
    

学びの場.com http://www.manabinoba.com/ 
                                      1/29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

子どもたちのみている世界 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学びの場.com特派員 
森川千鶴 

 
2006年 3月 

 
  
 
 



    

学びの場.com http://www.manabinoba.com/ 
                                      2/29 

 
子どもたちのみている世界 
 
子どもを持つ親にとって、少年非行や事件へ巻き込まれることへの不安の大きい昨今。現代を生

きる子どもたちは、毎日の生活において何を見、自分の生きている社会をどうとらえているのだ

ろうか？ 子どもたちの成長にともなう親達の不安を彼らはどう感じ取っているのだろうか？ 
彼らの生活感覚を知るために、首都圏郊外新興住宅地に住む任意の小学５年生、中学２年生の各

５名に対し、ひとりひとりと向かい合いながら話を聴いた。 
 
● 対象：首都圏郊外新興住宅地に住む小学５年、中学２年生の各５名 

14 才は、義務教育を終えようとしている基礎的な学力を修得しつつあり、身体的・心理的に
自分と他をわけて考えることができるようになる年齢で、心身の変化にともなう自意識の発達の

プロセスにある時期で身体的に第二次性徴期にかかっている年齢でもある。 
一方、10才を境に他者と自分の違いというものの意識が芽生え、13才前後にその葛藤による
いろんな変化が起こるといわれている。これらのことから、今回の対象年齢を設定し、この年代

における心身の発達やひとりひとりが置かれている環境を推察するために、個別のヒアリング調

査を実施した。 
今回のヒアリングでは、親の承諾が得られることを対象者の条件とした。 

 
● 時期：2005年 2月 25日～5月 6日 
● 手法：近隣の公共施設・ミーティングルーム、自宅での対面インタビュー。 
     平日の放課後、もしくは週末の空き時間で一人当たり 1.5時間～2時間程度。 
●項目：次の項目について、感じていることや実際の行動について尋ねる。 
    具体的な質問は、後述。 
    聴き方は、ヒアリング当日のそれぞれのこどもの様子に応じて変えている。 
・ 学校（勉強、先生）、友だち 
・ 家・家族（親、親以外の家族、食事、生活）、地域（遊び場や人とのかかわり） 
・ 心とからだ（自分自身の変化） 
将来・ゆめ（今大事にしてること、習っていること） 
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●子どもたちに尋ねたこと 
１． 朝起きて寝るまでの一日の時間の使い方を教えてください。 
２． いちばん好きな時間、きらいな時間は？ 
３． ひとりでいる時ってある？何をしてるの？ 
４． 今、夢中になっていることはある？ 
５． 嫌なこと、恐い思いをしたことってある？ 
６． うざいときってどういう時？ 
７． 好きな場所はある？ 
８． 行ってみたいところは？ 
９． あこがれの存在っている？ 
１０． 学校以外に友だちはいる？ 
１１． 親や先生と話をしてる？ 
１２． 親や先生にいいたいことは言える？自分の気持ちを話せる？ 
１３． 親や先生にどういう時に怒られるの？ 
１４． うそをつくことはある？ 
１５． 親や先生以外に、話ができる大人っている？ 
１６． 仲のいい子は決まってる？ 
１７． テレビや新聞のニュースは見てる？ 
１８． おこづかいはもらってる？ 
１９． 塾には行ってる？ 
２０． ゲームはやる？ 
２１． ケータイ持ってる？ 
２２． 苦手なことってある？ 
２３． その他 
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●本レポートの構成 
１．子どもたちの話 

 できるだけ子どもの話しことばと、話の流れを忠実に再現した。 
 聞き手側の言葉の記述を省くことでアンケート結果的な記述を避け、報告を目にする

側が読み物としてひとりひとりのこどもの違いにふれやすいようにした。 
 また年度の切りかわりの時期であったことから、年齢別にではなく、インタビューし

た日付順に、10 人の子どもの話を整理している。取材対象者および文中に登場する人
物の名前はすべて仮名としている。また、個人が特定されることを避けるため、会話の

中に出てくる商店名、状況などは差し支えのない範囲で加工した。 
 
２．子どもの言葉から動かされたこと、気になったこと 

 子どもの言葉から、聞き手が気になった視点を掘り起こした。 
 また発せられた言葉だけでなく、表情や雰囲気から伝わってきたことを聞き手として

感じたことからも加味していった。 
 
３．ヒアリングを経ての考察 

 子どもたちへのヒアリングから得た共通する気付きや、今後さらに深めたいと思われ

た視点について、考察する。 
 学びの場.comでは、2005年 1～２月にかけてサイト上で「親たちの子育て不安アン
ケート（参照：http://www.manabinoba.com/index.cfm/4,6360,172,html?year=2006）」
が実施された。子どもたちが感じている生活実感について、その結果も踏まえた考察を

言及する。  
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１．子どもたちの話 
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 児玉智也くん（仮名）  小学 5年（インタビュー：2005.2.25,3.23） 

 
 僕はいつも 7 時から 7 時 30 ころ起きます。ごはんを食べて学校に行くとふつうにしてる。5
分休みは友だちと話したり、絵を描いたりして遊んでいます。20 分休みは、雨が降っていても
気分次第で外に行くこともあるけど、絵を描いたりしています。 
 学校が終わったら、友だちと話しながら帰ります。家に帰ったら、明日の学校の準備をして、

お母さんにプリントを渡して、宿題にかかります。それから予習・復習をしたら、テレビをみた

り、１歳になる妹の世話をしたりします。夜ごはんを食べたあと、テレビをみてお風呂に入りま

す。早い時は８時頃、遅い時は 9時半ころ寝ます。今はやってないけど、去年までスイミングを
やってた。毎週金曜日、バスが家の近くまできてくれて、一時間くらい泳いでた。全員 12 級か
らはじめて、2 ヶ月に一回のテストで A 級まで昇級します。僕は A 級 4 種目までいったのでも
うやめました。今は、通信添削をやってます。毎回出せてるかは微妙かも。絵を描くことが好き。

幼稚園の時から自分で描いていた。今は、工作用紙でカードを作ってます。ゲームとかテレビの

キャラクターとか、自分で考えたキャラクターとかを描いて、友だちと交換したりしてる。 
 
 好きな時間は、本を読んでる時が好き。ドリトル先生やハリー・ポッターのシリーズをよく読

みます。ハリー・ポッターは 5回くり返して読んだ。それから、友だちとカードで遊んでるとき
がいい。成功したときが好き。絵がうまく描けたときとか。10才違いの妹の世話をしてるとき。
おばあちゃんのうちの本棚が好き。歴史の本とか、まんがで解説がしてあるのを読むのが好き。

テストも好き。 
 
 一人でいるときは、日記を書いてる。自由勉強で始めたのがきっかけだけど。 
 
 今夢中になっていることは、カードづくり。 
 
 将来の夢は、宇宙に行って、地球を見てみたい。絵を描くことが好きだから、デザイナーとか

になりたい。 
 
 「うざい」って言葉は、先生に、絶対言ってはいけない言葉だっていわれていて、絶対言いま

せん。 
 
 行ってみたいところは、宇宙とか海外とか。日本とどんなことが違うか知りたい。 
 
 好きな場所は、自然があるところ。公園の芝生、運動ができるところ。ひだまり公園が好きで

す。 
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 あこがれの存在は、具体的にはいないけど、宇宙センターでロケットを打ち上げる人はすごい

と思う。 
 
 学校以外の友だちは特にいません。 
 
 親や先生以外に、話ができる大人は、親戚の人とかかな。 
 
 中学受験はしない。 
 
 買い物とかは、親としかいかない。 
 
 授業以外では、委員会のとき先生と話します。集会委員をやってます。木曜の朝、全校集会が

あるんですけど、そこでやることを考えたり準備したりします。 
 
 先生とはいろいろ話をするほう。友だちが嫌がることをいいつけたりはしないけど。 
 
 嘘をつくのは、家に帰る時間に遅れたとき、遠くで遊んでたから時間がかかったとかいうこと

がある。それから、宿題を朝やるつもりで忘れたときとか、勉強で時間がなくてとか言う。 
 親に怒られるのは、約束を守れなかったとき、やってないのにやったとか言ったとき。 
 
 仲のいい子は決まっている。家が近いといっぱい遊べるから。 
 
 テレビのニュースは、お母さんがつけてるとき、一緒に見る。 
 月曜 8時から 1チャンネルで「地球不思議大自然」という番組があるけど、4年の時にお母さ
んに勧められてからずっと一緒に見てます。 
 
 お小遣いは、お手伝いをしてやったことをお母さんに報告してカレンダーにはんこを押しても

らって、一回 10円で計算してもらってる。テストで 100点とったらプラスで、約束をやぶった
らマイナスということになってる。使い道は、遠足のおかしとゲームの攻略本です。 
 
 ゲームは小型のゲームボーイアドバンスをもってる。やることをやって、日記を書いて、お母

さんにみせたら 6時から 30分だけやっていいことになってる。 
 
 苦手なのは鉄棒と図工。絵を書くのは好きなんだけど、絵の具がうまくまざらない。得意なの

は、発言、読書、国語、理科です。 



    

学びの場.com http://www.manabinoba.com/ 
                                      8/29 

 浅野初美さん（仮名）  小学 5年（インタビュー：2005.2.25,3.23） 

 
 6時半に起きて、ごはんを食べて 7時半に家を出て、コーラスの練習に出ます。5分休みは、
走り回ってる。20 分休みは友だちと鬼ごっこをしてます。体を動かすことが好き。今、学校の
校庭を 300周走ることにチャレンジしてて、一日 10周は走ってる。帰る時は友だちと一緒に帰
ってます。まず明日の準備をして、学校の手紙をお母さんに渡して、宿題をやります。それから

友だちと遊んだり、習いごとに行ったりします。帰ってきたら通信添削をやって、夜ごはんを食

べて、お風呂に入って、9時までに寝ます。コーラスの練習はとても厳しくて、恐いときもある。
コンクールには、オーディションを受けて合格したら出られることになってます。 
 
 一日の中では、学校から帰る時間が好き。友だちと遊びながら帰るときが好きです。 
 
 習い事は、テニスとピアノとコーラスと英語をやってます。将来は、テニスのことならなんで

もいいから、テニス関係の仕事をしたい。 
 
 「うざい」という言葉は、使いません。先生に言ってはいけない言葉だと言われているから。 
 
 いつか行ってみたいのは、海外のディズニーランド。 
 
 好きな場所は、種子島のおばあちゃんち。 
 
 あこがれているのは、シャラポワ選手。動きがかっこいいから。 
 
 学校以外の友だちは、います。テニスとか、習い事の友だち。 
 
 話ができる大人は、習い事のひとたちと友だちのおかあさん。それから種子島の親戚。 
 
 中学受験は、しません。 
 
 買い物には、家の人としかいきません。 
 
 学校の先生とは、友達と一緒に話したりする。花粉症なんで、20 分休みに外に出れないとき
なんか話してる。 
 親とは、言いたいことを言い合うほうだと思う。ためてしまうとすっきりしないから、がまん

しない。 
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 怒られたことはあんまりないけど、妹と喧嘩したときにたしなめられたりする。うそをついた

ことはない。あ、友だちに、その子が好きな芸能人に会ったことがあるとか言ったことはあるけ

ど。それくらい。 
 
 仲のいい子は決まってる。クラスが一緒の子。すごく仲良くしてるときもあるけど、たいてい

みんなと遊んでる。 
 
 新聞は見ないけど、テレビのニュースは、朝支度してるときに見てる。最近、地震がよくある

から気になる。 
 
 お小遣いは毎月 500円。妹の誕生日プレゼントとか、友だちとのプレゼント交換に使ったりす
る。 
 
 ゲームは、プレステやキューブで、友だちを家に呼んだり、持っていったりして遊ぶけど、一

日に１時間くらいって、自分で決めてる。 
 携帯は持ってる。帰りが遅くなる時にお母さんと連絡をとりあってる。 
 
 苦手なのは、社会。覚えるのがいや。得意なのは算数。漢字テストは一学期からずっと 100
点！ 
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森田美咲さん（仮名）  小学 5年（インタビュー：2005.2.25,3.23） 

 
 朝は、6時 40分に起きて、7時 35分に家を出て、コーラスの練習に行きます。朝礼や集会が
あったり、朝自習のプリントをやったりします。5分休みは授業のまとめとか次の授業の準備を
しています。20 分休みは委員会の活動や係の仕事をしています。帰りは決まった友だちと帰っ
ています。家に帰ったら、お母さんにプリントを出して、明日の準備をします。ピアノの練習を

した後、宿題をして、通信添削のドリルをやります。他に英語のレッスンとか文庫（地域の図書

室）に出かけたりします。 
 夕方はお風呂に入って御飯を食べて、寝るまでに時間があったらチャレンジ（通信添削：編集

者注）をやったりテレビをみたりして、9時ぐらいに寝ます。 
 コーラスは 4年生以上、月曜から金曜の朝と土曜日は 9時から 12時まで、コンクールの前は
8時から毎日練習がある。指導は学校の音楽の先生だけど、習い事としてやってくださいってい
われてる。厳しいから 6年になったら続けるかどうかわからない。委員会は、飼育委員をしてる
けど、本当は代表委員をやりたかった。前期にやったから後期はなれなかったけど…。委員会は

好き。特別なことや発表したりするのが好きだから。 
 
 一日の中で好きな時間は、友だちと遊んでるときが好き。鬼ごっこをしたり、縄跳びで誰が長

く飛べるかやったり、ポコペンをしたり。本を読むのも好き。ハリー・ポッターはくり返し読ん

だ。夏休みにおばあちゃんちに行って、お父さんが小さいころ読んでた全集を読んだことがある。

それから、ピアノをうまく弾けてるときが好き。 
 
 嫌になるのは、失敗したとき。理科の実験で他の班と違った結果になったときとか、自分一人

だけだったとき。ドッジボールが嫌い。妹の友だちの面倒をみなくてはならないとき。妹と遊ば

なくてはいけないことはとても嫌。絵が上手じゃないから、人の絵を描くのが苦手。自画像も嫌。

いきなりの苦手な問題も嫌。テストの丸つけを人に覗かれるのが嫌。日記を見られるのも嫌。 
 
 一人のときにやってることは、4年生の時から先生に出すのとは別に、自分だけの日記を 5年
になってから毎日つけてる。ピアノとか宿題が終わってから、そのまま自分の部屋の机で書いて

る。 
 習ってるのは週に一回だけど、ピアノを弾くのが好き。前に練習していってほめられてから一

生懸命練習してる。 
 将来は音楽関係の仕事をしたいな。演奏や合奏が好き。 
 
 行ってみたいのは、ディズニーランド。 
 好きな場所は、寝転がってのびのびできるところ。 
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 あこがれているのは、習ってるピアノの先生。譜面を見るだけで間違えないで弾けるから。私

も上手になりたい。 
 
 学校以外ではピアノの友だちがいます。 
 
 先生や親以外で話ができる大人は、友だちのおかあさん。 
 学校の先生とは話さない。 
 お母さんとよく話すけど、言わないこともある。 
 お父さんは家にいないから話せない。 
 
 中学受験はしません。 
 
 買い物には一人ではいなかいし、行く時はお母さんと。 
 
 友だちとは、秘密を作ったりしてる。それは秘密。 
 学校の先生からは注意される事もあるけど、親からは、妹とケンカしたときにおこられる。あ

と、勉強をやらないで本を読んでたりするときに怒られる。 
すごく仲のいい子がいるけど、いつも遊ぶとはかぎらない。都合があうときに遊んでます。 
 
 「うざい」って、使ってはいけない言葉だから、言わない。 
 
 お小遣いは、毎月 500円。それは貯金してる。本は、親にお願いして買ってもらう時もある。 
 
 新聞はたまに見る。テレビのニュースは、朝起きた時についているから、みてる。 
 
 ゲームにはあまり興味がない。ケータイは持ってないです。 
 
 苦手なのは、絵を描くこと。算数は計算が面倒で難しい。わかるとうれしいけど、わからない

といやになる。 
 
 得意なのは作文。一年と二年のとき、先生から勧められて書いた読書感想文が賞に選ばれたと

きうれしかった。最近忙しくてあんまり書いてないけど、たまにお話を作ったりする。どんどん

頭の中にお話がうかんでくる。通信添削は、ちゃんとやれてなくて、ちょっと行き詰まってる…。 
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横井美奈子さん（仮名）  小学 5年（インタビュー：2005.3.7） 

 
 朝は 6 時から 7 時のあいだに起きるけど、学校に行くのは 8 時前後。休み時間は友だちと S
ケンをやったり、最近は雪合戦とかして遊んだりしてる。友だちの中でグループもあるけど、ク

ラスの女の子みんなで遊んでる。男の子はドッヂボールとか。給食は好き。残すのがいやだから

きれいに食べてる。理科が一番好き。算数も好き。 
 クラブ活動は、和太鼓クラブに入ってます。家に帰ったら、宿題をやったり、ごろごろしたり。

近所のクラスの子と遊んだりしてる。一年生の妹とは、入学したころはよく遊んであげたけど、

生意気だから最近は全然遊ばない。晩ごはんは 6時～7時くらい。9時前には眠くなくてもふと
んに入って、寝るかな。テレビは平日はあんまり見ないけど、金土日はよく見てる。アニメが多

い。ゲームは今はやってないです。 
 
 一日の中では、学校から帰ってきて遊ぶ時間が好き。公園で遊んだり、ボール遊びしたり。休

日の 3時が好き。おやつの時間だから。休みの日はよく食べてると思います。 
 
 私は朝起きたとき、とっても機嫌が悪いんで、早く目がさめても、学校に行くのはいつもぎり

ぎり。妹の方がいつも先に出かける。時間割は朝やってる。でも、遠足とか運動会の時は早く起

きるかも。 
 
 一人でいるときは、考えごととか、本を読んだりしてる。好きな本は「ダレンシャン」という

バンパイアの男の子の話。12 巻あるけど、図書館でもなかなか借りれなくて、今 9 巻。それか
ら他には毛糸や組み紐とかの手芸や工作をしたり、材料はお母さんが持ってるやつとか、一緒に

買いにいったりしたものを使って。それから百人一首を覚えたりしてるときもある。 
 
 習い事はバレエだけだけど、はまってる。先生や友だちが楽しいし、きれいな衣装が着れるか

ら。私は体が固い方だったけど、1月にバレエの発表会を見に行って、自分もがんばろうと思っ
たのね。それで毎晩ストレッチをやってる。2月の発表会は思ったより全然緊張しなかった。人
の顔が見えなかったからかな。このあいだ、和太鼓クラブの発表会もあったけど。中学校になっ

たら、科学部か音楽部に入りたい、それともスポーツがいいかな。 
 
 将来は、弁護士になりたい。難しそうだから、半分あきらめかけてるけど。学校の先生もいい

な。お医者さんにもあこがれたことがある。友だちとは将来のことはあまり話さない。ママと話

す。がんばってね、と言われてる。あ、お母さんからは、ママって言わないでおかあさんって呼

びなさいっていわれてるけど、つい言っちゃう。周りはみんなおかあさんって呼んでるけど。 
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 嫌だなと思うことは、家の手伝いをさぼっちゃったとき。妹とケンカしたとき。朝、機嫌が悪

い自分がいや。目は覚めてるけど、ぼーっとしてて、ぎりぎりでピンチ！になっちゃう。早く目

がさめて時間があるときは、ぼうっとして頭が回転しない。ぎりぎりで起きた時のほうが、早く

支度ができるのが不思議。こんなところ、直さないとなあ、と思う。妹はちょっとしたことでも

大袈裟にお返ししてきたり、言い付けたりするから嫌になるときがある。それから、友だちと自

分の意見が違う時も嫌になるけど、すぐ仲直りする。 
 
 いつも最後にお風呂に入るんだけど、電気を消した後のリビングが真っ暗でこわい。暗い時の

鏡がこわいなあ。 
 
 行ってみたいと思うのは、宇宙に興味がある。あと、食べ物が美味しそうだから、イタリアに

行ってみたい。テレビでみた京都。日本的な感じが好き。 
 
 好きな場所は、冬のこたつ。ふとん（冷たい時はいやだけど）。学校の理科室。置いてある物

が面白いから。実験道具とか、生き物が好き。 
 
 あこがれる人は具体的にはいないけど。なんでもスパスパしっかりできる人にあこがれます。 
 
 学校以外では、バレエの友だちがいるけど、一緒の学校の友だちがほとんどかなあ。 
 
 親や先生以外で話ができるのは、友だちのおかあさん。あとお医者さん。 
 
 中学受験はしない。6年になったら、中学になるまでにやりたい目標がある。できないことを
やれるようになりたい。学校のテストのミスをなくしたい。漢字を完璧にマスターしたい。 
 
 一人で近所のコンビニには買い物に行きます。駅前のスーパーにも行ったことがある。お小遣

いが下がったのがショック。1 月からお手伝いをしたら一回 10 円の給料制にして、 と自分で
提案したんだけど、たくさんお手伝いすれば増えると思ってたのに、そうはいかなかった。結局

500円もらってたのが、300円しかもらえなかった。2月は 100円。最低…。 
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吉沢雄介くん（仮名）  中学 2年（インタビュー：2005.3.20） 

 
 7：20～30 に起きて、朝ごはんを食べて、近所の同級生と待ち合わせて 8：15～20 に学校に
いきます。 
 朝の自由時間は友だちと話したりしてます。休み時間はトランプとか。中休みとか昼休みは、

サッカーとかしてます。 
 6時間のときは、3：10に終わって、サッカー部に部活に行きます。 
 月曜から金曜まで雨の日以外は毎日練習があります。 
 木曜日はサッカー部が校庭を全面使える日で、他の日は野球部と半分ずつ使ってます。 
5：30～6：00まで練習があって、夏は 6：30までだけど、家に帰って、家でごはんをたべてか
ら塾に行きます。2年になってから週 3回行ってます。行きはじめたのは 1年の夏からで、最初
は週 2回。塾の時間は、7：30から 9：40まで。学校で、塾へは行ってる子のほうが多いです。
家に 10時に帰ってきて、夜食を食べたりします。塾がないときは、テレビみたり宿題やったり
して、11時頃寝ます。テレビはよくみる方です。 
休みの日は、部活の試合があったり。友だちと遊んでます。買い物とか映画とか、運動したり。

自転車で隣町のドンキに行ったり。サッカー用品を買う時は、駅まで歩いて電車に乗って街まで

行きます。小遣いは１ヶ月 1500円。 
 
 １日の中で好きな時間は、部活をやってるとき。部員は 50人いるんですけど、クラブチーム
に行ってる子もいます。 
嫌いな時間は、特にありません。 
 
 母親が仕事から帰ってないとき一人になることはあるけど、その時はまんがを読んだり、テレ

ビをみてぼうっとしたりしてます。家のパソコンでネットをしたりするときもある。本を読むこ

ともあります。読むのは、雑誌とか自分の興味のある本で、サッカー雑誌とか、テレビでやって

る「ワンピース」とか「ナルト」とか。友だち同志でテレビの話はしません。 
 夢中になっているのは、サッカーです。高校を選ぶ時も、いい学校にいきたいけど、グランド

があってサッカーができるところがいいです。 
 将来は薬剤師とか。資格が有ればどこでもできる仕事だし。母親に勧められました。 
理科は実験があるから好きで、数学と英語と体育が好きです。国語が苦手…。 
 
 授業中うるさいやつがいるんで、それがうざいんですけど、先生によって態度が違う。 
 
 行きたい場所のことはあんまり考えたことがないです。 
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 CD レンタルは日本のヒップホップ系を聴いてます。リップスライムとかケミストリーとか。
携帯は持ってません。 
 
 あこがれは中村俊輔。サッカーはうまいし、人付き合いがよさそう。 
 
 学校以外の友だちは、塾の友だちと保育園の時の友だち。保育園の友だちともときどき会う。 
 
 話ができる大人は、塾の先生。頼りになります。 
 親とも話をするし、学校のことを話します。 
 仲の良い友だちが 5人いて、良く話をします。ゲームはあんまりやらない。 
 
 担任とも話すほうです。合唱祭で新１年を迎えるのに、リーダーをやってます。 
 
 新聞はあんまり見ない。ニュースはテレビで見ることが多いです。 
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竹内真紀さん（仮名）  中学 3年（インタビュー：2005.4.16） 

 
 朝はぁ、6：30に起きます。8時頃家を出て。学校までは 20分くらいかかります。 
 学校に着いたら、友だちと話をしたり、朝学活があって、一日の予定を確かめたり。お昼はお

弁当です。 
 3時から 4時のあいだに授業が終わって、部活のバレー部に行きます。7時に終わって家に帰
ります。 
 塾には行ってないです。家に帰ったら、晩ごはんをたべて、お風呂に入ります。宿題はそんな

にないです。テレビはドラマとかみてます。それから日頃学校で会ってる友だちと携帯でメール

をします。寝るのは 11～12時くらい。 
 
 夢中になってるのは、遊び。プリクラとかメールとか、雑誌。お金は、親に必要な時にもらい

ます。 
 
 一日の中で好きな時間は、部活から帰って寝るまでの時間。 
 
 休日は友だちと、買い物とかゲームセンターとかに行きます。 
 
 嫌いな時間は授業中。あと、部活のとき顧問の先生が来た瞬間。 
 
 一人で過ごすのは、部活のない水曜の午後。 
 
 行ってみたいのは、友だちと１泊ぐらいの旅行。ディズニーランドとか。 
 
 前はあんまり好きじゃなかったけど、進路を相談してから、信頼できる先生がいる。 
 
 学校以外の友だちは、幼なじみとか。 
 
 親とか先生以外で話ができる大人は、あんまりいない。高校生の姉がいるけど。 
 
 あこがれの存在は、部活の先輩。部活と勉強を両立してるから。卒業してからもときどき遊び

にきてくれる。 
 
 親とか先生とはあんまり話さない。言わなくても平気。先生は、女の子のスカートとか、男子

の腰パンのことを注意する。 
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 学校で注意されたこととかは親に黙ってる。塾に行くとか行かないとかで親とけんかになる。 
 
 たまに他の子とも話すけど、ほとんどはいつも一緒にいる仲のいい友だちがいるから。 
 
 友だちとの間で気になることは、特にないです。誰と誰がつきあってるとかいううわさは時々

きくけど、へえとか思う。 
 
 携帯は持ってます。 
 
 自意識過剰とか、自分勝手な人をうざいと思う。 
 
 こわいと思うことはあんまりないです。 
 
 進路を決めるのは６月か７月かなあ。 
 
 将来は、外国にたくさん行きたいから、スチュワーデスになりたい。玉の輿狙いでいきます。 
 
 親が朝テレビをつけてるから、そのときニュースは見ます。 
 
 小学校のときとくらべて変わったと思うことは、見た目を気にするようになったこと。部活に

入って痩せて、ストパー（ストレートパーマ：編集者注）かけて、着るものは自分で選ぶように

なったから。 
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田中友子さん（仮名）  中学 3年（インタビュー：2005.4.16） 

 
 朝は 7時に起きて、支度をして、8：10に家を出ます。 
 8：25に学校に着いて、友だちと話をしてます。 
 まあ、学校ではふつうに部活までやって、バレー部ですけど。家には 6：50に帰ってきます。 
 夕食を食べて、お風呂に入って、そのあとテレビをみたりパソコンでネットにアクセスしたり

メールをしたりしてます。ケータイは持ってないです。寝るのは 12時頃。 
 
 パソコンのゲームにはまってる。 
 あと友だちとカラオケに行く。水曜日は部活がないんで、水曜の放課後２時間くらい駅前のカ

ラオケボックスにいったり。 
 お小遣いは、親に必要な時に必要なだけもらいます。 
 
 １日の中で好きな時間は、学校でみんなと話してたり、家でゴロゴロしてるとき。 
 休日は気分によって過ごし方が違うけど、プリクラやったり、カラオケ行ったり、ファースト

フード屋さんにいったりする。 
 
 今、部活の顧問が数学の先生なんだけど、すごく苦手。でも担任の先生も含めて、他はみんな

やさしいです。 
 
 ひとりきりになれるのは、お手洗いとお風呂だけ。 
 
 行ってみたいのは、渋谷とか街に行ってみたい。店をいろいろ見て歩きたいから。それから友

だちと１泊で旅行にいきたいです。 
 
 学校以外の友だちは、前の学校の友だち。小学校３年の時に転校してきたんですけど。 
 
 親や先生には、話がしにくい。先生は男子と女子に対する接し方が違うと思う。男は男、女は

女、みたいな。 
 友だちとは話します。親や先生以外の大人では、いとことはよく話す。 
 
 うそをつくこと、ありますよ。友だちにばらさないでね、といわれた秘密をばらすとか。 
 
 あこがれの存在は、部活の友だち。同じ学年だけど、あこがれてる。 
 



    

学びの場.com http://www.manabinoba.com/ 
                                      19/29 

 調子に乗ってる子はうざいと思う。関係ないのに口を出してくる子とか。 
 
 将来は保育士になりたい。専門学校にいって、資格をとれると思う。20～25 才で医者と結婚
したい。 
 
 朝、テレビでニュースをみてる。新聞は読まない。 
 
 小学校の頃と比べて、自分の着るものは自分で選ぶようになりました。 
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荻野修司くん（仮名）  小学 5年（インタビュー：2005.5.6） 

 
 一日ですか。7：30に起きて、7：45に出かけます。起きたら 3分で着替えて、トイレに行っ
て、パンを１枚食べていきますけど、コーンスープとかお茶漬けとかになることもありますね。

学校までは 10 分。ゆっくり行くと 20 分ぐらいですかね。友だちと待ち合わせて二人で行きま
すね。トモキ君は 3組で僕は 1組。 
 朝早く行ったら、自由時間はサッカーをしにいきます。みんながやってるんで。朝自習をやる

ときもあるけど。担任の先生は、50 代の女の先生で、本とかパズルとかやってくれるやさしい
先生です。 
 20 分休みは、う～ん。雨の日は部屋で遊ぶけど、ほとんどの時は全員でクラス対抗でサッカ
ーをやってます。一人だけ勉強が好きでやんない人がいるけど。友だちはいっぱいいます。クラ

スがずっと一緒の子もいるし。 
 給食は残す方ですね。残すのは、野菜ですね。マーボーなすとじゃがいもがダメ。おいしいも

のは全部食べますよ。スパゲティが好きだったけど、係の人が変わってまずくなったってみんな

言ってる。リザーブ（子どもがリクエストしたメニューが食べられる日のこと：編集者注）のバ

タークッペが好きです。 
 月曜はクラブ活動があります。ボランティアクラブに入ったけど、男子は 2人だけ。保育園に
行ったり、老人施設に行って遊んだり、手話を覚えてテレビで映したりします。委員会は放送委

員。トモキ君が終わりのことばを言うんですが、僕は最初話します。最初はどきどきしたけど、

慣れるとラクです。クラブがないときは、委員会で集まってます。体育委員会が人気ですね。男

でも環境委員会に入ってる人、いますよ。今は、陸上クラブに入っている子が多いけど、4年の
ときは 4人だけだった。ぼくたちが面白いよ～と広めたから 5年になってたくさん入ってきた。
リレーをしたり、しっぽとりをしたり、校庭を走ったり、罰ゲームがあります。負けたら、先生

に「カルビをおごってください」と言いにいくんです。あれは恥ずかしかった…。 
 5年になって裁縫セットが使えるようになったのがうれしいのですけど、お母さんから鞄タイ
プではなくて箱にしなさいと言われました。 
 放課後ですか。まっすぐ家に帰りますね。荷物を家において、ちょっとゲームをやって、ちょ

っとぐっすり眠ったり。火曜日はピアノはあるから、４時に帰ってきて、4：45に家を出ます。 
 日曜日はボーイスカウト。キャンプとか防犯センターに出かけたりします。ボランティアとボ

ーイスカウトは良い経験になるから、とお母さんが勧めて、お兄ちゃんが入ったからぼくも入っ

たんです。中学１年の兄がいます。カブスカウトの下のやつらがいうことをきかないときは、一

発なぐるときもある。ナイトハイクのときがそうだった。怒らないわけにはいかないので、ちゃ

んと説教して反省させました。 
 
 あと、友だちと近くの公園で遊んだり、団地内のどこかで自転車に乗って遊んでます。駅前や



    

学びの場.com http://www.manabinoba.com/ 
                                      21/29 

近所のスーパーにおかしを買いにいくこともある。おこづかいは、毎月 23日に消費税含めて 525
円もらってますけど、ちょっと不満。6年になったら 630円にランクアップするんだけど、お兄
ちゃんは 1000円。本を買う時は買ってもらえる時もあるけど、お菓子は自腹！まんがを買いた
いから今 3000円ためてる。お小遣いがないとき、一緒にいる友だちに自慢げに目の前で食べら
れる時もあるけど、微妙にやさしい人もいるんで、わけてもらえる時もあります。 
 
 習い事は、ボーイスカウトとピアノ。今は行ってないけど、お兄ちゃんが行っている駅前の塾

に、中学になったらわたしも行けといわれてます。お兄ちゃんは暗いのがこわいので、夜塾から

帰るお兄ちゃんを途中まで迎えに行くことがあります。コンビニで合流するんですけどね。 
 
 近くの公園の大きな木に立ったときがあるんですけど。みんなおどろいてた。ヨシダ君は座っ

てたけど、ぼくは立った。他のやつは見てた。 
 
 ７時ころ夕飯を食べて、テレビをみて、お風呂に入って 10時くらいに寝ますね。11時頃まで
テレビを見てることはあるけど。 
 
 学校ではみんなにサル、サルって言われる。ジャングルジムとか雲梯とか、のぼり棒とかが好

きだから。サッカーとか野球とか、クラスみんなでからだを動かすのが好き。卓球はこのごろや

りませんけどね。 
 みんなであつまって遊ぶけど、つまんないときは解散する。家にはクタクタになって帰ってき

ます。子どもの日に、駅前のイベントのくじびきでエアガンがあたったんですけど、引き金が壊

れてしまった。直そうとした父はお手上げです、と言ってました。 
 テレビはほぼ毎日 6～8時の間見てます。「ビーダマン」、「ナルト」、「ケロロ軍曹」とか。友だ
ちでは見ない人もいますけどね。9 時頃から宿題をやります。忘れた時は先生に正直に言って、
いつまでにやってくるか約束します。宿題はわりとたくさん出されますね。自分のプロフィール

を書いてもっていかなくちゃならないとき、女の子が給食の時間も書いてたんで、注意しました。 
 
 ゲームは 8時以降にやるんですけど、ソフトを売る時は、お父さんと一緒に行きます。あの店
では売っちゃダメだ、この店のほうがいい、とアドバイスしてくれます。 
 
 いちばんの疑問は、おもちゃやさんが酒屋さんに変わったこと。子どもの夢を壊されたみたい

です。街道ぞいの店にはいくなといわれてるんだけど、行くと水がもらえるので、友だちと行っ

てもらって帰る時もある。 
 
 一番好きな時間は、寝る時。夏、友だちんちに行って遅くまでしりとりをしていたら、おばさ

んにうるさいっておこられたんですけど、次の日朝っぱらから起こされてデュエマス（デュエル
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マスターズ）のカードゲームをやらされたのは辛かった。朝ごはんがなんとトマトだったんです

よ！プチトマト。野菜が嫌いなのに…。苦しかったです。それにしてもトマトだけ、というのは

やめてください。それからそこの犬と遊んだら、服が切れてしまいました。 
 
 きらいな時間は学校の授業で、算数。数字がいっぱい出てきていやだ。大嫌い。家庭科は好き

ですね。理科は実験がたのしみです。国語は先生が本を読んでくれますね。 
学活は、話し合いでスローガン決めるんですが、私は今、応援団になりたがってます。去年もや

ったんですけど、今年もまたやりたい。 
 
 一人で遊ぶ時はないですね。お兄ちゃんとカードゲームとか通信ゲームをやったりするんです

が、エアガンで打ち落とせるかやってるとき、お兄ちゃんはあたって泣いてました。 
 
 夢中になってることは、ガッシュベルカード。お兄ちゃんが買おうといってはじめたんですが、

コンビニとかスーパーで買います。 
 嫌なことは、自分の筆箱とか机の中を見られること。大切な物が入ってるんですが。とられた

こともある。 
 
 好きな場所は、公園の大きな木の下。さっき話した、上にのぼったことがある木。落ち着くか

ら。 
 行ってみたいのは北海道。それから富士山の頂上。降りる時も楽しそうだし。 
 
 あこがれの存在は、クラスのスドウ君。スポーツ万能で親切でかっこいい。勉強もできる。お

ふざけでいじめられるときもあるけど。 
 学校以外の友だちは、隣の小学校のヤマザキ君。お母さん同志が友だちなんですけど、引っ越

していっちゃいました。夏休みに遊びにいったところです。たまに運動会とか、ザリガニとりに

さそわれて行ったりします。 
 
 お母さんにはいろいろ話すと、それは必要なの？と問いつめられます。 
 お父さんとはめっちゃ話すし、怒られる。お父さんのコレクションは指人形だったそうです。 
 友だちともよく話す。たまにうそをつくことはありますよ。 
 友だちとはみんなで遊んでる。ユウヤ、ターくん、トモキ君。女は恐いんで遊びません。暴力

をふるわれる。 
 公園の池の柵にまたがったとき、とっても怒られた。あと悪いことをした時。たとえば、友だ

ちを泣かして、ごはん抜きの時があった。 
 苦手なことは暗算。それから覚えるのがいや。スピーチは得意ですね。 
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 親以外の大人では、ボーイスカウトのリーダーとしゃべります。 
 
 将来は、サッカーの選手かラーメン屋さんになりたい。ラーメン屋さんは、友だちと一緒にや

ろうと話してるんですが、実はぼくはそばのほうが好きなんです。お父さんの分も食べるくらい。

6年になったらサッカー部に入ろうと思っていて、中学になったらみんなサッカー部に入りたい
といってますから、ライバルは多いんだろうけど。男のあこがれってやつですかね。 
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村瀬芳明くん（仮名）  中学 3年（インタビュー：2005.5.6） 

 
 朝、７時に起きて、服を着替えたり支度をします。7時半に母親を起こして弁当を作ってもら
う。8：10に家を出て、学校についたら朝読書。何を読んでもいいんだけど、自分で選ぶ。学級
文庫から選んだりする。 
 休み時間は次の授業の準備をしてるかな。長い休み時間は、違うクラスの子と話したり、体育

館でバスケをやったり校庭に出たりしてる。 
 
 クラブはバスケをやってたけど、2年の終わりになって辞めました。教えてる人と噛み合わな
かったから。勝つことにこだわって、禁止行為が多すぎた。高校でまたバスケをやりたいです。 
 
 お昼の時間は、クラスに話のキーマンがいて、それで盛り上がってる。毎年クラス替えがある。

受験が近付いてきて、プリントとかレポートとかの提出物は内申に関わってくるから、出すよう

になった。 
 
 進路ですか？行きたい高校はあるけど、なんか、他もいいかなと思ったり、自分の学力の低さ

にも関わるんだけど、いまひとつ基準がわからない。目標が高いくせに気が抜けてしまう。受験

に対しては、気合いかな、と思うけどまだ実感がわかない。推薦入試のために学級委員とかにな

りたい人はいるけど、自分は実力でやりたいなと…。 
 
 国語は成績悪いですね。でもそれ以外はオーケーかな。 
 塾には中 1から行っていて、5科目やってる。2年の後半になってから通う人が増えはじめた。
中 3になったら半分以上が通ってる。 
 塾は電車で 40 分くらいかけて行ってます。4 頃家に帰ったら、1 時間くらい支度したり夕食
を食べて、5 時に家を出て、5：10 の電車に乗って、6 時前に駅について、6 時半から塾がはじ
まる。それから 9：30 まで。10：15～30 の電車に乗って、家に帰るのは 11 時頃。水、木、土
の 3日が塾。 
 それから風呂に入って寝る。 
 金曜日はテレビでロードショーを見たり、土曜は「エンタ（の神様）」をみたりしてる。 
 土曜日はごろごろしてるときに、こっそりゲームやったり。土曜日がいちばんいいかな。おば

あちゃんちに遊びにいったときラジオを聴いてたけど、普段は聴かない。 
 
 一人になる時？平日の放課後かな。 
 一つ年下の弟が一人がいるんですけど、弟が塾に火、金、土に行ってるから、火、金が落ち着

く。弟は自分にとって一番うるさい人間。 
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 CDは自分の好きなものは買う。お年玉はもらうけど、特に決まった小遣いはない。必要な時
に親にもらう。 
 
 夢中になってるのは、ゲームかな。家のパソコンで、「メイプルストーリー」というのをネッ

トでダウンロードして。ロールプレイングゲームです。弟が嫉妬してて、こっちがやってるのを

見たら、やめろよ、とか言ってくる。 
 
 仲のいい友だちとは日曜日に会う。朝早くから 4、5人で。ボウリングには家族でも行くけど、
友だちとも行く。あと、公園でサッカーとかバスケやったり、映画を観に行ったりする。 
 
 一番好きな時間は、朝の時間。親がまだ寝てる時 3時から起きてる時もある。休みの日のほう
が早く目がさめるかも。 
 
 嫌いな時間は、昼と夜。親がいるとき。 
 
 買い物は服を買ったり。親が選んだのもあるけど、半々で自分で買うようになった。ブックオ

フとかに行く。 
 
 学校の先生とは話をする方だと思う。小学 5年のときとなり町から転校してきた。 
 学校ではケンカもない。ちょっとした不良やいたずらはあるけど。 
 
 学校以外の友だちは、塾の友だち？まあ電車でときどき話す程度。 
 
 好きな場所は、近くの公園の展望台。行ってみたいところは、海のきれいなところ。珊瑚とか

魚の群れとか見てみたい。あと森林浴？休日に父と海や川に釣りに行くことがある。関西に行っ

た時、川のきれいなところがあって、たがめを見つけた。 
 ニュージーランドとかフィンランドとか、そんな外国に言ってみたい。 
 
 あこがれの存在。あんまり考えたことない。あこがれは感じない。目標は適当にさっぱりとし

た人。 
 
 親や先生以外の大人では、友だちのお母さんとは話すことがある。 
 うそをつくことはあんまりない。 
 
 怒られるのは兄弟ゲンカをしたときとか、親の逆鱗にふれたとき。 
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 テレビや新聞のニュースはよくみてる。朝とか。 
 
 苦手なのは、顔を間近にあわせて話をすること。人見知りをするんで。女子と話すことはない

こともない。体育祭の打ち上げで食事会に行った時とか。あ、行くのはファミレス。 
 
 恐い思いをしたことは、街の中は灯りがありますからね。前に島に行って真っ暗やみを経験し

た時、月のあかりだけですごく神秘的だった。竜巻きが過ぎるのをみたときも恐かった。ちょっ

と霊感あるんですよ、ぼく。あんまりいってもわからないだろうけど。 
 
 携帯はもってない。親から禁止されてる。 
 
 将来の夢ですか？人の役に立つことをするかな。できれば働かないで給料をもらいたい。ぜん

そくを看てもらってる医者がいるんですけど、水曜だけ診察して、あとは大学で教えてるらしい

んだけど、そういうのいいなと思う。医者とか弁護士とかですか。あと研究者とか。 
 
 ところで、さっきの学校のうわさの話。うわさの A ちゃんなんですけどね、ちょっとかわい
い子なんですよ。その子が自分のことをなんか、好きとか友だちにいってるらしいんだけど、自

分じゃあまり興味ないんだけど、ほんとかなとか、てきとうに言ってるんじゃないかとか。まあ、

どうでもいいんですけどね。 
 
 にきびが嫌で、気になってる。あと今は志望校をどうするかで頭が一杯。 
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渡辺 忍さん（仮名）  中学 3年（インタビュー：2005.5.6） 

 
 一日の時間は、平日は朝 7時から７時半に起きて、身支度して、朝ごはんを食べて、かばんと
お弁当を持って、7：50から 8時に出ます。学校まで 5分もかからないからぎりぎりに出ます。
一人で行くけど、友だちと途中で会ったら一緒に行きます。 
 
 休み時間は教室にはいないです。他のクラスの友だちのところに行く。クラス替えで仲のいい

子がけっこうばらばらになったばかりで。 
 
 部活は、3年になって美術部にしました。火曜と金曜だけ。塾が忙しいからなんだけど。2年
までは演劇をやっていたけど、練習を休めないんです。体が弱いんですけど、１回休んだらいろ

いろ言われて、とっても結束が固くて会議とか居心地が悪くて。とっても苦しかったです。水曜

以外は平日は 4日練習が会って、本番前は土日も練習してた。もともとあんまりひとつのことに
熱中できなくて、やってられなくなるほうで。疲れると楽しいよりストレスの大半が部活になっ

てしまって。人にいろいろ言われるのが好きじゃないっていうのもあったし。一方的に言われる

のが嫌でした。先輩とはうまくいってたし、仲が良かった。あんまり人を嫌いになれないんです

けどね。 
 もともとべたべたするのは好きじゃないけど、ひとりでいるのも好きじゃない。 
 
 塾には、中 1の冬期の少し前から行ってます。電車でとなりの駅。 
 火と金は、部活から帰ったらごはんを食べてパソコンをやったりして、電車で塾に行きます。

7：20から始まって、終わるのは 9：55。特別進学コースはこの時間までやるんです。それから
電車に乗って帰ってきて、駅前のスーパーに寄ったりして、家に帰ってくるのは 10：45ころ。 
 土曜日は 7：00から塾。行きは一人で行くんだけど、帰りは駅まで友だちと一緒のこともある。
一人で暗い道を帰ります。 
 
 こわい思いをしたこと。あ～、学校の横を自転車で通ってる時、誰もいないのにサッカーのゴ

ールにボールが当たる音がしたことがあります。はっきり聞こえたのに誰も居なかった。足が透

けてる写真をうつしたことともありますよ。 
 
 塾がない日は、帰ったら家に居て、テレビを見たり、パソコンでネットにアクセスしたり、寝

てたり、机のところに居たり、宿題したり、絵を描いたりしてます。イラストを描くのが好き。 
 パソコンは、お母さんが仕事で使ってるのとは別のものを兄弟で使ってます。 
 
 兄弟げんかはよくするけど、兄が強いんです。おごってくれたりもするんですけど、機嫌が悪
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い時は、きちんとしていないと怒ったり怒鳴ったりする。 
 
 夕食はいつも 7時から 8時ころ。宿題は朝やることもある。8時過ぎるとパソコンをやったり
テレビを少し見たりする。お父さんが帰ってくるのは 9時過ぎ。 
 絵を描いてたりするから、寝るのは 11時～1時頃。ラジオは聴かない。 
 ボクはすみっこや端が好き。角がおちくつんです。バスに乗る時も角か一番後ろの席。塾でも

一番前のはしっこの席。女子が少ないんですけどね。はしっこの席で、気がついたらブラインド

に頭をこすりつけてたりして笑われたり。 
 好きな時間は、パソコンやってるときと寝てるとき。それから絵を描いてるとき。友だちとバ

カさわぎしてるとき、美術とか音楽とかに触れてるとき。 
 
 嫌いな時間は、相手の顔をじっとみてしまうので、首が痛くなるんです。これは癖かも。ずっ

と見てる人を見続けてると首が動くんです。それでよく先生と目が合うんで、朗読とかよくあた

るんです。 
 
 苦手なのは、球技が苦手。あと長距離。腕力がない。バレーよりバスケかドッヂ。サッカーは

スカるし、転びそうになる。水泳は好き。ずっとやってられる。 
 
 うざいときっていうのは、友だちがいちいち絡みついてくるとき。ベタベタがきらいで、しつ

こくされるのがいや。でもこうして自分の言ってることと、実際自分がやってることは逆かもし

れないと思うことがある。 
 
 学校の友だち以外の友だちは、年賀状程度かも。部活の対外的な交流会で出会った先輩とか。

間に人がいれば話せるんだけど、自分から話し掛けるのは苦手。先輩と仲がよくしてたから、そ

こからつながった。 
 お母さんとはよく話します。女の先生とは話せる。担任の先生が好き。その先生が担任になっ

たときはうれしかった。社会の先生はなごみにくかったです。 
 ボクは口が悪いところがあって、一言がきつい、といわれていざこざになることがあるんです。 
 うそはたまにつきます。親、友だちや先生。先生には宿題を忘れた理由とか。 
 
 怒られるのは、言い方が悪いとき。隠し事がバレたとき。提出物を忘れたとき。男子に口が悪

いぞ、といわれた。 
 
 仲のいい子は決まってません。バラバラです。いつも話すわけではないけど、話すときは込み

入った話をする友だちもいます。 
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 お小遣いは、月 2000円。お小遣いアップは成績によって交渉するんですけど、日々のお手伝
いをやることで交渉することもあります。 
 
 携帯は持っていません。 
 
 ゲームは、お兄ちゃんがやりすぎて親に怒られてパソコンのソフトを消されてしまいました。

私は時々お母さんのパソコンでやるときがあるけど。 
 苦手なのは体力がいること。社会の暗記。しらねーよ、この人誰？みたいな、顔と名前が一致

しない。興味を持たないとやれないです。ひどい点数をとることもあります。理科は好き。 
 
 受験は、塾に行ってるから意識してます。志望校はもう決めてる。 
 
 あこがれるのは、絵のうまい人。 
 
 行ってみたいところは、海がきれいなところ。ベルギーとか、外国に行きたい。なんかここに

いたいんだけど、遠くに逃げたいかも。好きな人、いますよ。3年になって同じクラスになって、
よくしゃべります。本を貸し借りしたり、メールとかパソコンのオンラインゲームをやったり、

仲がいいからそれで十分。周りからはバレバレとかいわれるけど。 
 
 好きな場所は、自分のふとんの中。森の中でぼーっとしたり、誰もいない日当たりのいい場所

が好き。 
 
 テレビのニュースは、朝お父さんが見てるので、私もみてます、最近、隣の人に嫌がらせをし

続けて逮捕された人の話が印象的だった。 
 
 自分の性格は熱しやすく冷めやすくて、ネットやまんがは好きだし、今は少女漫画をよく読ん

でるけど。ひとつのことをしつづけることができないです。夢中になっていられるのは、絵をか

くことぐらいかな。将来の夢は、絵の関係、イラストとか。声を出すこと、お話をつくることも

好きですが。 
 
 あ、自分のことをボクっていうことですか。小学校の中学年のころ、友だちと言いはじめたか

らなんだけど、そのままずっと使ってますね。演劇部で男役をやることもありましたよ。 
 


