばあさんにほめられて、ぼくはうれし
くてもっとがんばりました。あせもでて
きました。こしもいたくなってきました。

どろどろになりました。
　ぼくは、まいにちごはんをたべます。
こうやって、いねをうえてまいにちおじ
いさんがおせわをしておおきくしてくれ
たんだな。おじいさんのつくるおこめは
おいしいな。おなかいっぱいになっての
こしてしまったら、おこめがかわいそう
だ。あしたから、ごはんをしっかりたべ
ようとおもいました。

「こうちゃんおてつだい、ありがとうね。」
おばあさんがにこにこしていました。な
んだかぼくは、はずかしいようなむねが
わくわくしました。おじいさんおばあさ
ん、いつもありがとう、またおてつだい
するね。

「ぼくのおじいさん
 おばあさん」
　　　瀬戸内市立牛窓北小学校１年
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優　秀　賞
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　ぼくのおじいちゃんは、たくさんおこ
めをつくっています。ぼくはちいさいと
きから、おじいちゃんがいっしょうけん
めい、おこめをつくっているのをみてい
ます。
　はるには、なえをそだてて、たうえを
します。おじいちゃんは、まいにちあさ
と、しごとからかえったら、たんぼのみ
ずをみにいきます。ひりょうをやったり、
たんぼのまわりのくさかりもします。ぼ
くは、おじいちゃんがしごとでつかれて
いるのに、すごいなとおもいました。い
ねがどんどん、きんいろになるのがとて
もたのしみです。
　あきになって、おばあちゃんやおとう
さんもいっしょにいねかりをします。ぼ
くのだいすきなコンバインがでてきます。
コンバインにのっているおじいちゃんは、
とてもかっこよいです。
　いねかりがおわったら、とったばっか
りのおこめがたべられます。あたらしい
おこめでつくったごはんは、とてもおい
しいです。ぼくのおじいちゃんがつくっ
たおこめは、おみせでうっています。い
ろんなひとに、おじいちゃんのおいしい
おこめを、たべてほしいです。
　ちいさいときは、ごはんをのこすこと

もあったけど、いまは、のこしません。
いっしょうけんめいつくったおこめをの
こしたら、おじいちゃんが、かなしくな
るからです。たいせつにたべたいです。
　ぼくには、おとうとがふたりいます。
おとうとも、たうえきや、コンバインが
だいすきです。はやくおおきくなって、
みんなでおじいちゃんのおてつだいがし
たいです。ぼくもおじいちゃんみたいに、
おいしいおこめがつくれるようになりた
いです。おじいちゃん、いろいろおしえ
てね。

「おじいちゃんの
 おいしいおこめ」
　　　新見市立野馳小学校１年
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優　秀　賞
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　お母さんの作るおにぎりはとてもおい
しいです。いつも、一回一回にぎるたび
にメッセージがこめられています。
　たとえば、遠足の時は「楽しんでね」
と言われている様な味がします。その味
は、やさしくて、ふわふわしています。
次は、運動会の時のおにぎりです。その
味は、「がんばれ！」とせなかをおされ
る様な味です。ちょっぴりしお味で、ゆ
うきがわいてくるとくべつな味がします。
練習の時は２番のかけっこも、本番では
１番になれます。そして、テストの朝の
おにぎりは、いい点がとれるように、「い
い点とってね」とおうえんされている様
な味がします。その味は、わたしの大す
きなさけのふりかけがかかっていて、力
がわいてきます。おかげで、思ったより
いい点がとれるのでうれしいです。
　そんなふうに、メッセージをこめてわ
たしに力をくれるお母さんのおにぎりが
とても大すきです。お母さんのおにぎり
には、お米がもっているあまい味とメッ
セージが合わさって、ゆうきや自しんを
あたえてくれるので、わたしはおにぎり
とお母さんに感しゃしています。わたし
が、おにぎりを作る事が上手になったら、
お母さんにゆうきや自しんをこめたおい

しいおにぎりでたくさんささえてあげた
いです。そして、お米を作ってくれてい
る農家の人たちにも感しゃしたいと思い
ます。

「おにぎりにこめられた
 メッセージ」
　　　倉敷市立倉敷南小学校３年
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　ぼくは、週六日ほうか後に、水泳に行っ
ています。毎日六千メートルぐらい泳ぐ
ので、おなかが空いていては、力いっぱ
い泳ぐことができません。
　だから、行く前におにぎりを食べてい
ます。おにぎりは、お父さんとお母さん
が作ってくれます。ぼくがしっかり泳げ
るようにと、大きなおにぎりを作ってく
れています。
　さい近あつくなってきたからと、お母
さんはうめぼしを入れて作ってくれます。
すっぱいけれど、ごはんがすすんで、大
きなおにぎりもすぐに食べることが出来
ます。おにぎりを食べて泳ぐと、力強く
泳ぐことが出来ます。
　水泳がない日は、家族でごはんを食べ
ています。ある日、ぼくがごはんつぶを
一つぶのこしていると、
「このお米は、けいごのひいおじいちゃ
んが大切に作ってくれたんよ。お米を作
ることは、とっても大へんなことなんよ。
大事に食べんといけんのよ。」
と、お母さんが教えてくれました。
　ひいおじいちゃんは、去年の冬になく
なってしまいました。それからは、おじ
いちゃんとおばあちゃんがお米を作って
くれています。
　おじいちゃんとおばあちゃんからも、

「みんながおいしいと言ってくれるよう
に、一生けんめい作っているからのこさ
んでね。」
と言われ、ぼくは、一つぶものこさずに
食べていこうと思いました。
　もう、ひいおじいちゃんには言えない
けれど、ぼくはごはんをたくさん食べて、
心も体も大きく、強く、たくましい人間
になります。
　「きっと、ひいおじいちゃんも見てく
れているよ。」
と、お母さんがそう言ってくれました。
　今日も、おにぎりを食べて、がんばっ
て泳ごうと思います。

「お米の力」
　　　倉敷市立菅生小学校３年
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　ぼくは、どちらかと言うとお米よりパ
ンのほうがすきです。
　ぼくのお父さんは、日本酒をつくって
いる酒ぐらの社長なので、お米のことを
聞いてみました。お酒に使うお米と、食
べるお米はちがうことを知りました。お
米には、ランクがあります。でもランク
がつかないお米もあります。ランクがつ
かないお米は、あまりお酒づくりに使わ
ないそうです。でもお父さんの酒ぐらで
は、ランクがつかないお米を使っていい
お酒をつくっているそうです。農家さん
がどれだけがんばっても、そういうお米
が出来てしまうから、農家さんをおうえ
んするために、使っているそうです。そ
れを聞いてぼくは、ただお酒をつくって
いるだけではなくて、お米をむだにしな
いことも考えているのだと思いました。
　お母さんは、２年前に、チームでおに
ぎりを100個作るさいそくタイムのギネ
ス世界記ろくをこう新しました。その時
に使ったお米は、里海米と言って、カキ
の貝がらをひりょうとして使って、まに
わ市でそだてているお米だそうです。カ
キの貝がらを使うことで、お米がたくさ
ん出来て、イネのくきが太くなって、た
おれにくくなります。カキの貝がらは、
ふつうはすてることが多いですが、むだ

にしていないことが分かりました。
　ぼくは、５才の時にはじめて習ったＳ
ＤＧｓと言う言葉を思いだしました。Ｓ
ＤＧｓとは、世界の問題や世界のききを
かい決するとり組みです。お米をむだに
しないことで農家さんを助けること、そ
してカキの貝がらをすてないことでかん
きょうをまもることになるのだなと思い
ました。これぞＳＤＧｓだと思います。
ぼくは、お米がいろいろな人がいろいろ
な気持ちで作っていることを知ったので、
パンもすきだけど、これからは、もっと
お米を食べたいと思います。

「お米について考えた」
　　真庭市立勝山小学校３年
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　ぼくがいつも食べているお米は、岡山
県赤磐市で、親せきのおじさんが作って
います。そのお米は、「ひとめぼれ」と
言う品種で、岡山県と宮城県で多く作ら
れているそうです。
　ほとんどの食事に出てくるお米ですが、
おじさんは、お米の育て方で工夫してい
る事があります。それは、お米のカルシ
ウムが増える肥料を使っていることです。
ただおいしいだけでなく、体にも良いよ
うに考えられています。また、ひとめぼ
れは、お米ができる時期が他の品種と比
べて早く、４月から９月くらいでできる
そうです。
　お米は、炊くだけでもおいしいですが、
たまごかけごはんやおにぎり、カレー、
おすしなどいろいろな食べ方ができま
す。その中でもぼくは、チャーハンが好
きです。お母さんに教えてもらいながら、
チャーハンを作ったこともあります。
　ぼくの家では、「おにぎりパーティー
の日」があります。おにぎりを、家族み
んなでたくさん作って、いろいろな種類
の具になるものを用意します。梅干し、
めんたいこ、味つけのり、たまご焼き、
ウインナーなどです。おにぎりは、いろ
いろな具といっしょに食べることによっ
て、さまざまな味に変化します。

　新鮮な魚といっしょににぎると、おす
しになります。ぼくのお父さんは、ぼく
が生まれる前、おすし屋さんでおすしを
にぎっていました。お盆やお正月、親せ
きが集まった時にお父さんがおすしをに
ぎって、みんなで食べるのがぼくは大好
きです。でも、最近はコロナウイルスの
えいきょうで、集まって食べることがで
きません。少しさみしいという気持ちも
ありますが、それはしかたがないので今
はがまんして家族だけで楽しんでいます。
　「いつもおいしいお米を届けてくれて、
ありがとうございます。」この感謝の気
持ちを、お米を作ってくれているおじ
さんに伝えたいと思います。おいしく
て、体にも良くて、良いことばかりです
が、お米作りは楽な仕事ではありません。
農家の方達は、ぼくたちにおいしいお米
を届けるために勉強会を行ったり、水の
管理やお米の宣伝などもしているそうで
す。天候に左右される事がたくさんある
し、きつい仕事です。そのような苦労の
おかげで、ぼくたちの所に届けられるお
米は、とても大切で、気持ちがこもった
ものです。ぼくは、当たり前に食卓に出
されるお米で、こんなにも多くの食べ物
を作ることができるなんて思いもしませ
んでした。お米には、多くの農家の方の
努力と、食べる側の楽しい思い出が、た
くさんつまっているのだなと気付きまし
た。
　お米は、みんなで食べると仲良くなれ
る、ぼくたちを笑顔にしてくれるなくて

「ありがとうお米」
　　岡山市立中山小学校５年
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　五年生から、家庭科の勉強が始まりま
した。夏休みの宿題で、「三角おにぎり」
と「たわらおにぎり」を作りました。
　私の家族は、おにぎりが大好きで、朝
ご飯やお弁当、おやつや夜食に、おにぎ
りを食べます。お母さんは、毎日おにぎ
りを作る時、みんながあきないように、
いろいろな味つけをしたり、具を工夫し
たりしています。私が一番好きなおにぎ
りは、塩むすびにチーズをのせて、フラ
イパンで焼いた「塩チーズ焼きおにぎり」
です。家族に人気のあるおにぎりは、天
かすと塩こんぶ、ごまとめんつゆで作っ
た「天つゆむすび」です。
　おにぎりは、毎日食べていたけど、作
るのは初めてで、「三角おにぎり」は想像
できたけど、「たわらおにぎり」はどんな
おにぎりなのか分かりませんでした。
　お母さんに家庭科の宿題の話をしたら、
「今から作る？」
と言ってくれたので、手をあらってエプ
ロンをして準備をしました。これを「身
じたくを整える」と言うそうです。

　手のひらにのる量のご飯をしゃもじで
すくって、手を重ねてお米がつぶれない
ように、少しだけ力を入れて三角形にな
るように、形を整えました。はじめ手を
同じ方向に重ねていたのでうまくにぎれ
ず、お母さんに
「手の向きがちがう。」
と言われて、手を＋みたいな形にすると、

「三角おにぎり」がうまくできました。
　「たわらおにぎり」は、インターネッ
トで「たわら」を調べて形を覚えました。
まず、ご飯を手のひらにのせて、ねん土
のように細長くしました。次に、上と下
を手ではさんで形を整えました。「三角お
にぎり」も「たわらおにぎり」も塩味で
のりをまきました。
　おにぎりを作る前は、かん単にすぐで
きると思っていたけど、ごはんはビック
リするぐらい熱かったし、形を整えるの
もむずかしかったし、お母さんはいろい
ろな味つけまでして、すごいと思いました。
　できたおにぎりを食べようと思ったら、
お兄ちゃんが、
「ちょうだい。」
と言って、ペロリと食べてしまいました。
お兄ちゃんは、
「うまかった～。」
と言って部屋にもどって行きました。

はならない存在です。ぼくたちは、その
大事なお米をただ食べるだけでなく、感

謝の気持ちを忘れてはいけないと思いま
した。

「おにぎり」
　　　倉敷市立長尾小学校５年
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　「ご飯たいてくれた？」
と仕事から帰って来たお母さんが聞くの
で、「うん。たいたよ。」
と答えると、お母さんはいつもうれしそ
うに「ありがとう。」
と言ってくれます。だから、ぼくはいつ
もすすんでお米をあらうお手伝いをしま
す。
　ぼくは、たきたてのご飯が大好きです。
おいしいお米のたき方のポイントは、お
米をやさしくシャカシャカとぐこと、お
米もお水も正確に計ること、あまみを出
すために、たきあがったら20分程むらす
ことです。これはぼくと同じようにご飯
が大好きなお父さんが教えてくれました。
お父さんが教えてくれた通りにご飯をた
くと、お米がもちもちしていて、つやつ
やですごくおいしいです。
　夏休みの家庭科の課題が、調理チャレ
ンジだったので、お母さんといっしょに

「ふっくらご飯」
　　　岡山市立箕島小学校５年
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ぶた肉のしょうが焼きを初めて作りまし
た。
　もちろん、ご飯をたいたのは、ぼくで
す。たきたてのふっくらご飯にしょうが
焼きは、とても合うし、ご飯がすすむの
で、ぼくは６合たきました。
　６合のお米をあらうのは、少し大変
だけど家族の喜ぶ顔が見たくて、ご飯
をたくのも、おかず作りもがんばりま
した。
　ご飯がたけたころ、ちょうどお父さん
が、会社から帰って来たので、みんなで
晩ご飯を食べました。一生けん命作った
料理をみんながおいしそうに食べてくれ
るかドキドキしながら見ていると、お父
さんが、
「今日のご飯はもっちりしていてしょう
が焼きによく合うな。」
とほめてくれました。お母さんもお兄
ちゃんも、
「すごくおいしいね。上手にできている
よ。」と言ってくれて、すごくうれしく
なりました。
　ぼくも食べてみると、自分でがんばっ
て作った料理は、おいしくてご飯をおか

　もう一人でおにぎりが作れます。おな
かがすいた時や、もうちょっと食べたい
時、自分でおにぎりを作ろうと思います。
私は、ツナマヨネーズが好きなので、そ
れも作りたいし、ウインナーを入れてケ

チャップで味つけしたものも作ってみた
いです。
　そして、次はお兄ちゃんに食べられな
いように、自分で全部食べたいです。
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　この夏、私は夏休みのお手伝いでお米
あらい係に任命されました。
　仕事内容は毎日晩ご飯の時のお米を
洗ってセットすることです。
　ボウルにお米を入れて、ザーと水を入
れたら一回目の水はすぐ捨てます。
　二回目の水を入れたらザックザック手
で押さえて洗います。
　水がとう明になるまでくり返して、お
かまの目もりまで水を入れたら完成です。
　晩ご飯の時にお父さんが
「今日のご飯いつもとちがう？」
とお母さんに聞きました。
「今日はさやかがたいたんよ。夏休み中
はやってもらうんよ。」
と言いました。
　私はなんでお父さんはいつもとちがう
と思ったんだろう？と気になりました。

「ご飯担当になりました」
　　　総社市立総社小学校５年
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お父さんに聞いてみると、
「いつもと食感がちがう気がした。」
と言われたので、お母さんはいつもどう
やっているかたずねたら
「お母さんは力を入れすぎない様にお米
をとぐ時は左手でやっとるよ。力を入れ
すぎるとお米がわれるから。」
と聞いてビックリしました。
　洗う時の力も大事なのか…。
　それで次の日から、とぎ方、水かげん
に気を付けておいしいご飯のたき方を調
べて見ることにしました。
　五日間毎日、とぎ方や水かげん、水に
ひたす時間を少しずつ変えてみました。
　ごはんの時の家族の様子を見ると、五
日目が一番おいしいと言ってくれました。
　その時は、少量の水ですばやく何度も
お米をといで、水量はぴったりですぐに
スイッチを入れました。
　するとつやつやでふっくらとたき上が
りました。お姉ちゃんが

「今日のご飯何かおいしい。とまらんわ。」
と言ってご飯だけをおかわりしてくれた

わりしました。
「ご飯いっぱいたいたから食べてよ。」
と言うと、お父さんとお兄ちゃんも、
「おかわり‼」
と言ってくれました。
　それを見たお母さんが、
「毎日、晩ご飯作りお願いしたいわ。」

と言ったので、みんなで大わらいしまし
た。
　もっとおいしいご飯がたけるように、
お手伝いをがんばって、家族みんなが喜
んで楽しくご飯が食べれたらいいなと思
います。
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のでうれしくなりました。
　おいしいご飯がたけると、おかずなん
ていらないな～と思いました。
　工夫をしたり、ていねいにお米をとぐ
とご飯の味が変わるのがとても不思議に
思いました。

　これからもお米の種類によっても工夫
してみて、家族の中で一番おいしくご飯
がたけるようにがんばります。
　お米に興味をもつとますますご飯がお
いしく感じるようになりました。

　ぼくは、四年生のころから田植えとい
ねかりの手伝いをしています。手伝いを
することになったきっかけは、おじい
ちゃんとひいおばあちゃんとおじさん
に「人手が足りないから手伝いをしに来
て。」と言われたことでした。その時ぼ
くは少し田植えに興味があったのでやっ
てみることにしました。田んぼがたくさ
んあるから時間もかかるし、暑い時期だ
から大変だと聞いていたので、少し不安
でした。
　田植えの日、早起きをして田植えの準
備をしました。田んぼに着くと、おじさ
んに苗をトラクターに乗せてと言われた
ので教えてもらいながら一緒にトラク
ターにのせました。
最初のころは、おじさんと二人でトラク
ターに苗を乗せていましたが、今は一人
で出来る様になりました。他にもいろい

「お米を作る大変さ」
　　　新見市立思誠小学校６年
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ろな事を教えてもらいながらやりました。
途中でトラクターにも一緒に乗せてもら
いました。とても楽しかったしおもしろ
かったです。ぼくも大人になったら乗り
たいと思いました。田植えが終わって家
に帰ると、ぼくはとてもクタクタでした。
でも、田植えが楽しかったので、いねか
りもしたいと思いました。
　田植えが終わってからいねかりまでの
間、ぼくは早く大きくならないかなと簡
単に思っていました。でも実際は、おじ
いちゃんやひいおばあちゃんのたくさん
の苦労があることを知りました。一つ目
は、天候についてです。ひいおばあちゃ
んは、毎日田んぼに行って田んぼの水の
調節をしていました。そうして手をかけ
て大きくなりかけたいねが大雨や台風に
よってたおれてしまいました。いねがた
おれてしまうと、いねかりの時に手作業
でよけいに時間がかかったり収かく量が
減るとひいおばあちゃんが言っていまし
た。
「天気には勝てん」
という言葉が印象的でした。
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　また、さるが出て実った米を食べられ
たり、いのししが出て田んぼをあらされ
たりという動物の被害も受けました。動
物の被害を受けておじいちゃんは、へび
のおもちゃを置いたり大きな音を出した
りして対策をしていましたが、効果があ
まりなくとても困っていました。それを
見たぼくは、田植えやいねかりだけでな
く、その間も米作りは大変なんだなと思
いました。
　米作りの大変さを知ってからぼくは、

いねかりの時、米の一粒一粒を大切に収
かくしました。おいしいご飯を食べられ
るのは、たくさんの人の苦労があるとい
うことを学びました。
　今年でひいおばあちゃんの家の米作り
を高齢という理由でやめる事になりまし
た。それを聞いた時ぼくは、ぼくに出来
る事が何かないかと考えましたが仕方な
いことなのかなと思いました。だから、
今年で最後のいねかりを心をこめて一生
けん命したいと思います。

　ぼくの父はアメリカ人です。ぼくは、
父に見た目がよく似ていると言われます。
ですが、味覚は日本人です。お米が大好
き、特におにぎりが大好きで、お米で作
られた物は何でも大好きです。
　アメリカの祖母の家に行った時、ぼく
は四才でした。その時は、アメリカの食
べ物をあまり食べなかったそうです。か
わいそうに思った祖母が、アメリカのお
米を蒸してくれました。ぼくは、ひたす
らその白米を、味付けもおかずもなしで
食べ続けていたそうです。
　アメリカの祖母が日本に来た時は、日
本のお米を食べていましたが、その食べ

「食べ方は十人十色」
　　　岡山市立津島小学校６年
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方におどろきました。ご飯を平べったく
フォークでお皿に広げて、その上にバ
ターとジャムをぬっていました。ぼくは、
「そんな食べ方でおいしいの？」
と聞きました。祖母は、
「ちょっと変わった食べ方かもしれない
けど、とってもおいしいよ。」
と答えました。変な食べ方だと思ったけ
れど、ご飯の食べ方は人それぞれでいい
とぼくは思いました。
　ぼくは、四才の時に食べたアメリカの
お米の味を覚えていないので、インター
ネットでアメリカ米のカルローズを注文
してみました。そして、コシヒカリと、
カルローズの特ちょうを調べました。コ
シヒカリは、あま味があり、たいたとき
のつやと香りが良く、うま味が強いです。
お米自体のおいしさを味わうなら、つけ
物といっしょに食べるとよいです。
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カルローズは、カリフォルニア州オリジ
ナルの中粒種です。日本のお米のような
短粒種とタイ米等で知られる長粒種の中
間にあり、両方の優れた点を持ち合わせ
ています。カルローズ自体のおいしさを
味わうなら、十分間ゆで、パサパサのま
ま食べるとよいです。
　ぼくは、カルローズを注文した時につ
いてきたレシピで、海老のグリルとライ
ムライスのヘルシーサラダボウルを、母
といっしょに作りました。作り方は、ゆ
でたカルローズととりガラスープの素と、
ライムを合わせたものに、パプリカパウ
ダーをまぶして、海老と野菜をそえて、
でき上がりです。家族に食べてもらった

ら、みんなおいしいと言ってくれました。
　父に、アメリカではどれくらいお米を
食べるのか聞いてみました。おどろいた
ことに、アメリカ西部では、お米をほぼ
毎日食べるそうです。父の出身地である
南部では、たまにサラダやスープに入れ
る程度です。
　アメリカのお米を日本人がおいしくな
いと言うように、日本のお米をおいしく
ないと言うアメリカ人もいます。ですが、
ぼくはそうは思いません。お米は、どこ
で栽培しても、どんな種類のお米でも、
それぞれの特性を活かした料理にすれば、
いつでもすばらしくおいしいものだとぼ
くは思います。

　僕にとってお米とは祖父が作るお米の
ことです。僕の父親の実家は農家です。
お米やみかん、すだちなどを作って出荷
しています。なので、僕は『お米』と聞
いたら、一番に祖父の顔が浮かびます。
暑い日も寒い日も毎日のように田んぼや
畑で働いている日焼けした祖父の顔です。
　徳島県の阿南市では田植えは四月の上
旬にします。稲刈りはお盆前にします。
僕は最近まで普通だと思っていました。

岡山に引っ越ししてきて初めて、徳島の
田植えや稲刈りは時期が早いということ
を知りました。
　どうして徳島は早い時期に田植えや稲
刈りをするかというと、大きな台風が来
る地域だからだそうです。大きな台風が
来るお盆までに、収穫まで終わらせるに
は、４月には植えないといけません。大
きな台風で稲が倒れてしまうとコンバイ
ンでは上手く刈ることができず、手作業
で刈らなければいけないところが増える
そうです。その地域の特徴により、工夫
されていることも違うんだなぁ、と感心
しました。
　僕は何度か父と一緒に稲刈りを手伝っ

優　秀　賞

「お米とは」
　　　岡山市立岡輝中学校１年
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たことがあります。父と一緒に脱穀され
たお米を農協のライスセンターへ運びま
した。１日に何回も田んぼとライスセン
ターを往復しました。８月の稲刈りなの
で暑くて暑くて嫌だった記憶しかありま
せん。
　そんな時、祖父は
「昔に比べたら楽になった。」
と言っていました。手伝いに行くたび毎
年言っていました。
　昔の祖父は田植えも手作業だったし、
稲刈りも鎌を使って手で刈っていたそう
です。それだけではありません。刈った
稲を手で束ねて、太陽の下で干していた
そうです。何日も干す中で雨の日は倉庫
へ移動させて晴れたら又出す、また雨が
降ったら倉庫へ…大変だったと思います。
　今はコンバインが稲刈りと脱穀を一気
にしてくれます。それをライスセンター
に持っていけばその日のうちに機械で乾
燥までしてくれます。本当に機械の力は
凄いと思います。
　いくら楽になったと言ってもお米を作
るというのは大変なことです。田植えや
稲刈り以外にも天気を気にして田んぼの
水の量や水温も気を付けておかないとい
けないし、台風や大雨の影響で不作な年
もあります。天候に恵まれても豊作すぎ
るとお米の値段が下がってしまうことも
あります。毎年同じ苦労をしてもお米が
売れる値段はその年によって変わるので
す。身近で農業している祖父を見て苦労
が伝わってきます。
　僕の家にはいつも当たり前のようにお
米があります。祖父が苦労して大切に育
て、さらに精米された状態で、洗えばす
ぐ炊いて食べられるお米があります。徳
島に住んでいるときはよく家に持ってき

てくれたし、岡山には送ってくれます。
しかし、これは当たり前と思ってはいけ
ないことです。夏休みの宿題で作文を書
いていて、改めて思いました。感謝しな
ければいけません。
　これからは祖父の日焼けした顔を思い
出しながら大切に残さず食べたいと思い
ます。そして大人になったら祖父の代わ
りにコンバインを運転して手伝いたいと
思います。
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「心を一つにしたお米」
　　岡山市立竜操中学校２年
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　私の祖父が作るお米はこの世界の中で
一番美味しいです。お米一粒一粒から伝
わる祖父の努力の味が家族全員大好きで
した。祖父が毎日朝早くから夜遅くまで

「みんなに元気に過ごしてほしい、この
お米で元気づけたい、お米をもっともっ
と美味く作りたい」という思いを持って、
みんなが喜ぶ姿を想像しながら、つらい
時もあったと思うけど日々努力を積み重
ねてくれていたことを知り、祖父の思い
に感動しました。祖父も自分のことで一
杯一杯だと思うのに、私たち家族のこと
まで考えてくれて本当にすごいと思いま
した。
　五月下旬から六月上旬にかけて田植え
を行います。田植えが無事に終わっても、
その後がとっても大切だということを祖
父が言っていました。毎日の水入れが大
変だと言っていました。夏は、暑い日が
長く続くため、水が乾き、一日に何回も
水入れに行く祖父を何度も見ました。昼
食を食べようとしたら、今から田んぼに
水入れに行く祖父の姿は本当に米作りが
大好きで、お米の事を大切に思っている
人にしかできないと私は思いました。
　田植えの水入れの後は、稲刈りです。
祖父が毎日努力を積み重ねて作ってくれ
たお米は、とても立派に成長していまし

た。その成長したお米の一つ一つが祖父
の一生懸命、米作りをしている姿が想像
できました。
　家族みんなで新米を食べました。家族
全員が祖父に向かって「美味しい」とい
う一言でした。祖父は「その言葉が一番
うれしい」と言っていました。もちろん、
祖父だけではなく、祖父を支えていた祖
母の力もあって、世界の中で一番美味し
いお米を作れたと私は思いました。
　平和に毎日を過ごしていた祖父が二年
前の九月に突然倒れてしまいました。そ
の時、祖母は祖父が倒れたことと稲刈り
のことでパニックになっていました。そ
んな時に、私の母と私の母の兄は祖母
に「大丈夫。私たちが稲刈りをするから、
お母さんはお父さんのそばにいて」と
言って祖母はパニック状態から、しっか
りと祖父のことを考えれていたそうです。
祖父は無事に退院し、結局稲刈りに間に
合いました。だが、祖父は後遺症で歩く
のがやっとという感じでした。でも、祖
父には「稲刈りを自分がしなければなら
ない」と思い込んでいたそうです。私の
母の兄が稲刈りをしてくることを祖母が
祖父に知らせると、祖父は安心したそう
です。祖父は私の母の兄に稲刈りの準備
や作戦を真剣に考えて、夜遅くに電話し
てもっと良い方法はないかなど、沢山作
戦を練ってくれていたそうです。
　ある日、祖父は私たちに電話をしてき
ました。その内容は祖父は足が悪くて動
けないから、稲刈り手伝って欲しいとの
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ことでした。もちろん、私の母の兄一人
では当然できないと思うし、もし祖父が
稲刈りをしてケガをする可能性は低くは
ないと思う気持ちがありました。昨年も
私と妹と母で稲刈りをしたので大体のす
ることは分かっています。祖父の電話の
応答で、私の母は「全然いいよ。子供た
ちも楽しみにしているから」と言ったそ
うです。また、祖父は「楽しみにしてい
る」という言葉に感動したそうで、絶対
に今年の稲刈りも成功させてやるという
感情が湧いたそうです。祖父がお米に命
を注げ、努力してくれたことを忘れずに、
私と妹と母は稲刈りに一生懸命取り組も

うと決心しました。
　稲刈りの当日、予定通り行われ、祖父
は、座って指示をすることが多かったけ
ど、すごく頑張っていました。私と妹と
母と母の兄で見事無事に稲刈りを終える
ことができました。
　この二年前の経験があったから昨年も
一生懸命、力を合わせて頑張れました。
稲刈りに参加した全員が協力して心が一
つになったからこそ今も世界の中で一番
美味しいお米を作れるのだと思います。
今年もみんなで心を一つにして無事に終
えることを願っています。

　私にはお米との深い関係がある。そ
れは、今からさかのぼること約十四年。
二〇〇七年十二月。私が産まれて六ヶ月
がたった頃のことだった。母が私にお米
の離乳食をあたえたところ機嫌や調子が
悪くなり湿疹が出るので一旦中止したそ
う。そして何日かたち、またお米の離乳
食に挑戦するも３日ほどたつと湿疹が再
び出たそうです。そこで母は病院に連れ
て行き、アレルギー検査をしたところ何
も異状がなかったらしいです。

　それからは私にはお米やたんぱく質を
さけ野菜や果物を一品ずつ食べさせてい
た。そして初めてお米を食べさせた日か
ら四ヶ月程がたち、生後十ヶ月の頃に挑
戦的な母はお米に再チャレンジするも
湿疹が出て失敗。しかしお米以外のパ
ン・うどん・牛乳などのたんぱく質は食
べれるようになり、ひと安心したそうで
す。そこからはまたお米を諦め、パン・
うどんを食べさせ続けたとのこと。母は
私が湿疹を出すたびに病院へ連れて行き、
アレルギー検査を受けさせていたようだ。
だが、心配になりアレルギー検査以外も
受けさせることにした。しかし何も原因
が分からないままだった。そんなお米の
食べれない孫を心配した祖父はお米を作

優　秀　賞

「お米と戦った日々」
　　　岡山市立竜操中学校２年
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る際に使う農薬に問題があるのだと考え、
自ら農薬や肥料をいっさい使わないお米
を作ると決心したそうだ。そんな日々を
送っている間に私は一歳二ヶ月になって
いた。その間も祖父は私だけのためにお
米を一日も欠かさず大事に作ってくれて
いたのだ。そこで母はまたもやお米を食
べさせることにした。すると三日たって
も湿疹も出ず、機嫌も調子も悪くならな
かったそうです。そして私は一歳二ヶ月
でお米デビューをはたしたのです。なの
で祖父が一生懸命作ってくれたお米を口
にするまでに食べれるようになったもの
の、三・四年前まで祖父が作ってくれた
お米を食べていました。そして、祖父が
お米を作れなくなると、今度はおじさん
たちがお米を作ってくれるようになりま
した。
　私はこれらのことを何も知らなかった
けれど自分のためにたくさんの人が心配
して協力してくれたことにとても感謝し
ています。今は私も毎日のようにお米を
口にしています。それがどれだけ幸せな
ことなのかをしっかり心に置いて、これ
からもたくさんお米を食べていきたいで
す。また、私のなかでごはんの時間は家
族との大事なコミュニケーションの場だ
と思っています。理由は、家族みんなで
集まって話すことはなかなか無いと思う
けど、ごはんの時間だけはみんなが自然
と集まり、同じものを一緒に食べるから
です。もし、みんながバラバラの時間に
ごはんを食べると、一日のなかで家族み
んなが顔を合わせて話すことのできる時
間がなくなって楽しかったこと・嫌だっ
たことを共有できなくなり、家族でさえ
も誰が何があったのかが分からなくなる
と思います。そこで、家族みんなが毎日

そろってごはんを食べるのは難しいとい
う家庭も多いと思うので一日だけでも良
いから、みんなで机を囲みごはんを食べ
て会話をする時間をつくってみたら良い
と思います。そして少しでも家族とのコ
ミュニケーションの場を増やすことで家
族以外の人とのコミュニケーションもと
りやすくなると思います。なので、私は
友人・親せき・地域の方とのコミュニケー
ションは家族のなかのみんなが自然と集
まり、机を囲み、同じものを一緒に食べ
るごはんの時間から始まっているのだと
考えます。
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　「おかわり‼」
白ご飯を二杯目食べれるなんて、とって
も幸せなことだ。以前は茶碗に軽く一杯
までの制限や、週に何度か「白ご飯我慢
デー」があり、麺類を食べることが度々
あった。本当は白ご飯を食べたかったが、
我が家は母子家庭のため、ぜいたくは
言っていられない。ところがコロナ禍以
降、フードドライブという食料・日用品
などの提供が全国各地で広まってきた。
私が住んでいる地域のこども食堂や、近
隣の公民館でも開催されており、半年前
から利用を始めている。それ以来、食生
活が少しずつ改善されるようになってき
たのだ。
「給食がない長期休み中は、特に有り難
い。」と、母はよく口にしている。月に
数回の利用だが、毎回お米の提供がある。
食べ盛りの弟もいるため、本当に家計は
助かっているようだ。しかし、頂くばか
りでは心苦しいので、家で眠っている食
料品などを寄付し、食品ロスも親子で意
識するように努めている。
　私が幼い頃までは、曽祖父が作った

「こしひかり」を食べ、その後はお店で
「きぬむすめ」を買っていたそうだ。フー
ドドライブを利用するまでは、限られた

品種しか食べることがなかったが、頂く
お米は毎回違う。岡山県産を中心に、県
外の珍しい品種や政府備蓄米など色々で、
食べ比べも楽しみの一つだ。
　お米の魅力は、品種によって特徴が
様々なことである。私の好みは「きぬむ
すめ」のように粘りが強く、もちっとし
た食感だ。また、お米も商品なので、パッ
ケージを見た瞬間にときめくこともある。
この夏休みに「岡山にこまる物語」を初
めて頂いた。お米の袋があまり見かけな
い黄色で明るく、にっこりマークが描か
れている。食べる前から見ただけで、笑
みがこぼれてしまった。地元以外では、
熊本県産「森のくまさん」を見てすぐ、
あの名曲が思い浮かんだ。わくわくと同
時に食欲をかき立てられ、どちらも味と
共に気に入った。
　今年はどんなお米に出会えるだろうか。
もうすぐ新米の季節だが、今から待ち遠
しい。新米は日本人にとって、期間限定
の特別なご馳走だ。瑞々しくつやつやで、
粘りと旨味が強く、ご飯本来の美味しさ
を味わえる。そして炊き立てが最高。炊
飯器がピーっと鳴ってから、５分の蒸ら
し時間がなんとも憎い。しかしそこでフ
ライングをして蓋を開けてしまうと、ご
飯がべちゃっと台無しだ。炊き上がりに
ほわ～っと漂う香りと、米粒が立ってピ
カピカふっくら盛り上がったご飯がたま
らない。次は自分のお腹がぐ～っと鳴っ
てしまいそうになる。新米だけがスペ
シャルな訳ではなく、チャーハンやお寿

「あったかほっこり
 いただきます」
　　　岡山市立桑田中学校２年
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司などには古米のほうが合い、あえて古
米を好む人もいる。好みは人それぞれ、
どちらも愛されているようだ。
　白ご飯を365日食べても飽きないのは
本当に不思議だ。おそらく食感やほのか
な甘みが、日本人好みなのだろう。日本
のお米は、そのものが美味しい。だから
こそ新米や炊き方はのこだわりが強く、
高機能で高価な炊飯器が毎年登場してい
る。それほど日本人の食事には、欠かせ
ない存在である。ダイエットなどの影響
でお米が悪者にされがちだが、食べない
デメリットも大きい。また食事は雰囲気
も大切であり、一日も早く黙食とサヨナ
ラしたい。お米だってそれを願っている

に違いない。
　そして何より、我が家で食べているお
米は、生産者、提供者、地域の方々の思
いがいっぱい詰まった、どれも私にとっ
ては金メダル級である。いまの私にでき
ることは、ご飯をパワーの源にし、元気
な心と体作りで、コロナ禍を乗り越えて
いくことだ。将来的には、支援される側
からする側となり、「困ったときはお互
いさま」と支え合いながら、地域とのつ
ながりを大切にしていきたい。皆さんの
優しさと自然の恵み、そして毎日食事を
作ってくれる母に感謝しながら、今日も
家族揃って、
「いただきます‼」

　私は白ご飯と言われると一番に思い出
す出来事があります。
　その出来事は丁度一年前、私が中学二
年生の夏休みのことです。私が部活で
くたくたになって帰宅するとお母さん
が、「美味しいお米が届いたよ。」と伝え
てくれました。腹ぺこだった私はすぐに

「ご飯食べる。」と伝え、お母さんにお
米をたいてもらいました。とても甘くて

ほかほかで、最高に美味しかったのを覚
えています。夜になり帰宅したお父さん
が「知り合いの方からいただいたお米な
んだ。とても美味しいでしょ。」と誇ら
しげに自慢しているとお母さんが、「今
度の練習試合の時、このお米でおにぎり
作ってあげるから頑張ってね。」と応援
してくれました。その頃の私は、入部し
ているソフトテニス部で、後衛から前衛
へのポジションチェンジを余儀なくされ、
思うように結果が出せずに悩んでいまし
た。なのでお母さんも心配してくれてい
るんだ。もっと頑張らないと。と自分の
中であの夏の目標をテニスの上達、お母
さんをびっくりさせる試合をすること。

優　秀　賞

「勝利の鍵は
 お母さんのおにぎり」
　　　倉敷市立西中学校３年

荒
あら

　木
き

　美
み

　紅
く
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に決めたのです。
　部活や勉強に疲れると私はいつも息抜
きにおじいちゃんおばあちゃんの家まで
犬を連れて散歩に行くのですが、その夏
も何度か行き、おじいちゃんおばあちゃ
んにも美味しいお米を食べて欲しくて、
お手伝いもかねて、一緒にお米をたいた
り、ご飯を食べたりしました。お父さん
やお母さん、おじいちゃんおばあちゃん、
家族のみんなでご飯を食べるとすごく幸
せな気持ちにもなるしお米以外も美味し
さが倍増することを学びました。家族の
みんなで食卓を囲み、他愛もない話をす
ることが大好きなのでご飯の時間も大好
きです。お手伝いの成果が出て、ご飯を
炊くこともできるようになり。お父さん
がもらって来てくれた美味しいお米を
きっかけに白ご飯に触れる時間がとても
増えました。ですが、私はお母さんが応
援してくれた練習試合で、より一層お米
が好きになりました。
　その日、練習試合で近くの中学校に行
く私は朝からそわそわして、お母さんが
作った弁当を片手に、急いで家を出まし
た。試合先の中学校へ向かう途中、お母
さんが前言っていた「おにぎり作るから
頑張ってね。」の言葉を思い出し、やる
気満々でした。ですが、午前中の試合で
はポジションの修正を沢山ミスしてしま
い、自信を無くして結果は散々。そのま
ま昼休憩をむかえました。ペアの子に申
し訳なくて、やるせない気持ちでした。
そんな時にお弁当を出すとお弁当袋か
ら、「応援してるよみくなら大丈夫。」と
いう手紙が入っていました。お弁当箱を
開けると美味しそうなおにぎり。きっと
お父さんの自慢のお米だろうな。お母さ
んは朝早くから私のためにそのお米でお

にぎりを作ってくれたんだな。２人のこ
とを想うと自然に笑顔になることができ、
試合でも何でもできるんじゃないかとさ
え思いました。その後完全に不安を吹っ
切ることができた私は午後の試合で全勝。
その日の結果は６試合中４勝２敗でした。
私が練習の成果を発揮し、勝利と自信を
手に入れる鍵となったのはお父さんがも
らってきてくれた、お母さんがにぎって
くれた、私の大好きなおにぎりです。こ
れからはお米にも、それを育ててくれる
農家の人、料理してくれる人、みんなに
感謝してご飯をいただきます。
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〔 図 画 部 門 入 賞 作 品 〕

「いねかり」

総社市立山手小学校３年　 　持
もつ

　　　湊
みなと

岡 山 県 知 事 賞

けん
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岡山県教育委員会教育長賞

「楽しかったいねかり」
岡山市立江西小学校４年

　　　　香
か

　川
がわ

　楓
ふう

　花
か

「家族におにぎりつくったよ」
瀬戸内市立国府小学校２年

　　　　播
はり

　本
もと

　弥
や

　耶
や



− 36 −

「お米に感謝」

岡山市立三勲小学校４年　　中
なか

　岡
おか

　咲
さ

　那
な

岡山県農業協同組合中央会会長賞

「うみでおにぎり」
浅口市立六条院小学校１年

　　　　森
もり

　本
もと

　菜
な

　々
な
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岡山県農業協同組合中央会会長賞

「田植えだぜ」

岡山市立御津中学校２年　　山
やま

　崎
さき

　竜
りゅう

　幹
かん
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優　秀　賞

「おこめがあって
 よかったよ！」
学校法人朝日学園　朝日塾小学校１年

　　　　高
たか

　橋
はし

　志
し

　帆
ほ

「おおきなおにぎりたべたいな」

岡山市立大元小学校１年　　平
ひら

　田
た

　絢
あや

　音
ね
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優　秀　賞

「キャンプでたべたおいしいおにぎり」

浅口市立金光小学校２年　　山
やま

　路
じ

　　　直
なお

「田んぼはきもちいいな」
倉敷市立万寿小学校２年

　　　　社
やしろ

　　奈
な

　緒
お
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優　秀　賞

「おにぎりを食べているわたし」
岡山市立芳泉小学校　ひばり分校２年

　　　　間
ま

　嶋
しま

　音
おと

　葉
は

「大好きなお弁当」
岡山市立三勲小学校２年

　　　　中
なか

　岡
おか

　　　凛
りん
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優　秀　賞

「大好きなほかほかご飯」
岡山市立芳泉小学校　ひばり分校３年

　　　　宇
う

　野
の

　実
み

　依
い

「私とお米」
岡山市立三門小学校３年

　　　　安
やす

　井
い

　千
ち

　尋
ひろ
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優　秀　賞

「実のりの秋」

倉敷市立富田小学校４年　　松
まつ

　本
もと

　奈
な

々
な

花
か

「田んぼでおにぎりは最高」

岡山市立箕島小学校４年　　眞
ま

　鍋
なべ

　　　瑠
るい
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優　秀　賞

「田植えをしたよ！」
新見市立新砥小学校５年

　　　　土
つち

　屋
や

　志
し

　歩
ほ

「お米と私」
備前市立伊部小学校５年

　　　　好
よし

　本
もと

　早
さ

　絵
え
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優　秀　賞

「従兄弟と一緒にライスパーティー！！」

新見市立思誠小学校６年　　酒
さか

　井
い

　咲
さ

　穂
ほ

「ありがとう“お米”」
岡山市立西大寺小学校５年

　　　　三
み

　⻆
すみ

　翼
つば

　颯
さ



− 45 −

優　秀　賞

「毎年恒例の

 田植えがんばるぞ」
玉野市立大崎小学校６年

　　　　長
なが

　尾
お

　春
はる

　奈
な

「おいしいお米、

 おかわり！！」
岡山市立福浜小学校６年

　　　　加
か

　藤
とう

　慶
けい

　士
と
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優　秀　賞

「朝作るおにぎり」

岡山市立富山中学校２年　　谷
たに

　口
ぐち

　智
とも

　哉
や

「お米を大切に」

岡山市立建部中学校３年　　大
おお

　鳥
とり

　菜
な

　月
つき



− 47 −

優　秀　賞

「米」
岡山市立御津中学校３年

　　　　竹
たけ

　永
なが

　圭
けい

　汰
た



図画
楽しく描けました！

作文
上手に書けました！

JAグループ岡山　JA岡山中央会

作文・図画コンクール入賞作品集




