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第 42回『山の都ふれあいコンサート』（2022）の詩集をお届けします 

 

 今年も詩を応募してくださった皆様が、それぞれに今思うことや感じたことを詩に書きとめ、それが

この 1冊の詩集という形になりました。応募してくださった皆様、ありがとうございました。これらの

ひとつひとつの詩からは、それぞれの『想い』が伝わってきます。そして、皆様の『想い』が糧とな

り、今年の『山の都ふれあいコンサート』が創られていくのです。 

 この詩集に掲載された作品は作曲の対象となり、審査を経て選ばれた曲は、2022年 9月 23日（金/

祝）に YCC県民文化ホール（大ホール）で開催される第 42回『山の都ふれあいコンサート』で発表さ

れる予定です。詩と曲が織りなすハーモニーとともに、これがきっかけとなって出会う人と人とのふれ

あいを大切にしながら、皆様とともにコンサートを成功させたいと実行委員一同考えております。ぜ

ひ、この詩集の中の詩に、曲をつけてご応募ください。お待ちしております。 

山の都ふれあいコンサート実行委員一同 

 

☆この詩集に掲載された詩の著作権は、山の都ふれあいコンサート実行委員会に帰属します。 

《曲募集について》 

この詩集に掲載されている詩に曲をつけて応募しませんか？ 

♪応 募 方 法 

⚫ 一人何曲でも OK。 

⚫ ただし、詩はこの詩集に掲載されている作品を使用し（補作は可能）、未発表曲に限る 

⚫ CD-Rにて送付してください。MP3での応募も可能です。その際は下記のふれコンメールに

添付して応募してください。楽譜がある場合は添付してください。 

⚫ 氏名、郵便番号、住所、電話番号、メールアドレス、年齢、職業（または学校名）を必ず

記入の上、送付してください。 

⚫ なお、採用させていただく場合は、チラシ等に氏名を掲載いたします。（ペンネーム可） 

   ☆応募作品は返却いたしません。（審査終了後、作詩者に送らせていただきます） 

 

♪締 め 切 り    2022年 6月 20日（月） 

 

♪送 付 先      〒400-0858 甲府市相生 2丁目 2－17 

            甲府商工会議所会館３階  

            一般社団法人甲府青年会議所内 

            「山の都ふれあいコンサート」実行委員会 あて 

♪問い合わせ先     TEL:080-2055-1121 

            MAIL：info@furekon.net（山の都ふれあいコンサート実行委員会） 

♪ふれコンホームページ http://furekon.net/ 
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No.1  春の光とさくらの中で 

岩崎ひとみ 

 

キラリ、キラリ 

春のイチゴの香りと 

君の長いくろかみが 

君の瞳が 

君のほほえみが 

キラリ、キラリ 

光る中で 

せかいじゅうに 

へんなびょうきが 

あたりいちめんを 

やみの中へ 

ゆっくり、ゆっくり 

人間の体に 

そっと、そっと 

ゆっくり、ゆっくり 

はいりこみながら 

いのちを、いのちを 

そっと、そっと 

しに向かうかのように 

オミクロンコロナと言うこわいびょうきが 

いつのまにやら いつのまにやら 

かなしみにきえて行く 

こんな世界を 

平和に光を 

生きていこう 

スクラムくもうよ 

ララララ  
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No.2  君への想い生きるいみ 

岩崎ひとみ 

 

あの時じしんが僕らのまちを 

そっと、そっと  

くらい、くらい 

光をやみに 

そっと、そっと 

かえていく中で 

僕らのうしろから 

なりひびく音と 

つなみがゴーと 音を立て 

ゴーと 

人もなにもかも のみこんでいく中で 

人間て何も出来ない 

足もでない 

あの３．１１が 

今でも僕の心に 

大切な人が 

大切なかぞくが 

こんなかたちで 

ただ僕たちだけが 

生きのこるそして 

おとなになる中で 

次にはコロナ・オミクロン 

ひげきはもう おこさないで 

そしてせんそうも いらないから 

おとなたちに 

わがままいわないで 

平和な世界をつくってほしいから 

この想いよ伝えて かなえてほしい 

ララララ  
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No.3  春のこなゆきのてんしたち生きるいみ 

岩崎ひとみ 

 

ふっと空から真白い 

真白い こなゆきが 

ゆらり、ゆらり 

小川にも公園のベンチにも 

こなゆきがゆらり、ゆらり 

舞いちる中で 

ゆらり、ゆらり 

街のしずけさが 

なぜだか 

淋しくて 

人のただ急ぐ中で 

人間がまるで 

ロボットのように 

あしばやに急ぐ中に 

オミクロン コロナになって 

へんな、へんな 

見えない、見えない 

二人の間を 

そっと、そっと 

ひきさく中で 

生きることは 

出逢えるの 

ねえ星ふる 

こなゆきよ 

生きるいみを 

ねえ、ねえ 

おしえて欲しいから 

おしえて欲しいから 

ララララ  
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No.4  コロナとオミクロンにたちむかうふれコンなかま 

岩崎ひとみ 

 

ひとしれず朝の何げない 

母の朝ごはんの音に 

父の車のエンジン音に 

何げないにちじょうが 

今はニュースの中でも 

コロナ、オミクロン 

へんなぶっしつが 

生まれて僕らを 

大切な人を 

まるで、まるで 

クジラのように 

大きな何も 

目も足もない 

オミクロン、オミクロン 

あくまの、あくまの 

とうめいの光が 

いつしか音も 

立てずに 

体にそっと 

そっとはいりこみ 

意図もなく 

命が、命が 

よわくなった人へ 

そっと、そっと 

すみついては 

いのちを、いのちを 

別れと言う 

かなしみに 

意図もなく 

意図もなく 

かなしみに 

かなしみに 

いつしか、いつしか 
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うばってしまう 

そんなオミクロンに 

僕らは負けない 

大切な人を 

生きられるように 

生きられるつよさと 

スクラムをくんで 

生きていこう 

オミクロンに 

オミクロンに 

けしてまけはしない 

いつしか 

いつしか 

メロディーを 

かなでる 

僕らに 

ぶたいへ 

山の都ふれあいコンサートの皆と 

ふつうにユーチューブの中ではなくて 

昔のように 

ふれあい、つぶやいたり 

時にははげまして 

時にはないたり 

時にはケンカしたり 

そんなせかいに 

この歌をメロディーにして 

ユーチューブで 

伝えていこうよ 

伝えていこうよ 

ララララ 
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No.5  君にありがとう 

渡辺正 

 

生まれてきてくれてありがとう 

育ってくれてありがとう 

 

君の笑顔が好き 君の泣き顔が好き 

君の怒る顔が好き 君の寂しがる顔が好き 

もちろん寝顔も好き みんな好き 

 

君の声も好き 君のしぐさも好き 

いろんな質問も好き 食べ方も飲み方も好き 

歩き方も走り方も好き みんな好き 

 

君のすべてが 私が生きていくエネルギーになる 

ありがとう 生まれてきてくれて 

ありがとう 育ってくれて 

 

でっかくなれ でっかくなれ 

でっかくなれ でっかくなれ 君  
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No.6  BOY 

進藤学 

 

僕はいい歳をした BOY 

他人(おとな)にこれでもかと現実をみせられても 

目はしっかりと輝いている BOY 

そんな他人(おとな)に BOYCOTTしてやろうかな 

みっともないと言われても じっとしていられない 

一人じゃないけど 一人になっても始めたい 

だって 死ぬまで BOY でいたいんだから  
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No.7  自由の教訓 

進藤学 

 

片方の目から一粒 涙がこぼれた 

それは大切な人を失ったから 

もう片方の目からも涙がこぼれた 

それは大切な物を使わなくなったから 

 

でもそれで涙をのんだ 

大切な人がそう教えてくれたから 

憑いていたものも 一緒に流れ落ちたから 

 

僕に絡みつく鎖を振り払うには 

自分で動かなければいけないと あなたは言っていた 

だから泣いてばかりではいけないと 

僕はまだ ぼやけている前を見ている 

 

大切な人の教訓が引き継がれた 

本当の自由を手に入れた 

いつまでも これからなんだ 

いつでも それを磨いて進もう 

僕の道は それで輝けるのだろう 

ありがとう 大切な人よ  
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No.8  恋の変化 

進藤学 

 

変わり続ける僕に 

変わらない笑顔をくれる君 

僕は立ち止まり君を見た 

初めて 心から君が欲しいと 

一緒に手を握り歩きたいと思った 

 

夢を追うのに忙しい僕の為の伴侶 

でもたまに考える 

君がいるから勇猛果敢になれるけど・・・ 

 

猪突猛進になってやしないかい 

君の笑顔に甘え過ぎてはいないかい 

引きずり回すだけの優しさしか持ってやしないかい 

勇気って 一体何だろう 

 

 

優柔不断が故 忙しい僕の為の伴侶 

悩み迷える 

君がいてくれるのが当たり前に思う日に・・・ 

 

おいてけぼりになってやしないかい 

僕だけの成功に走ってやしないかい 

守りぬける優しさ 僕は持ち合わせているかい 

愛情って 一体何だろう 

本当は みんな 分かっているんだろう  
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NO.9  Black & White，Back & Front 

進藤学 

 

真っ白なキャンパスに素敵な絵を描くように 

好みの色に塗り合わせ 楽園を敷きつめよう 

ちょっとした黒が良いアクセントになっている 

 

真っ暗闇の中 走る勇気はまだないけれど 

少し立ち止まっていれば辺りがうっすら見えてくる 

眼をしっかりあけていれば 必ず何かある 

 

Black & White 絶妙なバランスで 

Black & White 綱渡りしている 

Black & White 使い分ければ 

Black & White 僕等幸せの自由人 

 

誰もが物事 ポジティブにと言うけれど 

ネガティブにも考える余裕も持っていたい 

己を省みるのには良い機会かな 

 

前ばかりを見て失敗したことはないかい？ 

それを糧にして 広くを見渡してみよう 

方向感覚見失わないように ゆっくりと 

 

Back & Front 悩める人ほど 

Back & Front 必要とする 

Back & Front 研ぎ澄ませると 

Back & Front 一体化出来る 

 

新しい日々の始まり 

 

Black & White，Back & Front 
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No.10  アフリカンの赤ちゃん 

三井亜季 

 

アフリカンダンスを踊っているお姉さんから赤ちゃんが生まれてきたよ。 

かわいくってかわいくってたまらんよ～♡ 

笑っているところも泣いているところもあくびしている姿もカワイイ～ 

だっこしておんぶしていっぱい昼寝して～！！ 

大変なところもあるけど赤ちゃんの笑顔にいやされる～ 

 

無事に生まれて良かったね 良かったね 

生まれた後ほっとして涙がながれる～ 

ずっとずっと一緒にいようね。 

 

すくすく育って保育園 小学校 中学校 高校へと進む～ 

今後の自分に何しているのかなあ～？ 

大学 専門学校 就職どれにしようー！ 

やはりアフリカンダンス×ジャンベでキマリ！ 

ステキな人に出会い。平和に暮らしました。 

 

無事に生まれて良かったね 良かったね 

生まれた後ほっとして涙が流れる~ 

ずっとずっと一緒にいようね。  
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No.11  ♪おふろ♬  

あいか with たかし 

 

1. おふろ おふろ おふろ 

おふろ おふろ おふろ 

ゆっくりと あったまろう 

かぜを ひかないように 

ゆっくりと あったまろう 

からだのしんまで ポッカポカ 

 

2. おふろ おふろ おふろ 

おふろ おふろ おふろ 

あたまを ワシャワシャ 

からだを ゴシゴシ 

さっぱりと きれいになったよ  

しあわせ さいこうだ 

 

3. おふろ おふろ おふろ 

おふろ おふろ おふろ 

ゆっくりと あったまろう 

きょうの つかれをとろう 

ゆっくりと あったまろう 

あしたも げんきに がんばるぞ！！ 

 

おふろ おふろ おふろ 

おふろ おふろ おふろ  
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No.12  私の夢 

石井ひかり 

 

私ね舞台に立つとキラキラと輝けるんだ 

だから舞台女優になりたい 

いずれ大好きな EXILE さんとコラボしてみたいし 

演歌の天童よしみさんとも 一緒にひばりさんの歌を唄ってみたい 

どんなに苦しくてもひばりさんの歌が心にしみる 

EXILE さんの歌を聴くと元気になれる 

これが私の心のベストアルバムなんだよなぁ 

 

あなたのベストアルバムどんな歌ですか？ 

お笑いライブ、歌にげき 

いろんな役者の舞台女優になってスポットライトにあたって輝けたい 

美空ひばりさんのように 
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No.13  幸せの数だけ 

石井ひかり 

 

生きていれば きっと幸せがある 

幸せの数だけ愛がある 

笑顔あふれる楽しい日になれたらいいな 

そんな平和な国には 私にとって大切な事とは 

姪っ子と甥っ子がいるだけで幸せになれる 

守りたいほど大切な人がいる 

親、おじいちゃん、おばあちゃん、姉妹 

それに愛犬 みんな大切な人 

なんで戦争するの？ 

 

国々の思うこと違うけど 

戦うこと良く無いと思う 

神がくれた生命を大切にした方がいいと思う 

うしなわれてよい命は決してない 幸せの数だけ愛がある 

私もこの地球のみんなを愛そう 

あなたもみんな みんな 人それぞれの愛で 

みんなを愛そう 

笑いのある JAPAN になるよう心を込めて 
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No.14  時代の変化 

小林英昭 

 

時代は変わったって  どうして変わるのかな 

時代は変わるけど変わらないものがある  

時代は変わって みんな仕事みたいになった 

それはそれでいいけれど 一人くらいはバカな人がいると話しやすい 

時代は変わる  

俺は変わったのか？ 変わってないのか？ 

わからないな・・・ 

 

 

 

No.15  どこか行きたいな 

坂本早百合 

 

今日 私は 早く行きたいな 

私は明るく生きたいな 

早くかっこいいO さんと過ごしたい 

明るい 可愛いい 女の子の赤ちゃんがほしいな 

早くO さんとどこかへ行きたいな 

 

 

 

No.16  おばあちゃん 

関紀代美 

 

会いにきてよ 

わたしの心にいるおばあちゃん 

おはなししたいよ 

ここに出てきてよ 

話がしたいよ 

心の中に会いにいきたいよ 

おばあちゃん 

わたしの心にずっといてほしいな 

わたしに会いに来て  
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No.1７  ふれてみたい 

河野貴 

 

愛しい あの人に触れてみたい 

あの人の笑顔を思い出す 

あの人のことを考えるともやもやした気持ちになる 

あの人に会いたい 

 

 

 

 

No.1８  歩んできた道 

大坪正之 

 

N 病院で過ごした日々 

あの頃は良かった 

自分も若かった 

楽しいことも、悪いこともした 

仲間がたくさんいた 

ウナギと相撲が好きな、気の合う友人もいた 

ごはんも美味しかった 

N 病院で過ごした仲間や職員も、少なくなってきた 

昔を思い出しながら、話がしたいなぁ 
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No.19  Ｂｉｒｔｈｄａｙ 

橋本ゆう 

 

Ｈａｐｐｙ Ｈａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ！ 

家族や友達と 誕生日を祝おう 

イチゴの生クリームのケーキで祝おう 

年の数のろうそくを立てて一息で吹き消そう 

みんなで祝おう 

 

Ｈａｐｐｙ Ｈａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ！ 

桃の木のピンクの花に囲まれて 素敵な仲間と 

誕生日を祝おう 

大好きな音楽を聴きながら みんなで歌おう 

みんなで踊ろう 

 

誕生日おめでとう！ 

大切な命が生まれた日 誕生日 

かけがえのない命 一つしかない命 大切な命 

誰もが役割を持って生まれてきた 大切な命 

みんなで祝おう 

 

誕生日おめでとう！ 

還暦を祝おう 古希を祝おう 米寿を祝おう 

長寿を祝おう 特別な誕生日を祝おう  

みんなの笑顔が元気のみなもと 

大切な命が生まれた日 誕生日 

みんなで祝おう 

 

Ｈａｐｐｙ Ｈａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ！  
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No.20  朝 

小田切佳仁 

 

いつもと変わらない朝 

コーヒーのかおり 

庭に咲く花が風にゆれている 

聴こえてくる無邪気な笑い声 

水面に浮かぶ鳥たちは 

離れないように波を揺らす 

雲の隙間から差し込む光の道 

やけにまぶしくて手をかざす 

大切な人の温もり 

別れの朝 

 

 

 

No.21  いのちは何色 

小田切佳仁 

 

いのちは何色？ 

ピンク サーモンピンク 赤 緑  

スカイブルー ディープブルー  

虹色 透明、、、いろいろいろいろ 

 

いのちの形は？ 

ハート まんまる トゲトゲ 三角 ぐるぐる 

うんち、、、いろいろいろいろ 

 

いのちの音は？ 

ジンジン うきうき きゅんきゅん ワクワク しくしく ドキドキ キラキラ  

おぎゃ～、、、ロックンロール 

 

いのちは不思議 いのちは不思議  

いのちはどこからくるの？ 

いのちってなんだろう？  
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No.2２  春夏秋冬の自然物語 

小田切颯也

春が来た 

桃や桜の花びらがゆらゆらゆれて 

みんなでお花見 

花びらが少しづつ落ちて 

そしたら桜や梅は枯れてゆく。 

寂しいけど、それは次の春を迎えるためだから 

ちょっとうれしい。 

 

夏がきた 

辺りは暑くなり 

みんなは海に入る。 

ゴーグルをした人も多くいるだろう 

そして海の中に入る。 

海の中はサンゴ礁や魚がいっぱいだ。 

ときどき釣りもする。 

終わったら魚の写真を見せる。 

みんな驚くだろう。 

 

秋がきた 

銀杏や楓が色とりどりでおもしろいね 

どんぐり拾いをしたり、 

落ち葉でお洋服を作ったね。 

時々松ぼっくりとか、栗のトゲトゲを発見する。 

山は黄色と赤色で染まっていたね。 

 

冬がきた 

雪も降るだろう 

雪だるまやかまくらを作ったり、 

ちょっと難しい滑り台を作る。 

そして、グチャグチャにして、集めて、 

大きい雪だるをつくる。 

とてもすごいと、作った自分自身でも驚いた。 

宇宙にアイラブユー  
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No.2３  まるまって、ころがって 

あさとよしや 

 

みんなまるまるまるまって 

おおきなまるにまとまって 

おとこもおんなもなくなって 

こどももおとなもなくなって 

いぬもねこもみんなまとまって 

それからただわらえばいい 

ただわらえばいいんだよ 

みんなで まるくまとまろう 

 

 

みんなまるまるまるまって 

さらにおおきくまとまって 

どこまでもころころころがって 

つらいこともいやなことも 

ぜんぶぜんぶのみこんで 

ころころころころころがって 

それからただわらえばいいんだよ 

みんなで ずっところがろう 

 

いつまでまるまるつもりなの 

どこまでころがりつづけるの 

わからないよ そんなこと 

ただまるまって 

ころがりつづけて 

そしてわらいつづけよう 

 

ただまるまって 

ころがりつづけて 

そしてわらいつづけよう  
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No.2４  春のお散歩 

Etsuko Shibata 

 

4 月初めのお昼すぎ 

桜がきれいな季節 

雲ひとつない青空も気持ちいい 

さぁお散歩に出かけよう 

 

満開の桜が 

枝を大きく広げて迎えてくれる 

 

わたしが住んでいる小さな町の桜の季節 

すこしのんびりやってくる 

 

花を咲かせる前のまんまるのつぼみ 

木の枝に、ぽん、ぽん、ぽん 

かわいくて好き 

 

カラフルな春がやってきた 

心を楽に、今を楽しもうよ  
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No.2５  それでも希望はある 

Etsuko Shibata 

 

我慢や自粛の時代 

 

辛いこともある 

 

悩むこともある 

 

さみしいこともある 

 

うまくいかないこともある 

 

それでもね 

 

素敵な出会いがある 

 

声をかけてくれる人がいる 

 

続いていることがある 

 

始まることがある 

 

ゆっくり、ゆっくり、ゆっくり 

 

誰ひとり大切なひとり 

希望にあふれたひとり  
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No.2６  てのひら 

曽根攻 

 

1． 

「痛いの、痛いの、飛んでけ」 

あたたかなてのひらがそっと傷あとを包み込んでいく 

 

「大丈夫、大丈夫だからね」 

やわらかなハンカチがぼくの涙をぬぐい去っていく 

 

耐えがたい冬の寒さも 

先の見えない嵐の夜も 

永遠に続きはしないから 

 

空には虹がかすんで見える 

どこからか 

よろこびの歌がきこえる 

悲しみにおおわれた心が 

今なないろに染まっていく 

 

 

2． 

「きっと、きっと、うまくいく」 

あなたのほほえみが勇気と希望を与えてくれる 

 

「必ず、必ずや、たどり着く」 

 

差し出したてのひらでぼくの未来をつかみ取るのさ 

 

おだやかな春の陽射しも 

満ち足りた栄光の日々も 

いつかは必ず終わるから 

 

空には星がきらきら光る 

どこからか 

勝利の歌がきこえる 
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歓喜に沸き立った一日が 

今しずかに終わっていく 

 

 

節くれだったてのひらを 

白魚のようなてのひらを 

青くはりつめたてのひらを 

もみじのようなてのひらを 

それぞれがまなざしの先へと差し伸べる 

 

燃えたぎる心で 

熱いこのてのひらで 

ぼくらはこれから 

夢の扉を叩いてみるんだ 
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No.2７  繋いだ手 

高橋詩織 

 

君の手は小さくて 

守る幸せ噛みしめる 

 

つなぐ手のひらから感じる体温は 

紛れもなく生きている証（あかし） 

 

君の手は頼りなく 

離したら何処（どこ）かへいきそうで 

 

つなぐ手のひらから伝わる鼓動は 

絶対の信頼の証（あかし） 

 

幼き頃、手を引かれ歩いた道を 

今は私が手を引いて 

 

幼き頃、夢の中で聴いた子守唄 

今は私が歌い継ぎ 

 

繋いだ手…幸せの時間… 

ありがとう…ありがとう… 

君の手が大きくなって 

護（まも）りたいものができた時 

 

つないだ手のひらから伝わる体温は 

紛れもない愛の証（あかし） 

 

君の手のひらには 

無限の可能性がつまっている 

 

つなぐ手のひらから伝わる鼓動は 

揺るぎない希望の証（あかし） 

君の目の前に広がる道は 

君だけのマイウェイ 
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君の耳に感じる音は 

君だけのオリジナルメロディ 

 

繋いだ手…希望に満ちた未来… 

ありがとう…ありがとう…
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No.28  いのちのおはなし 

すずらん 

 

目が見えなかったり 

耳が聞こえなかったり 

手や足がなかったり 

一人ずつちがういのちのかたち 

 

それは 

一人にひとつしかないいのち 

たったひとつだけのいのち 

 

おもちゃは壊れたら 

新しいものをかってもらえるけれど 

いのちは 

買ってもらうことも 

あげることも 

もらうこともできない 

ひとつしかないいのち 

 

世界中を探しても 

どんなにたくさんのお金があっても 

サンタさんにお願いしても 

もらうことも 

あげることもできない 

ひとつしかないいのち 

 

ひとつしかないいのちだから 

いのちのかたちもひとつだけ 

同じものはどこにもない 

 

一人ずつちがういのちのかたち 

いのちのかたちは一人ずつ違うけれど 

いのちが終わる時 

それはみんなに同じようにやってくる 
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花が枯れるように 

秋になって葉っぱが落ちていくように 

いのちが終わる時は 

同じようにやってくる 

 

いのちが終わる時 

人はまるで 

眠っているように見えるけれど 

その人はもう二度と起きることはない 

それがいのちのおわり 

 

いのちのはじまりはどこからで 

いのちのおわりはどこだろう 

それは誰にも分からないけれど 

きっと 

お星さまがおりてきて 

お母さんのお腹の中で 

ゆっくり ゆっくり 

自分のいのちのかたちを探している 

 

そして 

いのちが終わる時 

赤ちゃんからその時まで 

作ってきたいのちのかたちを 

ゆっくり ゆっくり 

まんまるにして 

またお空にのぼって 

お星さまになる 

 

だけど 

一度お星さまになったいのちは 

例え神様でも 

サンタさんでも 

同じかたちにはできない 
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宇宙船で 

お月様に行っても 

太陽に行っても 

同じものは見つからない 

 

一人にいっこだけのいのちのかたち 

一人にいっこだけのひとつしかないいのち 
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No.29  さようなら さようなら 

常田恵野 

 

車の中で うずくまってた 

小さな 白い 花束を 

にぎって にぎって 

にぎりしめた 

 

小さく「いやだ」と言った 

みんな すごく 泣いてた 

私 100倍泣いた 

 

今でも 白い花を 見ると 

思い出す 

 

さようなら さようなら 

みんな小さく手をふってて 

しゃくり上げた 

 

悲しくて 涙があふれた 

いつもみんなが 

いてくれたから 

一人の 私がいた 

 

友達みんなで さけんでた 

「ありがとう」 

言いたいのは こっちだった 

みんなの 「さようなら」と 

「ありがとう」がクロスして 

がんばってって きこえた 

 

かなしい 

「お別れの日」  
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No.30  やさしい気持ち 

清水仁美 

 

君が笑うと 

元気もらえる 

君が泣いていると 

ちょっと心△になる 

どんなに辛いときでも 

君がいると 

笑顔でいようと思えるから 

 

そばで見守れる幸せを噛みしめながら 

やさしい気持ちで満たされていく 

 

小さな希望たち 

君たちの未来が 

いつも暖かい光で照らされていますように 

それぞれの未来を輝いていられますように 

 

君が楽しいと 

ほんわかするよ 

君が嫌な時は 

嫌な気持ちになる 

どんなに苦しいときも 

君がいると 

がんばろうって思えるから 

 

そばで見守れる幸せを噛みしめながら 

やさしい気持ちで満たされていく 

 

小さな希望たち 

君たちの未来が 

 

いつも暖かい光で照らされていますように 

それぞれの未来を輝いていられますように 
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大きくなって離れていっても 

ずっとずっと見守らせて 

 

小さな希望たち 

君たちの未来が 

いつも暖かい光で照らされていますように 

それぞれの未来を輝いていられますように 
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No.31  ありがとう 

清水仁美 

 

あなたがくれたものの大きさを 

ちょっと呆れた今 

痛感している 

まだまだ返しきれてないけど 

変わっていく私を見ていては 

あなたが強さや敬う気持ちをくれたから 

人とつながる楽しさを知った 

失敗しても歩き出せる力をくれたから 

 

ありがとう 

恥ずかしくて 

なかなか言えないけど 

今なら素直に言えるよ 

ありがとう 

あなたに伝えたくて 

 

あなたと過ごした日々は 

生きる知を与えてくれている 

 

まだまだ返しきれてないけど 

変わっていく私を見ていては 

あなたが強さや敬う気持ちをくれたから 

人とつながる楽しさを知った 

失敗しても歩き出せる力をくれたから 

 

ありがとう 

恥ずかしくて 

なかなか言えないけど 

今なら素直に言えるよ 

ありがとう 

あなたに伝えたくて  
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No.32  New face 

清水仁美 

 

New face 

些細なことで新たな関わりがスタートしていく 

不安な気持ちもある 

この出会いで新しい自分に気がつけるかもしれないね 

そんなこと考えたら 

嫌じゃなくなるのかな 

 

New face 

どんな人に出会えるだろう 

どんな一歩踏み出せるだろう 

それを楽しむ余裕を持っていたいよ 

いつも 

考えて不安になるのは簡単さ 

それを超えたとき 

どんな自分に出会えるだろう 

 

生きていくということは出会いの繰り返しで 

いろいろ形は違えど増えていく 

怖さはあるけど何か変われたらはなまるさ 

 

New face 

どんな人に出会えるだろう 

どんな一歩踏み出せるだろう 

それを楽しむ余裕を持っていたいよ 

いつも 

考えて不安になるのは簡単さ 

それを超えたとき 

どんな自分に出会えるだろう  
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No.33  希望 

魔法使い見習い 

 

私にいつか子供ができて 

名前をつけるとするならば 

希望という名にしようと 

そう決めていたのです 

希望と書いてのぞみとよむの 

きっとその命は 

私の生きる希望だから 

 

あなたは希望 

あなたは希望 

 

私の生きる希望たちは 

みんなお空の上にいて 

この世界にいたことは 

私だけが知っている 

腕に抱けなくても 

声が聞けなくても 

私が生きている限り 

 

あなたは希望 

あなたは希望 

 

私も母の希望であろうと 

そんな風に思っていたの 

うまくいかないことばかり 

なんのために生まれたのか 

方々探しているのですが 

いまだによく分からないて 

生きる意味をしりたくて 

 

せめて 

目の前にいるあなたに 

伝えて行きたいのです 
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あなたは希望 

あなたは希望 

 

私には誰かの希望に 

なれる日がくるかしら 

そんな風におもう私の前に 

奇跡みたいな出会いが 

手を差し伸べてくれるのです 

魂がふるえるような出会い 

生きる意味をそこにみるのです 

 

だから 

目の前にいるあなたに 

伝えて行きたいのです 

 

あなたは希望 

あなたは希望 
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No.34  ♪らららのぼく 

上矢由美 

 

あのね 

おしえてほしいことがあるんだよ 

ぼくはそんなにダメなのかな？ 

ぼくはぼくのことがすきで 

ごきげんでいるのだけれど 

どうやらダメなぼくらしい 

こまらせちゃったかな ごめんね 

おこらせちゃったかな ゆるしてね 

きづけないぼく 

だからおねがい おしえておくれ 

いいよ！いいね！になる方法 

そしたら みんなのニコリがふえるかな^^ 

   

あのね 

たすけてほしいときがあるんだよ 

ぼくはいっしょうけんめいで 

たのしくてしかたがないのだけれど 

どうやら できないぼくらしい 

イライラさせちゃったかな  

ごめんね 

かなしませちゃったかな 

ゆるしてね 

できることをふやしたいぼく 

だからおねがいたすけておくれ 

チカラをかしてほしいのさ 

そしたらラララと手をつなげるかな 

 

みんなのえがおをけしちゃうぼく 

みんながだいすきだから 

だんだんくるしくなっちゃって 

わらっちゃいけないきもしてね 

あぁどうしていいかもわからない 

ぼくをすきなはずのぼくも 
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だんだんきえてしまいそうなんだ 

 

だから おしえてほしいのさ 

たすけてほしいのさ 

 

ぼくのことすきじゃなくていいよ 

ぼくがみんなをすきだから 

ただいっしょにいたくてさ 

だから  

おしえて たすけてほしいのさ 

 

ぼくのことすきなぼくをなくしたくなくて 

ぼくもみんなもだいじにしたいのさ 

だから  

おしえてたすけてほしいのさ 

 

あのね 

つたえたいことがあるんだよ 

ぼくのこと 

たすけてくれてありがとう 

おしえてくれてありがとう 

いっしょにいてくれてありがとう 

ぼくはぼくがだいすきで 

ほくはみんなもだいすきで 

どうやら ニコニコのぼくなのさ 

ららら らららのぼくなのさ 

らららのごきげんぼくなのさ 

 

ららららららと手をつなごう 

ららららららと生きていこう 

ららららららと生きてたい  
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No.35  時と共に 

フラミンゴ恵子 

 

涙を流すことはいいことなんだよ 

我慢しなくてもいいし 

一人で泣かなくてもいいし 

心を込めて泣くといいさ 

心を込めて泣くなんて 

なんだろうって思うけど 

そういうことが大切なんだよ 

精一杯泣いて 

また次にチャレンジ♡ 

それが今の自分に 

大切なんだろうなー 

泣いたら 

強くなってるよね 

強くなるって優しくなるってことだよね 

 

強くなるって独りよがりになることではないんだ 

 

優しく時を待って 

流れに任す 

 

流れに乗って生きていこう♡  
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No.36  季節 

藤谷陽子 

 

春のお花はまあるいピンク 

夏のひかりは三角黄色 

秋のそよ風四角いみどり 

冬のこおりは銀の菱形 

 

 

 

 

No.37  穏やかな朝 

なが山房子 

 

ゆらりゆらりゆりかご 

聴こえてくる山の音(ね) 

風にわたる雲にのせて 

ここにいるよともだち 

 

めぐるめぐる思い出 

小さな花をつんだね 

春のかぜも空のいろも 

てのひらのしあわせ 

 

あるけあるけくじけず 

たちどまってみあげる 

ひろいひろいそらのはてに 

にじのてがみおくるよ  
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No.38  さぁ！未来へ 

坂本和輝 

 

頑張ってるね 

みんな頑張ってるね 

我慢ばかりの毎日を 

頑張ってるね 

みんな頑張ってるね 

いいことばかりじゃないけれど 

さぁ！ 美味しいものを食べよう 

さぁ！ 好きなテレビを見よう 

いい夢みたら 最高の１日 

 

カッコいいね 

みんなカッコいいね 

頼もしいその笑顔 

カッコいいね 

みんなカッコいいね 

笑えば元気がやってくる 

さぁ！ 上を向いてみよう 

さぁ！ みんなで歩き出そう 

歩き出した先には 楽しい未来  
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No.39  大好き！ロックンロール 

坂本和輝 

 

ロックンロール 

僕が大好きなロックンロール 

ロックンロール 

ロックンロールを歌うと楽しくなるよ 

ロックンロールを聴くと元気になるよ 

ラララ みんなで盛り上がろう 

 

ユーチューブ 

僕の大好きなユーチューブ 

ユーチューブで動画みるとワクワクするね 

ユーチューブで音楽聴くとウキウキするね 

ラララ みんなで気分転換しよう 

 

イェーイ シャララララララ シャラララ ララ 

イェーイ シャララララララ シャラララ ララ 

僕の大好きな ロックンロールとユーチューブ  
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No.40  I&U 

秋和さとる 

 

生まれてくることを 辞退すればよかった 

楽しい日々など ないと思っていた 

「キレイね」と言われる 桜の花のように 

たくさんある花のうちの単なる 1 つだと 思っていた 

 

だけどそんな私を 見つけてくれる人がいた 

たくさんの素晴らしい花が咲いている中で 

レンズを向けてくれる人がいた 

私は何もできない ただ風に流されるだけ 

それでもスポットライトが当たったことが 

ただ嬉しかった 

 

楽しくなくてもいい 

ただ平和であってほしい 

あなたが今日も 

幸せでありますように 

 

世界のどこかで あなたのために 

見知らぬ誰かが 祈っている 

世界のどこかで あなたのことを 

きっと誰かが 愛している 

 

あなたの目に映る空が 

明日も美しいものでありますように 

あなたの目に映る景色が 

明日も素晴らしいものでありますように
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No.41  非言語コミュニケーション 

月 

 

僕の頭の中はいつだって 

ボリュームを上げ過ぎた J-POP のように 

煩くてかなわないんだ 

それなのに誰かに伝えようとすると 

熱に浮かされた子供みたいに 

何も言葉が思い浮かばなくなるから困る 

上手く言えないのは 

簡単な言葉にしたくないから 

つっかえてしまうのは 

嫌われたくないと伝えたいが 

ごっちゃになってしまうから 

僕は正しい比喩とか表現ができないけど 

その分ストレートに伝えてもいいかな 

 

僕の頭はあーじゃないかこーじゃないか 

やかましいくせに 

僕が何か質問すると 

途端に黙り込むポンコツだ 

ポンコツだけど 

それでよかったと思う 

答えるのに間があるのは 

それだけ真剣に考えてるから 

頭の中が常にうるさいのは 

いつ僕が聞いてもすぐ答えられるように 

準備してくれてるから 

僕の頭はお世辞にも良いとは言えないけど 

とても努力家でとても優しいから 

変わってほしいなんて思わない  



47 

 

No.42  コロナ 

佐野久美子 

 

コロナのなかでみんながんばっている 

コロナのなかでみんなに会えない日が続く 

今をのりきればみんなで笑える日が来るね 

今はなれていてもみんなはつながっているよ 

心情 自分のきもち きっとあえるから 

 

コロナのなかでみんながまんをしているんだ 

今できるたのしみを見つけてみよう 

きぼうの光はかならずいつか見えるから 

今は無理なこともいつかかならずできるから 

心情 自分の力 心情 みらいのゆめを 

みんなおなじこと考えているよ 

 

 

 

 

No.43  コーヒー 

佐野久美子 

 

コーヒー コーヒー 私の大好きコーヒー 

コーヒーのんでしあわせになる 

コーヒー コーヒー 私の大好きコーヒー 

コーヒーつめたくておいしいね 

あつい日にコップにコーヒーを入れてのむとしあわせになる 

つかれたらコーヒーのんで元気になる 

コーヒー コーヒー冷たく冷やしてのみたいな 

コーヒーのむと笑顔になる 

コーヒー コーヒー毎日のんでる  
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No.44  大切な場所 

佐野久美子 

 

わらいあえる仲間がいて 

今日もはじまるすてきな一日 

みんなちがうけれど ここにいればみんなに会える 

大切な場所が一つふえたよ 

みんなの笑顔すてきなスマイル 

 

ひだまりの下 仲間と語り合おう 

すてきなスマイル一つふえたね 

やさしい仲間にかこまれて 私は大切な場所にいる 

ここからパワーを届けたい 

みんなと力を合わせて作ろうよ 大切な居場所 

ここからはじまる新しい未来が見えてくる 

光の先に希望があふれるだろう 

 

 

 

No.45  １年生 

佐野久美子 

 

１年生 １年生 今日からみんなは１年生 

桜の下で写真をとってニコニコ笑顔があふれてる 

ともだちたくさん笑顔もふえるね 

１年生 １年生 黄色いぼうしはにあうかな 

ランドセルはにあうかな 

 

１年生 １年生 ピカピカ笑顔もすてきだよ 

学校は楽しいかな 

ウキウキの気持ちと不安ミックスだね 
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No.46  スマイル 

佐野久美子 

 

朝の光を受けて今日も一日はじまる 

笑顔あふれる仲間とともに今日もスマイル 

小さな笑顔は笑顔の種 

みんなで育てて大きなスマイル 

一つ一つの笑顔は大きなスマイル 

 

なかまとともに語りあおうよ 

どんな小さなことでも一緒に笑いあおうよ 

みんな一人ではないから 

困っていたらスマイルで助けてあげよう 

あなたは一人ではないから 

ゆっくりでいいよ 一緒にあゆむ道のり 

遠くでもほら スマイル  

すてきな言葉だね 

それはね スマイル  

みんなの力は大きな力となるよ 

ほらスマイルしてみよう 

みんなの笑顔はすてきなスマイルだね 

 


