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                                            　　　　　　栃木県青少年育成県民会議　理事長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森　澤　　　隆
　
　少年の主張発表大会は、県内の中学生が日常生活の中で出会う様々なテーマについて、
自らの考えを自らの言葉で訴えることで、若者としての誇りや自主性を育むとともに、同
世代の仲間への啓発や大人たちの理解と関心を深めることを目的としております。昭和53
年に第１回大会が開催されて以来、今年で44回目を迎えました。

　今年は、昨年に引き続き、新型コロナウイルス感染症の蔓延により、地区大会は書面審
査、県大会は無観客となりました。厳しい感染状況にもかかわらず、県大会を開催するこ
とができましたのは、ご共催をいただいております「栃木県更生保護女性連盟」様をはじ
め、審査員の皆様や発表生徒のご指導をいただきました各中学校の先生方といった、多く
の関係機関・団体の方々のご尽力の賜物と存じます。改めて、心から感謝申し上げます。

　また学業や部活動など日々の生活に大きな影響が出ている中で、自らの意見を主張しよ
うとご応募くださいました県内の中学校、特別支援学校の生徒の皆さんには深く敬意を表
します。

　この文集は、応募者の中から各地区で選抜され、県大会で発表された16名の代表者の主
張を収録いたしました。発表者の皆さんは、当日、日頃の練習の成果を存分に発揮され、
堂々と自分の言葉で主張されていました。皆さんの素晴らしい発表にたいへん感動いたし
ました。

　当日の発表の様子は、youtubeでライブ配信いたしました。動画をご覧になった皆さま
には、中学生の瑞々しく溌剌とした感性とともに、彼らの熱い思いや志(こころざし)を感
じ取っていただけたことと存じます。是非、今後の青少年健全育成にお役立てくださいま
すようお願い申し上げます。

　県民会議といたしましても、これからの時代を担う青少年が明るい将来展望を抱けるよ
う、彼らの思いを受け止め、各地区の青少年育成連絡協議会や各市町村民会議をはじめと
する関係機関・団体と連携しながら、様々な事業を展開し本県の青少年育成に努めてまい
る所存です。

　最後になりますが、今回ご応募いただきました全ての方々が、この経験を生かし、夢と
希望を持って自らの未来を切り拓き、心豊かにたくましく成長されますことをご期待申し
上げます。

開 会 挨 拶
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令和３年９月18日(土)　栃木県総合文化センター サブホール

　

１　開会式（１３：３０～１３：４０）

　（１）主催者挨拶　　　　  　 栃木県青少年育成県民会議理事長　森澤　隆

　（２）審査委員紹介

２　発表（１３：４０～１５：４５）（途中休憩１０分）

３　審査委員会（１５：５０～１６：２０）

　※審査結果の発表は、（公財）とちぎ未来づくり財団のホームページ上で行いました。

　※栃木県更生保護女性連盟から県大会発表者全員に記念品が贈呈されました。

第44回栃木県少年の主張発表県大会　次第
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　「まいちゃんのママって日本人じゃないんだ。」一
言でした。小学５年生のとき、友達に言われたその一
言で、私がずっと母に感じていた違和感が確かなもの
になりました。その言葉は今でもはっきりと覚えてい
ます。
　私の母は中国人です。だから日本での常識を知りま
せん。例えば、赤信号なのに車が来ないからと言って
信号を無視して渡ってしまったり、電車の中で他の
乗客がいるのにも関わらず、大きい声で電話をした
り。「日本人ならば絶対にそんなことはしない。」と
気が付いたのは小学３年生でした。母が「非常識な中
国人」だと思われたくなくて、学校での行事や集まり
があるたびに、父に「学校に来てほしい。」と頼んで
いました。しかし、「バレたくない。」という私の思
いは届かず、その友達から情報が広がっていき、いつ
の間にか、私の母が中国人であることはみんなに知ら
れてしまいました。毎日「中国語喋ってよ。」と面白
半分で言われました。「なんで？なんで、なんで、な
んで!? 親が外国人ってそんなに面白い？」知らない人
に話しかけられることが苦手だった私は、興味本位で
話しかけてくる人も苦手でした。そんな日常が嫌にな
りました。「こうなったのは母が中国人のせいだ。」
と決めつけ、母がどんどん嫌いになりました。「母が
日本人だったら。」と考えるようになり、「嫌い」と
いう負の感情と比例して、母との会話が少なくなりま
した。そして中学１年生になる頃には「ただいま」も
「おかえり」も言わなくなっていました。
　しかし、中学生になって最初の部活動のときでした。
「私のお母さんは中国人だけど、私は中国語を話せな
いので、もっと勉強して、母と中国語で話せるように
なりたいです。」中国、母、勉強した。自分と同じ学
年で同じ部活動に所属していて、背格好も同じくらい
の目の前の女の子の自己紹介の内容に驚きを隠せませ
んでした。「同じだ。」と思いました。しかし、一つ、
決定的に違うことがありました。彼女は自分の母をと
ても尊敬していたのです。それに比べて私は、中国語

を話せるのに、そのことを「恥ずかしい」と思い、自
分の個性を否定し、自分の心を閉ざしていました。中
国語を勉強したいという人もたくさんいるのに、中
国語を話せる私はどんなに恵まれているかということ
に気が付きました。その瞬間、自分に対して猛烈な怒
りを感じました。「母が外国人だっていいじゃない
か。」何人であろうと私の母であることに違いはあり
ません。だけど私は母を認めようとしませんでした。
あの友達の一言で、私は何も受け入れない、理解しよ
うとしない人間になっていたのです。
　少しずつ母との会話が増え、以前のような明るい家
族に戻り始めたとき、新型コロナウイルスが世界中に
広がっていました。コロナウイルスについてのテレビ
の報道を目にするたびに「日本って緩いんじゃないの。
中国なんて14億人も人がいるのに最近、感染者は更新
してないよ。」と言います。確かに、中国の完璧な感
染対策はとても尊敬します。だからと言って日本のや
り方が間違っているとは思いません。もし、小学５年
生の私が母のこの言葉を聞いていたら、きっと強く反
発したと思います。ところが今は、母の言葉を冷静に
受け止め、両方の立ち場に立って考えるようになった
のです。そのことに気が付き、自分の将来について考
えるようになりました。
　グローバル化が進む今、「通訳とかがいいと思う
な。」と、よく母に言われます。しかし、グローバル
化と同じくらい情報化も進んでいます。通訳もＡＩが
行う時代です。そこで私は「ＡＩを造る側になればい
いのではないか。」と、思いました。自分のようにそ
れぞれの国の人々の思いを理解し、伝えることができ
る、温かみのあるＡＩの開発に携わり、私は日本と世
界をつなぐかけ橋になります。ＡＩをローマ字読みす
ると「アイ」となるように、私は「アイ」のあるＡＩ
を造ります。
　母を恥ずかしいと思っていた私はもういません。今、
ここにいるのは、母を心から尊敬し、過去の出来事を
未来につなぐ石田真愛です。

最優秀賞

私の母
鹿沼市立東中学校　３年
石　田　真　愛
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　「明日から１か月、コロナ病棟へ行ってくる。」母
の突然の言葉に、私は戸惑いといら立ちを隠せずにい
た。「なんで。嫌だ。ばれたらどうしよう。」母のこ
とより自分自身のことが不安でしかたなかった。そん
な私を察してか、母はコロナ病棟でのことは何も語ら
ず、１ヶ月が過ぎた。私はほっと胸をなで下ろした。
そして、自分が何におびえ、何にいら立っていたのか
を改めて振り返った。
　一つ、自分や家族に感染するかもしれないという恐
怖。一つ、コロナ病棟で家族が働いていることを知ら
れたら、私まで汚いものを見るような目で見られるの
では、という不安。最後に、母が家族に何も相談して
くれなかった悲しみに似た怒り。もしかすると、この
ことが一番引っかかっていたのかもしれない。母はい
つでも重要なことを一人で決めてしまう。以前にもこ
のようなことがあった。
　３年前の夏、母は突然言った。「話があるんだけど、
どうやらがんになったみたい。卵巣がん。来週入院し
て手術する。」母は検査のことを黙っていて、入院、
手術を一人で決めて、こう言ったのだ。あっけにと
られた姉と私は何も言えなかった。夜、みんなが寝静
まってからパソコンで卵巣がんについて調べた。する
と、検索履歴には「卵巣がん」「余命」「抗がん剤」
「脱毛」などの言葉が並んでいた。絶句した。母はど
んな気持ちでこの言葉を調べたのか。一つ一つの言葉
が重くのしかかってきた。母は私たち姉妹には何も言
わず、一人で悩み、苦しんでいたのだ。
　入院の日、私たちは普段と変わらず学校に向かった。
帰宅すると母からの手紙があった。手紙には見慣れた
字。しかし、この家に母がいないという現実を理解さ
せられた。私は、急にがんが怖くなった。母に死が
迫っているかもしれないという絶望に、涙があふれた。
　手術が終わり、母から電話があった。「ぱっと見
は大丈夫みたい。詳しい結果は１週間後に分かるっ
て。」おどけたような母の言葉に少し安心した。
　結局、母は右側の卵巣だけを摘出し、５日間の入院
で帰って来ることができた。「ただいま。」と言うな
り玄関で声をつまらせ、うずくまった母。いつも強気

な母が玄関で泣き崩れた。母も怖かったのだ。誰か一
人が弱音を吐いたらそれを支えるのが家族なのに、み
んなで強がっていたから、ぎこちなかったのだと思っ
た。それから数日、検査結果は良性だった。誤診だ。
うれしい誤診だ。あの出来事で私は命や家族について
深く考えさせられた。そして、普段は母の職場として
の病院が命を救う場所であることも強く意識した。退
院の日には病院で働く皆さんに感謝の気持ちでいっぱ
いだった。また、命の現場で看護師をしている母を誇
りに思った。母が夜勤の日にも、大切な仕事なのだか
らと理解できるようになった。そして、なんとなく私
も母のような仕事に就きたいと思うようになっていた。
　しかし今回、母がコロナ病棟で働くことになり、私
の中に複雑な思いが芽生えた。「３年生で最後の行事
なのに、ＰＣＲとか受けたら学校に行けなくなる。運
動会、修学旅行、これまで頑張ってきた部活の大会も
出られないの。部長なのにそんなの絶対嫌だ。」どれ
もこれも自分のことだった。そこで私は意を決して母
に聞いてみた。「なんでお母さんが選ばれたの？」
「必ず全員が回されるの？」すると母は優しく言った。
「誰かがやらなきゃならないんだよ。大変なことは分
け合わないと。心配させてごめん。」
　母はこれまで、私が何をやるにも励まし、応援して
くれた。無理をしてでも予定を合わせて私の試合を見
に来てくれた。そんな母が、家族にコロナを感染させ
たらと考えないはずがない。しかし私は、母に寄り添
う態度ではなく、私まで巻き込まれたくないという気
持ちが強く出てしまった。私は医療従事者である母に
対してコロナ差別をしたのだと思う。
　「私に何も相談してくれない」という私のいら立ち。
母は相談しなかったのではなく、相談できなかったの
だと思う。なぜなら、私に母の思いを受け入れる準備
ができていないからだ。私はまた、辛い選択を母に一
人でさせてしまったのだ。次に何かあったら、今度こ
そ私にも話してもらいたい。大変なことを家族で分け
合えるようになりたい。それにはまず、私自身が家族
の立場に立って考えられるような人になる必要がある。

優秀賞

分け合える家族に
佐野市立城東中学校　３年
篠　田　千　夏
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　皆さんは、「普通は…」という言葉をどう考えます
か。この言葉に傷つけられたことはありませんか。私
は、あります。
　私は、生まれ持った体の性別とは違う装いをする
「クロスドレッサー」です。簡単に言うとボーイッ
シュです。
　中学校入学の時は、髪を伸ばしていましたが、ある
日、思い切って髪を短くしたいと母に伝えました。父
や姉は、似合うと思うよと言ってくれましたが、母は
違いました。
「愛姫ちゃんは、女の子なんだよ。」
母のこの一言に、私は自分を否定されたと感じました。
そして、猛烈な反発を感じ、思わず声を荒げてしまい
ました。
「私は私だよ。自分の好きを隠したくない。」
　母に自分の思いを分かってもらうために、その後も
話し合いは続きました。私の思いに母が折れ、髪を切
る許可をもらうのに、時間がかかりました。美容室で
髪を切ってもらっている時は、「どんな自分になるん
だろう。」と、わくわくした気持ちでいっぱいでした。
　髪を切り終わって、鏡を見ると、今までとは全く雰
囲気の違う私がいました。すると、何かから解放され
たような、やっと本当の自分になれたような清々しい
気持ちになりました。満足感が私を包みこんだのです。
髪を短く切ることは、私にとって、気持ちの切りかえ
のスイッチとなりました。
　今までだったら人前に出て、リーダーシップを取っ
たり、話をしようなどとは思いもしませんでした。ど
ちらかというとマイナス思考で、悪い方向に物事を考
えがちでした。しかし、思うとおりの髪型になれたこ
とで、自分に自信がもてました。気持ちが、リフレッ
シュして前向きになれ、生徒会にも挑戦してみようと
行動を起こすことができました。
　私がこのように変われたのは、髪を切ったというこ
とだけが理由ではありません。周りの人々がありのま
まの私を受け入れてくれたから、私は私に自信がもて

たのです。
　今の私の髪の短さに、最初は家族も友達も戸惑って
いました。でも今は、「似合っているよ。」「かっ
こいいね。」と言ってくれます。母も「男の子みた
い。」と少しさみしそうに言っていましたが、私の好
きそうなかっこいいメンズの服を探すのを手伝ってく
れています。私は、素敵な友達と家族に恵まれたと感
じています。学校で男子に間違えられてしまうことも
ありますが、それも嬉しくなります。
　「ＬＧＢＴ」、この言葉が社会で知られるように
なったのは、ここ最近のことです。知られるように
なってきていますが、認められ、尊重されるまでには
至っていません。これらの人々は、今も、「普通は
…」という言葉によって傷つけられています。
「普通は、結婚は男女でするものだ。」
「普通は、男性はスカートをはかない。」
多数派の人々の普通が、少数派の人々の普通を否定し、
差別している現実があります。
　髪が長かった頃、私は何とも言えない息苦しさのよ
うなものを感じていました。髪を切り、それはなくな
りましたが、周りが受け入れてくれなければ、違う重
苦しさを抱え込んだことでしょう。
　ＬＧＢＴの問題に関わらず、人は一人一人違います。
置かれた環境も抱えている問題も違います。そこには
一人一人の「普通」があるはずです。それを互いに尊
重し合い、生き方の多様性を認め合うことは、よりよ
い社会をつくることにつながっていくと思うのです。
　私は、大人になったら、「東京レインボープライ
ド」に参加したいと考えています。このイベントは、
ＬＧＢＴを始めとする、セクシャル・マイノリティの
存在を広め、差別や偏見にさらされず、前向きに生き
ることができる社会の実現を目指して行われています。
私は、このイベントに参加して、自分たちの存在を広
めていきたいです。そして、私自身も含め、誰かの
「普通」が他の人の「普通」を否定したり、傷つけた
りしないような社会の実現を訴えていきたいです。

優秀賞

「普通は…」
茂木町立茂木中学校　３年
近　澤　愛　姫
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　「女性も働く社会って聞くと、肩身がせまいな
あ。」
母の本音は、私の頭を真っ白にして、心に深く突き刺
さりました。私はそのとき、女性蔑視や職場での女性
の活躍について調べていました。政府によって女性も
活躍できる社会づくりが進められていることに感銘を
受け、その熱量をそのままに母に語って返ってきたの
が、この、心からの言葉です。
「女性も働く社会とは、全ての女性にとって喜ばしい
ものではないのか？」
今まで考えたこともありませんでした。私が調べた法
律や活動の数々は、「女性は職場で活躍したいのにで
きていない」という前提のもとにあったからです。
　私の母は専業主婦で、働いていないことに負い目を
感じています。昼間スーパーに買い物に行くときも、
夕方仕事帰りらしいお母さんを見かけるときも、い
つも申し訳なく感じるといいます。目指しているのは
あくまで「女性も活躍できる社会」です。しかし、母
のように働いていないことを気にしている女性からす
れば、今の世の中の動きは「女性も職場で活躍しなけ
ればならない社会」に向けたものに思えるのかもしれ
ません。働く女性は近年、理想像としてよく描かれる
ようになりました。しかし、それもまた女性のあるべ
き「型」になってしまっているのではないでしょうか。
「女性は家庭」の考え方から脱却できたとしても、母
のようにこの新しい「型」に苦しむ人がいたら意味が
無いと思うのです。「女性は家庭」、「女性も仕事」
というように、女性を一括りに「型」にはめてしまう
ことが間違っていると思います。
　現在、女性活躍推進法が定められるなど、職場で女
性が活躍するために世の中が動きはじめています。政
府は現在10パーセント台である「指導的地位に女性が
占める割合」を30パーセント以上にすることを目標に
設定し、職場で働く女性に優しい環境づくりを進めて
います。他の先進国と比べ日本では女性が政治、経済
に参画するための法律や制度が充実していないことや、

そのためにジェンダーギャップ指数が低いことは、ま
ぎれもない事実です。働く女性のための動きが今の日
本に必要であることは確かです。しかし、そんな今だ
からこそ、一度考える必要があると思うのです。女性
が働いているのは、「職場」だけなのでしょうか。活
躍の場は人それぞれです。家庭で活躍することがその
人に合っているのだとしたら、無理に働きに出てこ
なければならないなんてことはありません。職場でも、
今の仕事が自分の精一杯だと思うなら、更に活躍しな
ければならないということもありません。大事なのは、
その人が輝きたいと思う場所で、力を十分に発揮でき
ているかどうか、ということだと思うのです。
　「専業主婦はお金を生むような仕事ではないけれど、
だめ印を押してほしくない。向き不向きがあるから、
働かなかったとしても、それが少数派だったとしても、
はじかないでほしい。」
と、母は言います。「女性も活躍できる社会」は、
「女性も働く社会」とは違います。母は我が家の家事
を担い、私や妹をここまで育てあげてくれました。私
達一家の暮らしを支えてくれている母は、仕事をして
いなかったとしても立派な「活躍している女性」です。
母のような人も認められる社会を目指していくべきだ
と思います。また、母は私や妹との時間を大切にして
います。仕事をしたいとも考えていますが、「おかえ
り」と言って迎えてあげたい、というのが母のいちば
んの思いです。女性が育児と仕事を両立できるように
するためには、制度の充実や保育施設の設置だけでな
く、私達学生が学校に行っている時間帯の仕事を増や
すことも必要だと思います。女性の活躍の場は、家庭
だけでも、職場だけでもありません。それぞれの場
で、性別を感じることなく活躍できる社会こそ、「女
性も活躍できる社会」だと思います。サラリーマンも、
キャリアウーマンも、女性の主婦も、男性の主夫も、
皆同じように認められるような社会にするべきではな
いでしょうか。多用性の時代、私達一人一人が意識を
改めていきましょう。

優秀賞

女性も活躍できる社会へ
上三川町立上三川中学校　３年
中　村　双　葉
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　「兎追いし彼の山／小鮒釣りし彼の川」
皆さんはこの曲を知っていますか。この「ふるさと」
という曲は昔から日本で愛されている曲です。私はこ
の曲には作者の様々な思いが込められていると思いま
す。この曲を聴いた一人一人が違ったことを想像し、
思い描きます。このように音楽はただ歌うもの、流
れているものではありません。長い年月を経ても、そ
の時・その瞬間目に写ったものや感じたことを鮮明に
思い起こさせてくれるものなのです。人々の心を動か
し、昔に思いを馳せられるそんな音楽が私は大好きで
す。そして、その大好きな音楽でもっと人と人とがつ
ながり、人から愛される地域作りをしていきたいと考
えています。
　私が音楽の魅力に気づいたのは、中学校で合唱部に
入ってからです。去年、私は地域にある介護施設に行
きました。地域の方々に歌を聴いてもらい、元気に
なってもらうためです。当日、私たちは「ふるさと」
を歌いました。手拍子をしてくれる人、リズムをと
りながら聞いてくれる人。その中で、一人のお年寄り
が涙を流しながら一緒に歌ってくれたのです。「あの
頃は、日が暮れるまで野山を駆け回ったり、川遊びを
したりしてね。本当に楽しかったわ。」と、声を弾ま
せながら話してくれました。このお年寄りは、私たち
の歌声で、楽しかった幼少期を一気に蘇らせたのです。
その後も、満面の笑みで私たちに昔のことを語り聞か
せてくれました。これまで、全く結びつきのなかった
私とこのお年寄りは、たった一曲の「ふるさと」で繋
がりをもつことができたのです。
　また、今年度から本校では「work　work　体験in
日新」という地域行事が始まりました。この行事は、
「地域の魅力再発見」という趣旨で、地域の方々と小
学生、中学生が小グループに分かれて一緒に活動する
ものです。運動をしたり、地域の歴史探訪のウォーキ
ングをしたり、農業体験をしたりと、約30種類の活動
をそれぞれに行いました。私は大正琴を体験しました。
これまで触れたこともなければ、見たこともない楽器
でした。始めに、地域の方が私たちのために演奏して
くださいました。その後は丁寧に弾き方の基本を教え

てくださり、最終的には「さくら」が弾けるまでにな
りました。この活動を通して大正琴には合唱とは違う
音の響きや厚みがあり、私の中の音楽の世界が広がっ
たように感じます。また、大正琴を教えてくださった
方々と「何かの機会でセッションできるといいね。」
などという会話にまで発展しました。この二つの体験
から、音楽を通して人と人との「繋がり」を感じるこ
とができました。そして、これが、音楽の最大の魅力
なのだと私は思います。
　誰一人取り残さないということを理念としている
「ＳＤＧｓ」。私が最近よく耳にする言葉です。音楽
もこの目標達成に関係すると思います。音楽は性別、
年齢、国、言語などの違いは全く関係ありません。誰
でも、どんな人でも聴くことができます。それが音楽
の素晴らしい点だと思います。全ての人が平等に楽し
み、幸せになることができる、それが音楽なのです。
また、音楽は心の健康にもつながります。音楽は心に
響き、生きがいや楽しみ、喜びを知ってもらうことが
できます。そして、たくさんの人を救うことができま
す。
　そこで私は、自分が得意とする歌と、音楽演奏を得
意とする人たちとで、音楽の力で地域を盛り上げられ
ないかと考えています。例えば、交流人口の多い那須
塩原駅前で、観光で訪れる人とそこで暮らす住人とを
結びつけるための市民参加型の音楽フェスを開催して
みたり、心を豊かにするために幼児向けに、音楽とお
話をコラボした企画を立ててみたり、地域に住む外国
の方々と音楽交流会をすることで国境を越えた音楽の
素晴らしさに気づいてもらったりと、音楽を通して人
と人との繋がり、また、人と地域との繋がりを強めて
いければと考えています。
　現代の社会は人と会うことが難しく、他人と関わる
ことが難しい世の中です。そんな今だからこそ、音楽
が役に立つと思います。誰もが楽しむことのできる音
楽。人と人とをつなぐパイプとなり、それを通して地
域を、そして世界を繋いでいきましょう。誰一人取り
残さない世界を創るために。

奨励賞

音楽から生まれる繋がり
那須塩原市立日新中学校　３年
岡　本　愛　花
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　「死ね」今の時代、テレビや普段の会話などの日常
的な生活でよく耳にする言葉だ。しかし、それらは、
一種の演出や冗談にすぎない。確かに僕もそこまで大
したイメージはもっていなかったと思う。今年の春ま
では…。
　今年の春、僕の母は永眠した。３年生に進級、約２
年間続けている部活もラストに差し掛かり、気分も高
まっている中、このような事態になるとは絶対に思い
もしなかった。父から電話で直接、「母が眠った」と
耳にした瞬間、何もかもが崩れ落ちたような気がした。
母ともう二度と言葉を交わすことができないと思うと、
悲しくて、辛くて、悔しくて。現実を理解していて
も、受け止めたくなくて。本当に様々な感情がこみ上
げてきた。それらに共通するたった一つの願い、それ
は、「母に会いたい。」その一言に限る。その日、父
は仕事、兄は部活ということで、母とずっと一緒にい
たのは僕一人だけであった。一番、母のそばにいた自
分がいち早く母の容態の変化に気づいていれば…。母
が助かった確率は０％ではなかっただろう。母の力に
なってあげられなかったこと、本当に今でも、悔やん
でも、悔やみきれない。また、それと同時に、何の変
哲もない普段の生活はとても幸せであったと気がつい
た。部活で疲れて帰宅すると温かい夕飯が待っている
こと、毎朝欠かさずに真っ白な体操着と靴下が準備さ
れていること、そして当たり前のように家族４人で暮
らせることなど、何気ない日々の中にも数えきれない
ほど多くの幸せが詰まっているということを身に染み
て感じた。
　しかし、そんな中、僕が立ち直るきっかけとなった
のは、周りの人々の存在だった。そんな中でも一番影
響力があったのは、「友達」だったと思う。母が亡く
なった２日後、気はのらなかったが、部活に参加して
みると、皆温かい雰囲気で迎えてくれた。いつまでも
話を聞いてくれたこと、一緒に走ってくれたこと、笑
わせてくれたこと、本当に今でも鮮明に覚えている。
そんな陸上部で活動できたからこそ、春季の大会で、
母と約束していた、「県大会出場」という夢を叶える
ことができたのだと感じている。「陸上部に入部して
本当に良かった。」そう心の底から思えた瞬間であっ
た。

　また、それ以外にも、本当に多くの人々に支えても
らったと思う。家族、親戚はもちろん、学校の先生方
や母の友達など多くの方々に助けてもらった。通夜の
際に幼馴染の親友が言ってくれた、「今までお世話に
なった分、これからは俺が助ける、俺ら全員で守って
いく。」という言葉、本当に今でも絶対に忘れられな
い。本人はもう記憶にないと思うけれど、僕にとって
はとても重要な一歩を踏み出す勇気に繋がった。本当
にありがとう。
　「命」とは、「人」と「人」を繋ぐものである。今
回の経験から学んだことだ。人は絶対に一人では生き
ていくことができない。多くの人の努力、支え、関
係があって初めて、「命」が成り立つ。そしてそ
の、「支える」「支えられる」という関係が「人」と
「人」の繋がりというものだ。実際に僕も、多くの人
との「繋がり」によって立ち直り成長できたと思う。
しかし、多くの人と繋がっている分、誰か一人の尊い
命が欠けるだけで、その「繋がり」のバランスが不安
定になる。つまり、「命」というものは、「自分が生
きるため」だけでなく、「人」と「人」を繋ぐ根本に
存在し、「誰かを支え、人と繋がるため」にあるもの
だということだ。そして、何気なく生きている「あな
た」も知らず知らずのうちに多くの人と繋がっている。
だからこそ、その繋がりを絶やさないためにも命は重
要である。そして今、こうして生きていること、それ
は本当に幸せで奇跡であると改めて感じてほしい。
　今回の出来事は本当に辛いものであった。しかし、
そこから多くのことを学び、成長することができた
と感じている。僕の最終的な主張、それは、「人」
と「人」の繋がりを大切にしてほしい、ということ
だ。「命」があるから繋がって、その繋がりが新しい
「命」を誕生させて…。そんな生命の連続が本当の
「生きる」ということだと考える。そして、一人でも
多くの人の「命」に対するイメージが変化し、「支
え合って生きていく世の中」になってほしい。最後に、
今まで本当に多くの愛情を注ぎ、こんなにも立派に心
と体を育ててくれた母に一生感謝し続け、天国でいつ
も見守っている母の「自慢の息子」を目指したい。そ
して、母のような優しさをもって人々と繋がり、母の
分まで精一杯生きていく。

奨励賞

「人」と「人」を繋ぐ「命」
小山市立小山第二中学校　３年
阿久津　　翼
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　皆さんは、「生まれつき」体に何か悪いところや気

になるところがありますか。

　私は、生まれたときから耳たぶの後ろに小さな穴が

開いています。「ろう孔」と呼ばれるもので、穴の奥

はトンネルのような細い管になっているそうです。痛

みなどは、特にありません。小さい頃は、「耳の後ろ

なんて誰も見ないだろう」と思っていたので、全く気

にしていませんでした。

　しかし、ある日、それに気づいた友達に驚いた声で

言われました。

「耳たぶどうしたの？何かあるよ？」

私は正直に、

「生まれつきある穴なんだ。」

と答えました。すると、彼女はとても悲しそうな顔を

して、こう言ったのです。

「かわいそうだね。」

その一言は、私にとって衝撃的でした。うまく言えま

せんが、すごく嫌な気持ちになったことをはっきりと

覚えています。

　その日から、私は耳たぶの穴を気にするようになり

ました。そのせいでしょうか。他の友達にも聞かれる

ことが増えました。その度に私は、「生まれつき」だ

と答え、友達は皆、悲しい顔をしました。そんなこと

が続くうち、これまで全く気にしていなかった「生ま

れつき」の穴が、どんどん嫌になってきました。仲の

よい友達に、お揃いでイヤリングを買おうと言われた

ことがありました。でも、私には一生付けられません。

私は耳の話をして、断ることしかできませんでした。

それを聞いた友達の悲しそうな顔…。見た私も、悲し

くてつらい気持ちになりました。

　そんなこともあり、ついに我慢できなくなった私は、

「みんなにはないのに、何で私だけ？」

と母を強く責めました。ただの八つ当たりでした。で

も、そんな私に母は、

「みんなにないものを持っている自分は、特別なんだ

と思いなさい。」

と優しく言ってくれました。受け入れることはできな

かったけれど、その時初めて、違う考え方もできるか

もしれないと思えました。

　中学生になり、たくさんの人に出会いました。仲の

よい友達もできた頃、

「耳、どうしたん？」

「やっぱり聞いてくるよな…」せっかく仲良くなれた

のに、また友達に悲しい顔をさせてしまうと思いまし

た。でも、私は正直に話しました。すると彼女は、

「いいんじゃない？自分って証拠で。」

と言ってくれたのです。びっくりしました。そんな風

に言ってもらえたのは、生まれて初めてでした。「生

まれつき」の自分を認めてもらえたようで、うれしく

なりました。それからは、誰に聞かれても、

「生まれつきあるんだよ。これ、私っていう証拠なん

だ。」

と笑顔で答えられるようになりました。すると、みん

なの反応も変わり、悲しい顔をする子は、一人もいな

くなりました。もしかしたら、みんなの顔が悲しく見

えたのは、私が自分を「かわいそうだ」と思っていた

せいだったのかもしれません。

　自分の「ふつう」が、みんなの当たり前だと思い込

んでいませんか。「かわいそう」と言われたあの日、

「人と違う私は、かわいそうなんだ。」という思いが

生まれました。でも、「自分の証拠」という友達の言

葉によって救われました。何気ない言葉が、相手に深

く何かを残すことがあるのです。私は、相手の支えに

なれるような言葉を話せる人でありたいと思います。

　今も、私の耳たぶの後ろには、小さい穴があります。

これから先も、イヤリングをすることはできないで

しょう。でも、今は、それが大事な「自分らしさ」だ

と知っているので、私はへっちゃらです。

奨励賞

自分らしさ
栃木市立大平南中学校　３年
前　原　亜　美
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　人生を歩くとは、一体どういうことなんだろう。そ

もそも、正しい人生の歩き方なんてものがあるのだろ

うか。僕だけでなく、ほとんどの人間達が日々悩みな

がら生きている。本当はそんなこと考えたって仕方な

いものなのかもしれない。しかし、僕なりの「人生の

歩き方」について記してみたい。

　生まれつきＡＳＤ（自閉スペクトラム症）とＡＤＨ

Ｄ（注意欠陥多動性障害）を持っていた僕は、小学生

の頃は特に周囲の環境に馴染めていなかった。そのた

め僕は小１から小４まで特別支援学級に入級していた

が、よくいじめに遭った。突然罵声を浴びせられたり、

嘘をつかれて困ったことが何度も何度もあった。彼ら

にとっては冗談のつもりだったのかもしれないが、僕

にはそうされる理由が全く分からなかった。

　同じ町内に引っ越して登校班が変わると、今度は違

ういじめが始まった。登校中、わざと足を引っかけら

れた。突然ランドセルをつかまれ、抵抗すると急に離

されて転ぶ。数え切れないほどの回数だった。一対一

のいじめは、やがて多人数対一のいじめになった。彼

らが僕をいじめながら笑っている表情は、皆一様に同

じだった。気味が悪かった。

　だんだん様子が違っていく僕に気づいた母親は、な

んとかいじめを食い止めようとしてくれた。大きない

じめは減っていったが、いじりのようなものは、６年

生の後半になるまで、一向に収まらなかった。

　嫌だった…自分がまるでこの世に必要とされていな

いかのようで、自分自身でも自分が嫌いだった。自殺

しようと思ったことも一度あった。僕の心は限界だっ

た。

　思い切って母に打ち明けた。「死んだ後はどうする

の？それこそ本当に何もなくなるよ。それでもいい

の？それでも本当に死にたいって思うの？」

　はっとした。考える間もなく無意識に「嫌だ。」と

いう言葉が零れ出ていた。

　精一杯生きよう。ただただ、自分を精一杯生きてい

こう、そう思った。発達障害だからとか、周りとは違

うからなんて、そんなことは関係ない。僕は僕の人生

を歩いていけばいい、そう思った。

　そう思った瞬間から、今まで苦しんできた日々は何

だったんだろうかと思うほど、生きることが楽しく

なった。すると、たくさん仲間も増えた。それだけで

も充分嬉しかった。僕は今も、そしてこれからも、こ

の思いを決して忘れず、歩み続けていくだろう。

　中学２年の時、一冊の本と出会った。池田晶子さん

の『14才からの哲学』という本だ。「自分とは誰か」

という章がとても印象に残った。「自分とは、この体

です。」「自分とは脳のことです。」「自分とは心の

ことです。」様々な意見があり、それぞれうなずける

部分がある。僕もずいぶん考えた。「自分」のどの部

分が「自分」と言えるのか。ずっと考えた。しかし、

これだという答えには至らなかった。

　やがてこう考えるようになった。「自分」とは「無

限の存在」なのだ。僕も、いや世界中の人たちも、

「無限の存在」なのだと。

　たとえ能力や個性がどんなに違っていたとしても、

どんなに重い障害を持って生まれてきたとしても、誰

もが無限の可能性を持った、尊い存在だと僕は思う。

　まずは自分を肯定しよう。僕は僕でいいんだ。ある

がままの僕で生きるんだ。そう思うことこそが大切な

んだ。

　僕と同じような人生を体験してきた人もいれば、僕

なんかよりずっと辛い人生を体験している人も、世の

中にはたくさんいるだろう。

　それでもなお、決して投げ出したりせずに考え続け

ることこそ、「自分らしく人生を歩くこと」なんだと

思う。そんな人達に少しでもこの思いが伝わってほし

いと、僕は願う。

奨励賞

人生の歩き方
壬生町立壬生中学校　３年
髙　月　光　明
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　「肌を隠していなさい」「決められた肉しか食べま

せん」「聖典を読み、礼拝や断食をします」……物心

ついた時から、私には「当たり前」のことでした。

　私は周りの人たちと少しだけ違う所があります。そ

れは、宗教です。私の家族はイスラム教を信仰してい

て、そこで定められた決まりに従って生活しています。

日本で、イスラム教を信仰している人は少ないです。

このような環境の中で日々の生活を送ることは、私に

とって少し大変で、少し面倒なことなのです。

　数年前まで、私は母と一緒に外出することが嫌でし

た。イスラム教の決まりでは、肌を露出しすぎないこ

とが定められており、女性は外出するときには、頭を

スカーフで覆わなければならないのです。私の母も、

外出するときにはいつもスカーフを被っていました。

宗教の決まりだから仕方がないと思いながらも、周り

の人と少し違う母と歩くことを、恥ずかしく思ってい

ました。誰よりも身近な存在である家族なのに……。

　他にも、私は周りの人たちと少しだけ違う所があり

ます。それは、食べ物です。宗教上禁止されているも

のがあり、学校での給食も食べられないことがありま

す。そんなときは給食の代わりに、お弁当を持ってい

きます。店で買い物をするときには、成分表を見て食

べられないものが入っていないかを確認して買います。

「何も気にせずに、食べたいものを食べたい」と思う

こともありました。

　こんな出来事があった時には、自分自身が周りの人

と何も違わなければよかったのにと思ってしまうこと

さえあります。

　しかし、そんな私の思いを変えてくれた人がいます。

それは、私の周りにいる多くの友人です。友人は、私

がお弁当を職員室に届ける時には一緒にきてくれ、宗

教の話をする時も、真剣に聞いてくれます。他の友達

と何も変わらないように接してくれます。そうやって

私を認めてくれる友人の存在が、私を勇気づけてくれ

たのです。周りの人と何も違わない人なんていない、

だから、自分をもっと大切にしたい、そう思えるよう

になり、今ではイスラム教を信仰していることを誇り

に思い、生活することができるようになりました。そ

して、どんな違いでも受け止めて、様々な人たちと手

を取り合っていける人になりたい、と考えるようにな

りました。

　違いはその人を表す個性です。一人一人違いがある

からこそ、その人の魅力が増すと思います。違いがな

かったらと考えると、誰でも同じ、誰でも変わらない

ということになります。違いを受け入れることは、簡

単なことではないこともわかっています。違いがあれ

ば意見がぶつかり、嫌な思いをしてしまうことがある

からです。社会に目を向けてみると、相手との違いを

受け入れられず、差別や嫌がらせが起き、争いにつな

がっています。そんな話を聞くたびに、私は「違い」

があることが当たり前の世の中を作ることが、平和へ

の第一歩になると考えるのです。

　様々な違いを抱えた人たちが、助け合って生きてい

くためには、自分の周りにいる人、一人一人の個性を

理解することが大切です。相手のことをよく知ろうと

努力し、しっかりと向き合って認め合っていけば、誰

もが心から幸せだと感じられる世の中になるはずです。

私は、これから生きる未来が、そうなることを期待し

ています。私一人だけの意識では、この世の中を変え

ることは難しいですが、私の周りからでも少しずつ変

えていきたいです。違いを越えた先に待っている、明

るい未来を信じて……。

奨励賞

違いを越えて
鹿沼市立北犬飼中学校　３年
カーン　スマイヤ
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　皆さんは今から約10年後の2030年の日本はどのよう
になっていると思いますか。私は24歳、夢を叶えて、
グローバルな企業で働いているはずです。
　国語の授業で、この課題に取り組んだことがありま
した。たくさんの資料を読み比べながら、2030年の未
来について考えました。そして、私は大きな疑問を持
ちました。それは、「人間らしさ」とは何かというこ
とです。
　これからは、科学技術が発達し、ＡＩによって世の
中が大きく変化していきます。少子高齢化や人口の減
少によって起こる問題の解決に向けて、様々な取り組
みが進んでいるそうです。自動運転車、農業ドローン、
工場で育てる野菜など、ＡＩを利用することで、より
効率的で健康的で安全安心な未来が来るのです。しか
し、人間が多くの時間をデジタル世界とつながって生
活するようになると人間らしさが失われていくのでは
と、心配になりました。失いたくない人間らしさとは
何なのでしょう。
　「お父さん、コロナ陽性だったらごめんね。」ＰＣ
Ｒの結果待ち、心臓のバクバクが止まりませんでした。
今年の６月、私は首のリンパが腫れ、入院することに
なりました。今まで病気らしい病気もしたことがなく、
まずは近所のかかりつけに行きましたが、そのまま大
きな病院の紹介状をもらったときは、身体が震えまし
た。入院するにはまずＰＣＲを、となったのです。
「心配ないよ。陽性だったとしても大丈夫。なんとか
なるよ。」
父の言葉に少し落ち着きを取り戻しました。
　結果は陰性だったのですが、39度の高熱が続きまし
た。大好きだったご飯を残してしまう日々。家族も面
会を許されず、一人きりで病室で過ごしました。この
まま熱が下がらなかったら、治らなかったら、悪いこ
とばかりが浮かんできます。今頃クラスの皆はどうし
ているのかな。もうすぐテストだけど、勉強大丈夫か
な。心細くて怖くて、それは初めて味わう「底なしの
不安」でした。

　やがて、熱が下がり、私は日常生活を取り戻しまし
た。そして、その後自分が大きく変わったことがあり
ました。それは、例えば、コロナに感染したという報
道を聞いても、自分のあの底なしの不安を思い出し、
大変だろうな辛いだろうなと受け止めるようになった
のです。以前の私でも、「かわいそう」と、寄り添っ
て受け止めてはいたと思います。でも、もっと実感を
伴って理解できるようになったのです。そうなると、
自分の言葉や態度も違ってきます。相手に対して、ど
んな言葉を掛け、どんなことをしたらよいのかが想像
できるようになってきたのです。人間に光と影の部分
があるとしたら、多分私は影の部分を自分の入院に
よって体験したのだろうと思います。影の部分である
底なしの不安をリアルに味わったのです。そして、こ
の影の部分を、相手にも思いやることができるように
なったのです。
　ＡＩが人間を追い越す日がもうすぐやってくるで
しょう。人間の行動パターンをたくさんたくさん覚え
込んで。人間の理想である光の部分は拡張されていく
はずです。そこに人間の影の部分は含まれるでしょう
か。不安や恐怖、悔しさ、怒りはどうでしょうか。
「人間は影の部分があるからこそ、光の部分を大切に
し、相手を思いやることができる。弱みをもっている
から人間は人間らしいのであり、優しくなれる。」こ
れが、人間らしさについての今の私の答えです。ＡＩ
は病気の判定はできるかもしれません。でも、それを
どんなふうに伝えるかは、やはり、人間の影の部分を
知り、それを思いやることの出来る人間にしかできな
いことなのではないでしょうか。私は、これからも人
間の影の部分に直面することがあるでしょう。しっか
り受け止めていきたいです。それを分かち合うことが、
人間らしさを失わないカギとなるからです。
　24歳の私、便利な世の中でも人間らしさを忘れてま
せんか。ＡＩと人間らしさがどちらも活躍するそんな
世の中を作っていますか。

奨励賞

2030年の日本へ、私へ
さくら市立喜連川中学校　３年
村　上　智永里
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　「あ～だるい。頭が重い。動きたくない。」
　また、朝が来た。部屋の扉の向こう側から、母の声
が聞こえる。
　「今日は、どうするの？学校行けるの？」
　「無理。行かない。」
　布団を頭からかぶりつぶやくように返事をする。毎
朝、この繰り返し。これが、１年半前の私でした。
　私たち中学生は、心身ともに子どもから大人へと変
化していく思春期を生きています。この誰もが経験す
る思春期に起こりえるのが「不登校」です。何らかの
事情や理由で、精神的・肉体的に辛くなり登校できな
くなってしまうのです。不登校の生徒は、日本中で、
現在15万人以上いると言われています。
　私は、１年生の秋から学校に行けなくなりました。
特に、誰かからいじめられたとか、嫌がらせを受けた
ということはありません。その当時のクラスメイトと
の間に少し「感覚のずれ」を感じるようになったこと
がきっかけでした。そして、クラスでの居心地が悪く
なり、気が付けば学校を休むようになりました。学校
に行かなければ、と頭では分かっていても、気持ちが
前を向かず、体が動いてくれないのです。
　学校に行かなくなり、一日中自宅にいる時は、ずっ
と暗闇の中をさまよっているようでした。毎日、ゲー
ムをし、ユーチューブを観て時間を過ごす。昼食は、
母が作っておいてくれた物を食べる。そして、眠く
なれば眠りにつく。気が付くともう夕方。夕食だけは
家族と食べるものの、両親は、私を気遣っているのか、
学校のことについて話しかけてはこない。会話という
ほどの会話もない。そして、12時になったら寝る。そ
の繰り返しの日々でした。周りから見ると、自由気ま
まに楽しんでいるように見えてしまうかもしれません
が、何の生産性もない無味乾燥な毎日に、いつしか私
の胸は張り裂けそうなほどの苦しみを抱えるようにな
りました。こんな辛くて苦しいのなら、いっそのこと
自分なんか・・・とまで考えるようになっていました。
　そんなどん底にいる自分をたくさんの人が助けよう
としてくれました。学校の先生や家族、カウンセラー
の先生。その中でも一番面倒をかけたにも関わらず、
支え、助けてくれたのが、両親でした。母は、不登
校になった私を責めることは一度もありませんでした。

母は、いつでも「大丈夫だよ。」と何度も私に声をか
けてくれました。その一言で、私の心がどれだけ救わ
れたことか。
　そんな両親の勧めで、カウンセリングのために訪れ
た、ある病院の小児科の先生は、批判めいたことは何
も言わず、私の話を親身に聞いてくれたのです。話を
聞いてもらう、ただそれだけで、どれだけ心が軽く
なったことか・・・。
　何度かカウンセリングを受けていくうちに少しずつ
前向きな気持ちが芽生え、私は町の教育支援センター
に通うことができるようになりました。そこでは、私
と同じように学校に通うことができない小学生や中学
生と一緒に、勉強したり、スポーツをしたり、遊んだ
りして過ごしました。彼らと関わるうちに、人と関わ
ることの恐怖心が次第になくなっていき、あれ程人と
話すことが苦手だった私が支援センターの中でおしゃ
べりな人間になっていたのです。そして、どうすれば
うまく人とコミュニケーションがとれるのかが分かる
ようになりました。
　その方法は、「相手に微笑みかけること」です。い
きなり話しかけるのは、難しくても、相手の方を向い
て口角をあげるだけで、自分も相手も少し互いの距離
を縮められたような気になるのです。「自分はあなた
に敵意はないよ。仲良くしたいと思っているよ。」と
伝えることが大事なのです。
　自分なりに見つけた方法で、今では学校に行くこと
が当たり前になり、友達も増えて楽しく学校生活を
送っています。
　しかし、私のように、周りの支えがあり、運良く学
校に行けるようになる人は多くありません。なかなか
本音を話せずに、自分でもどうすればよいのか分から
ずに悩み続けている人もたくさんいると思います。も
し、あなたの近くに、そんな人がいたら、耳を傾けて
あげてください。ただ話を聞いてくれるだけでいいの
です。すぐに解決はしないかもしれませんが、あなた
が話を聞いてくれるだけで少しずつ前を向く力が湧い
てくるのです。話を聞いてもらえるだけで、救われる
人がたくさんいるのです。みなさん、少しだけ、話を
聞いてくれませんか。

奨励賞

話を聞いて
芳賀町立芳賀中学校　３年
塩　澤　昊　季



― 15 ―

　私には、祖母との忘れられない思い出があります。
私は現在、両親と兄、母方の祖母と祖父、母方の曾祖
母、そして身体障がい者である叔父の８人で暮らして
います。叔父は、身体障がいがあるため、車いすで生
活を送っています。また、知的障がいもあわせ持って
います。そんな叔父をいつも支えているのは祖母です。
　私が小学校高学年の頃、学校から家に帰ると、ちょ
うどデイサービスに通っている叔父の帰宅の時間と重
なったことがありました。その時、叔父の車いすを押
していた祖母に話しかけましたが、祖母は全く反応せ
ず、まるで私のことを知らないかのように、すぐに家
の中へと入ってしまいました。当時の私は、それがと
ても不思議で仕方ありませんでした。後から祖母に、
その時の行動の理由を尋ねてみました。すると、祖母
は少し申し訳なさそうにこう言いました。
　「怜那は大丈夫かもしれないけれど友達は嫌がるで
しょう？」
　私は言われたその言葉の意味が分かりませんでした。
そこで、母に祖母とのやりとりを話してみると、言葉
の真意が分かりました。それは、母が学生の頃のこと
です。叔父の姿を見た母の友達に、「叔父の病気がう
つるから」と言われ、母はいじめられたことがあった
そうです。その時から、祖母は今まで、周囲に対して
何倍も気を遣い、大切な家族である叔父を隠さなけれ
ばならないかのように生活を送ってきたのだというこ
とを理解しました。
　しかし私は、本当に叔父のような車いすに乗ってい
るというだけで、障がいをもっているというだけで、
他の人は嫌だと思うのかが信じられませんでした。だ
から、私は友人に
　「車いすに乗っている人や、障がいをもっている人
のことをどう思う？」
　と聞いてみました。友人の答えは、
　「少し、怖い。」
　というものでした。本当はそこで、「何が怖い
の？」「どこが怖いの？」と具体的に聞くことで、友
達の障がい者の方に対するイメージを変えることがで
きたのかもしれません。しかし、当時の私は、その先
の友達の言葉に家族である叔父のことを悪く言われて
しまうような気がして、それがとても怖くて、聞くこ

とができませんでした。
　私は叔父の姿を近くで見ていたため、車いすに乗っ
ているというだけで、私たちと何も変わらないと思っ
ていました。障がいのある人のそれは、その人の個性
の一部なのだと思っていたのです。しかし、友達の言
葉を聞き、そうは思わない人がいるという事実を知り
ました。実際に、障がい者の方に対する偏見や差別か
ら痛ましい事件が起きてしまったこともあります。自
分の家族が障がいを持っていることを恥じてしまう人
や隠す人もいます。
　私の叔父は車いすに乗っています。でも、私の叔父
は、ただ少しだけ不便なことが私たちより多くあるだ
けです。叔父が車いすを使うということは、私たち中
学生が登校のために自転車を使うことと同じです。大
変だから自分で便利なものを使うよう工夫をしている
だけです。それはいたって普通のことではないでしょ
うか。自分の力ではどうすることもできなくて困って
いる叔父の車いすを押す祖母は、周囲に気を遣わなけ
ればならないのでしょうか。障がいを持っている叔父
と、その背を支える祖母は、誰かの目から隠れるよう
に生きなければならないのでしょうか。私たち家族は、
障がいを抱えている叔父がいるからといって、決して
不幸でも、恥ずかしくも可哀想でもありません。むし
ろ、みんなで助け合いながら支え合って生活を送るこ
とができる毎日が、とても楽しくて、とても幸せです。
叔父のことを献身的に支え、私たちにも優しく接して
くれる祖母は、私にとって尊敬すべき大人であり、私
の憧れでもあります。
　今回の出来事を通して、障がいをもっている方や
持っていない方、身近に障がいを抱えている家族がい
る方、それぞれの立場での捉え方が異なることを改
めて知りました。現代の社会には、ほんの僅かな考え
方の違いや価値観の違いで、なかなか解決に至ること
のできない差別がまだまだ多くあります。そうした一
つ一つの問題と向き合い、自分に何が出来るかを考え、
見つけていきたいと思います。この社会で、誰もが自
分らしく過ごすことができるようになるために。

奨励賞

誰もが自分らしくいられる社会に
県立宇都宮東高等学校附属中学校　３年
川　永　怜　那



― 16 ―

　青、赤、黄色。目の前に広がる色とりどりの折り鶴

に息をのみ、私は思わず「これしかない。」とつぶや

いていました。

　昨年の冬、世界中を恐怖に陥れた新型コロナウイル

ス。初めはニュースで報じられているだけの、自分に

は関係ない遠い世界の出来事でした。ところが、その

驚異は徐々に私から日常を奪っていったのです。学校

に通えなくなり、友達に会えなくなり、大好きな水泳

さえもできなくなりました。大好きなものを次々と奪

われた私の生活は、驚くほど無機質なものとなってい

きました。

　そんなある日、母の友人から病院の現状について話

を聞きました。医療従事者の生の声を聞き、緊迫感が

手に取るように伝わってきました。また、医師や看

護師が抱える精神的な負担が問題となっていること

を知り、心が痛みました。無機質なものであるとはい

え、今の私の生活があるのは、死と隣り合わせの現場

で、命がけで働いてくださっている医療従事者の方々

のおかげであるのだと改めて実感しました。その瞬間、

私の中に、医療従事者の方々への感謝の気持ちを伝え

たい、いや絶対に伝えようという強い気持ちがわき上

がってきました。

　しかし、医療従事者の方々に感謝を伝えることは、

想像以上に難しいものでした。何をしたら良いのか、

私にできることは何なのか……。たくさんの迷いと、

ただ思っているだけで実行に移せないでいる自分に対

する焦りばかりが大きくなっていきました。そんなと

き、私の目に飛び込んできたのが、スーパーに展示さ

れた千羽鶴だったのです。地域の人々が作った折り鶴

を集めて展示することで、医療従事者の方々へ感謝の

気持ちを表現していたのです。折り鶴の一羽一羽から、

折った人たちの温かい気持ちが伝わってくるようでし

た。このような取組に賛同し、参加する人がたくさん

いることに、私の胸は熱くなりました。そして思わず

「これしかない。」とつぶやいてしまったのです。私

と同じ気持ちをもつ人がいたことが何よりも強い支え

となり、自分の考えに自信をもつことができました。

　この出来事に背中を押されるように、ついに私は行

動を起こしました。生徒副会長として、全校生徒を巻

き込んだ「千羽鶴プロジェクト」の提案です。ここで

も私の心の中では葛藤がありました。この忙しい時期

に協力は得られるだろうか、面倒くさいと思われない

だろうか……。しかし、思っているだけでは何も伝わ

りません。どんな結果になっても、とにかく実行に移

すことが大切だと気持ちを切り替えました。折り鶴の

折り方を説明する動画を作り、材料をそろえ、何度も

話合いを重ね、プロジェクトを企画しました。そして

私たちの強い思いは全校生徒に伝わり、千羽以上の折

り鶴が集められました。３ケ月もの時間をかけて、よ

うやく千羽鶴が完成したときの感動は忘れられません。

数々の不安や苦労を乗り越えて作った千羽鶴。一羽一

羽に、生徒一人一人の思いが込められていることに喜

びを感じました。そして何よりうれしかったのは、こ

の千羽鶴を直接医療機関に届けられたことです。近隣

の病院を訪れ、院長先生と師長さんに、千羽鶴ととも

に感謝の気持ちを直接伝えることができたのです。院

長先生は、「皆さんのような思いをもつ若い人がいる

だけでも私たちは救われます。」と言葉をかけてくだ

さいました。私の思いが報われた瞬間でした。

　私を奮い立たせた「千羽鶴プロジェクト」。無機質

な生活に彩りを与えてくれた院長先生の一言。始まり

は遠い世界での出来事でした。しかし、それを身近な

問題として考え、自分にできることを必死に探し、実

現することができました。そして、それが自分の自信

につながりました。これからも世界の出来事に目を向

け、自分にできることに力を尽くしていきたいです。

そこに明るい未来があることを信じて。

奨励賞

千羽鶴に思いをのせて
那須塩原市立黒磯北中学校　３年
益　子　奈　々
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　目の前にある美味しそうな温かいご飯。手を合わせ

て「いただきます」。お腹いっぱい食べて「ごちそう

さま」。この言葉の意味は何だろう。

　私が学校でよく見る光景。先生が「ご飯余っている

よ、誰か食べて。」という。けれど、ご飯の入ってい

るコンテナが空っぽになる日は少ない。空っぽになっ

た日もよく見ると、たくさんのご飯粒がコンテナにへ

ばりついている。私はこの光景を見ると、心がギュッ

と締め付けられる。

　私のおじいちゃんは農家。84歳になった今日も、腰

や足の痛みにも負けず、心を込めてお米を育ててい

る。私がまだ小さい頃の春、そこには小さな、小さな

稲の芽が生えていた。あんなに小さかったのに、秋頃

になると、私の背を追い越す位に大きく育つ。おじい

ちゃんの愛情は、お米にだって伝わる。だから、それ

を知っている私は、学校で残されているお米を見ると、

どうしてもおじいちゃんの顔が思い浮かび、胸が張り

裂けるような思いになる。

　2030年までに持続可能でより良い世界を目指すため

に決められたＳＤＧｓ。その２番「飢餓をゼロに」。

世界には、ご飯が食べたくても食べられない人が、

８億４千万人以上いるという。こうした国際目標があ

るのにも関わらず、日本では近年「大食い」が流行っ

ている。お金を払っているからと、安易に食べ物を無

駄にしていいのだろうか。もしこれが、世界の困って

いる人のご飯だったのなら。中国では今年「反食品浪

費法」という食べ物の無駄を取り締まる法律が制定さ

れた。「大切な『命』をいただいている。」「私たち

が毎日おいしいご飯を食べられるのは、当たり前のこ

とではない。」という意識が、中国では法律によって

高められつつある。日本の食品ロスは年間約602万ト

ン。これは日本の米収穫量の約850万トンに追いつき

そうな量だ。今日の日本には「食べる」ことが、決し

て当たり前のことではない、という意識があまり感じ

られない。私たちは、豊かな生活の中で、命をいただ

いている有難さを忘れてしまっているのではないだろ

うか。

　だから私は思う。「命」を、適当に扱わないで。

「命」をもっと、大切にいただいて。

　そこには、食物を大切に育ててくださった農家の方

の愛情と、生物たちの、かけがえのない命が、溢れん

ばかりに詰まっている。私たちがいただいているのは、

昨日まで、同じ地球で生きていた命だ。だから、「食

べる」ということを、楽観視しないで。当たり前のこ

とだと考えないで。

　では、今私が出来ることは何だろう。例えば、捨て

てしまいがちな大根の葉っぱ、食べてみよう。スー

パーで、期限が先のものを買いがちだけど、期限の近

いものを買おう。注文するときは、食べ切れる分だけ

にしよう。

　「いただきます」と「ごちそうさま」。この言葉の

意味は何だろう。それは、愛情と命が私たちの生きる

パワーになっていることを気づかせてくれる、感謝の

言葉。地球にいる全ての人が、美味しい、温かいご飯

を食べられる日が、一日でも早く訪れることを願いな

がら、私は今日も、心を込めて「いただきます」と

「ごちそうさま」を言おう。

奨励賞

「いただきます」と「ごちそうさま」
宇都宮市立瑞穂野中学校　３年
林　田　結　衣



― 18 ―

　私の家族は、祖父、父、母、私の４人家族だ。母は

体が弱いため、私が幼い頃から入退院を繰り返してい

る。最近、母が腎臓の病気を患って１ケ月間入院して

いた。その間、私は家の家事を父と一緒にしなければ

ならなかった。父が仕事で家にいない間は、私一人に

家事の全てが任されていた。２階で洗濯物をたたんで

いると、１階から祖父が私のことを呼ぶ声がする。急

いで行くと、なにやらお風呂の入れ方が分からないら

しい。つい昨日も同じことがあった。そう。祖父は認

知症なのだ。私は祖父からたくさんのことを教わった

が、その記憶は祖父にはもう残っていない。私が小学

５年生の秋頃に認知症になった。学校の認知症講習会

で教わったとおり、優しく接しようと努力している。

　母の入院中、私は多くのことを学んだが、辛いこと

もいくつもあった。父の夜勤が続いたある日、いっそ

のこと、もう全てを投げ出してしまいたいと思い、ベ

ランダをのぞき込んだ。しかし、辛くて苦しいという

気持ちよりも恐怖が勝った。母に早く会いたいと思っ

た。

　そんな私の心の支えになったのは、友人の存在だっ

た。家に母がいない私を気遣って、一緒に水着を買い

に行ってくれたり、温かい言葉をかけてくれたりした。

助けを求めた訳でもないのに寄り添ってくれた友人の

存在に、大きな勇気をもらった。私はなんとか、母の

退院まで踏ん張ることができた。

　もう一つ、忘れられない出来事がある。それは２年

前の10月、台風19号により、各地で洪水が起こったと

きのことだ。私の住む地域でも浸水被害を受けた家は

多く、伯祖父もそうだった。伯祖父の家では、家の中

にまで水が入り、私は父と一緒に片付けの手伝いに

行った。水のしみ込んだ重い畳を父と一緒に運び、濡

れた床を雑巾で拭いたが、なかなか拭き取れなかった。

ショックを受けている伯祖父のために、何かできるこ

とはないかと思ったが、台風の被害の大きさを感じる

と共に、私は自分の無力さを感じずにはいられなかっ

た。市内では断水も続き、私たちはこのままどうなる

のだろうと不安でいっぱいだった。

　そんなとき、自衛隊の方々が給水をしていることを

知り、飲むための水にさえ困っていた私たちは家で待

つ家族のためにそこに並んだ。自分のことだけで精一

杯だった。やっと自分の順番になったときに、自衛隊

の方は優しく、「大変だね」と声をかけてくれ、その

一言に私はようやく安心したのを覚えている。

　思えば私は、たくさんの人に支えられてきた。また、

いざという時には支えてくれる社会の仕組みもあるこ

とを知った。人を支える。それは私にとって人生の目

標となった。

　今は、新型コロナウイルス感染症の影響で、世界中

の人々が先が見えずに苦しんでいる。医療現場で働く

人々や飲食店を経営する人たち。見えないウイルスへ

の恐怖。自粛を求められている私たち。みんなが不安

の中で暮らしている。正解も方法もない、こんな今だ

からこそ、この不安な気持ちを誰もがもっていること

を想像して行動しなければならない。

　私はあの台風の出来事をきっかけに、自衛隊に憧れ

るようになった。自衛隊の仕事はとても過酷だとして

も、人のために働けるという誇りをもって、たくさん

の人の力になりたい。自衛官になるためには、優しさ

だけではなく勇気も必要だと思う。それらを身に付け

て、人を助けていきたい。

　人は一人では生きていけない。苦しいときこそ人は

つながって、助け合えるはずだ。困っている人はいな

いか、辛い思いをしている人はいないか、想像する気

持ちと行動する勇気をもって、生きていきたい。私が

救える人々のために。

奨励賞

私が救える人々のために
那須烏山市立烏山中学校　３年
髙　野　由　奈
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　近年、「ジェンダーレス」という言葉を耳にする機
会が増えた。ジェンダーレスとは、生物学的な性差を
前提とした社会的、文化的性差をなくそうとする考え
方を意味する言葉である。
　以前学校の授業中、一人のクラスメイトから、担任
の先生に質問が上がった。
「真ん中の人は、どうするのですか。」
すると先生は
「そうね、じゃあ男と女の間の所に丸をつけて下さ
い。」
私は、このスマートなやりとりに、そこまで違和感を
覚えることはなく、クラス内では多少の笑いが起こっ
たが、特別疑問を感じた人はいなかったように思え
た。これは、学校でアンケート用紙が配られた時の、
性別記入欄の書き方での質問だった。質問者のクラス
メイトがどういった思いで聞きたかったのか、わから
なかったが、その奥深い理由をクラスの誰一人として、
問う者はいなかった。その質問者がクラス内でも明る
く、人気者だったので、わざわざ性別の確認をする必
要など、どこにもなかった。
　今年４月、私は中学３年生になった。進学を考える
私は、いわゆる「受験生」となったわけだ。受験への
意識は、自分を含め周りの友人達も少しずつ高くなっ
ていくのを感じている。そんな中、私が目にしたのは、
都立高校入試の「男女別定員制」というニュースだっ
た。内容は、驚くべきもので、私はテレビに釘付けに
なった。それは、「都立高校は男子と女子で合格基準
が違い、女子のほうが点数を多くとらないと同じ学校
に入れない。」というものだった。前年の情報を元に
した合格基準予想の数値を知り、愕然とした。ある高
校では、男女で40点もの差があったからだ。私は高校
入試に向け日々勉強に努力をしている。今は模擬テス
トを受ける段階だが、本番の入試に向け、毎回１点
１点を大切に、集中してテストに臨んでいる。１点の
差で、総合順位は大きく変わってしまうからだ。しか
し、女子である私は、この方法で採点されたら、まず
40点を取ってから、やっと男子と同じスタートライン
に立てることになる。これでは、何とも言えない怒り
と男子に生まれたかったという感情すら込み上げてく
る。どんな理由があっても、公平であるべき試験を性
別でふるいにかけるようなことは、あってはならない。
　反対に、祖父との会話中に『あれ、女性って得して
るんじゃないの』と思うことがあり、複雑な気持ちに

なった。私が祖父と、外食について話していると、祖
父が
「女性はレディース御膳があっていいね。安くて色々
な美味しい料理が食べられて。おじいちゃんも、レ
ディース御膳食べたいなぁ。」と言い、私は嬉しく
なった。注文をするしないに関わらず、女性限定の
サービスを受けられるお得感にワクワクした。でも、
男性は本当に注文できないのか知りたくなった。調べ
てみると、お店によっては注文できることが分かった。
けれど、果たして「レディース」とわざわざメニュー
に書いてあるのに、注文する男性はいるのだろうか。
祖父に尋ねてみると、
「いや、いくら注文できるとしても、少し勇気がいる
よ。」
と答えた。確かに、メンズ御膳が有ったとしても、私
も勇気を振り絞らなければ、注文は難しそうだ。さら
に、男性にも女性にも属さない人は、この注文につい
て、どのように感じるのだろう。私や祖父の考えと同
じようになるのではないか。性別で振り分けられてし
まっていることや、自分の性別がはっきりと明記され
ていないことで、一歩引いてしまうのではないか。ど
の性別の人でも、とり立てて分けられることが、生活
のしづらさに繋がっているように思えて仕方がない。
　私の通う学校では、私達の世代を節目とし、新しい
制服になった。男女の性差が取り除かれた、まさに
「ジェンダーレスの制服」と言えるだろう。このよう
な取り組みはさまざまな学校で始まってきている。し
かし、現在社会において、性別による差別はまだまだ
存在している。そして、性別により、自分の立場や条
件が良いことを理由に、つい公平、不公平さに目を向
けなくなってしまう一面もある。だからこそ、性別と
いう、型にはめてはいけない。一人ひとりが性差に対
し、自分のことに置き換えて暮らしていくことが重要
だ。
　そして最後に、私は誰もが勇気を持たずに「レ
ディース御膳」を注文できる日が来ることを願ってい
る。あえてメニュー名を変える必要なんてない。変わ
るべきなのは、私達だから。

奨励賞

レディース御膳は変わらない
足利市立西中学校　３年
田　村　柑　南
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　審査委員を代表いたしまして、講評を申し上げます。
　今年度の本大会は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、地区大会は書面審査となり、聴衆の
前で実際に発表するのは初めてだった方が多いと思いますが、16名の発表者の皆さんの発表の態度や
声の出し方、表現、そして人となりが表れた主張は大変立派でした。審査にあたっては甲乙つけがた
く、審査員一同大いに悩み、最終的には入賞者を決定いたしましたが、本当にわずかな差でありまし
た。
　当日は、立派な会場で、身近なご家族や先生を目の前にして、緊張したことと思いますが、全ての
発表者が、自分の主張をしっかりと聴衆に伝えようと真摯な態度で臨んでいました。
　そのような中、最優秀賞の石田真愛さんは、中国人の母親との関わりを通して、異なる国の人々の
思いを理解し伝える「温かみのあるＡＩ（人工知能）」の開発に携わり、日本と世界をつなぐ架け橋
となりたいという夢を持ったことを力強く述べ、たくさんの共感を得ました。
　優秀賞の篠田千夏さんは、医療従事者である母親の「大変なことは分け合わないと」という言葉で
自分の考え方を振り返り、家族の立場に立って考える人になりたいという決意を述べました。同じく
優秀賞の近澤愛姫さんは、クロスドレッサーを自認し、誰かの普通が他の人の普通を否定したり､傷付
けたりしない社会を実現したいという思いを訴えました。同じく優秀賞の中村双葉さんは、学校での
学びをきっかけとして、それぞれの場で性別を感じることなく「女性も活躍できる社会」を実現する
ことについて真剣に考えました。
　このほかの皆さんもそれぞれが大変立派な発表で、私たちに感動を与えてくれました。ありがとう
ございました。
　今年の夏は、オリンピック・パラリンピックが日本で行われました。私は、コロナ禍のため最良の
練習環境が整わない中でも、目標に向かって自分の課題を克服しようと努力してきた選手たちの姿に
心を打たれました。この少年の主張大会でも、令和３年の今、中学生として生活する日常の中で体験
したり、見聞きしたりしたことから問いを見いだし、主体的に立ち向かおうとする思いを、中学生ら
しい鋭い感性で力強く表現してくださった発表者の皆さんの姿と言葉に感銘を受けました。皆さんに
は、本県の次代を担う青少年の代表として、今後も豊かな感性、広い視野、そして私はどうしたいか
という展望を具体的に主張する勇気と行動力を持ち続け、様々な方面で、より一層活躍されることを
期待しております。
　最後になりましたが、本大会開催にご尽力くださった関係者の皆様、生徒を温かく応援してくだ
さったご家族の皆様、そして地区予選も含めて、お忙しい中、生徒へきめ細かにご指導くださいまし
た各学校の先生方に心より感謝申し上げまして、講評といたします。

第44回少年の主張県大会審査委員（敬称略）
栃木県市町村教育委員会連合会市教育長部会副会長（足利市教育委員会教育長）
栃木県中学校長会代表（宇都宮市立清原中学校校長） 
栃木県私立中学高等学校連合会理事（白鷗大学足利中学校校長）
栃木県教育委員会事務局義務教育課指導主事
栃木県教育委員会事務局生涯学習課社会教育主事
㈱下野新聞社報道センター長  
㈱とちぎテレビ役員待遇放送本部長
栃木県県民生活部人権・青少年男女参画課長
(公財)とちぎ未来づくり財団副理事長

須　藤　秀　幸
束　原　定　雄
髙　久　哲　史
高　橋　功　昌
菊　地　　　純
大　塚　順　一
須　藤　泰　志
中　村　陽　一
小　祝　章　二

講 評

審査委員長　宇都宮市立清原中学校

校長　束　原　定　雄
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●目　　　的　 県内の中学生が日常生活の中で感じていることや考えていることを発表することにより、
若者としての誇りと自主性を育てるとともに、広く社会に訴えることにより、同世代の
少年の意識の啓発及び青少年の健全育成に対する大人の理解と関心を深めることを目的
とする。

●発 表 内 容　発表内容は、概ね次の各号のいずれかに該当し、心からの思いや考えたこと、感銘を受
けたことなどを、少年らしい自由でユニークな発想と飾り気のない言葉でまとめたもの
とする。

　　　　　　　　⑴　社会や世界に向けての意見、未来への希望や提案など。
　　　　　　　　⑵　家庭、学校生活、社会（地域活動）又は身の回りや友だちとの関わりなど。
　　　　　　　　⑶　 テレビや新聞などで報道されている少年の問題行動、大人や社会のさまざまな
　　　　　　　　　　出来事に対する意見や感想、提言など。

●実　施　日　令和 3年 ９月18日（土）　午後 1時30分　開会

●会　　　場　栃木県総合文化センター　サブホール

●主　　　催   栃木県青少年育成県民会議((公財)とちぎ未来づくり財団)・栃木県・栃木県教育委員会　
独立行政法人国立青少年教育振興機構

●共　　　催　栃木県更生保護女性連盟
●後　　　援   栃木県中学校長会・栃木県ＰＴＡ連合会・(一社)栃木県子ども会連合会・ＮＨＫ宇都宮

放送局・㈱下野新聞社・㈱栃木放送・㈱エフエム栃木・㈱とちぎテレビ

●発　表　者  発表者は、 8つの地区で下記の表により代表を選出する。   

前年度の各地区応募校数 各地区代表者
1～15　校 1名
16～25　校 2名
26校以上 3名

                            
●審 査 委 員　審査委員は、次の関係行政機関及び団体等から推薦のあった ９名に委嘱する。
　　　　　　　・栃木県市町村教育委員会連合会　　　　・栃木県中学校長会
            　　　・栃木県私立中学高等学校連合会　　　　・栃木県教育委員会事務局義務教育課
            　　　・栃木県教育委員会事務局生涯学習課　　・㈱下野新聞社
            　　　・㈱とちぎテレビ　　　　　　　　　　　・栃木県県民生活部人権・青少年男女参画課
            　　　・栃木県青少年育成県民会議（(公財)とちぎ未来づくり財団）

●表　彰　等　⑴　最優秀賞　（栃木県知事賞）１名（全国大会に推薦）
         　　　　⑵　優 秀 賞　（栃木県教育委員会教育長賞） 3名
        　　　　 ⑶　奨 励 賞　（栃木県青少年育成県民会議理事長賞）12名

大 会 の 概 要
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●審 査 基 準　 1　採点について
　　　　　　　　　　100点を満点とし、その配点は次による。
　　　　　　　　　　⑴　論旨・内容   70点　　　⑵　論調・表現　 30点
　　　　　　　 2　採点上の観点、留意点
　　　　　　　　　　⑴　論旨・内容（事前審査　70点）
　　　　　　　　　　　　ア　中学生らしい鋭い感性で、新鮮な主張であるか。
　　　　　　　　　　　　イ　新しい情報や視点があるか。
　　　　　　　　　　　　ウ　個人の体験にとどまらず、一般性・社会性があるか。
　　　　　　　　　　　　エ　提案や提言を実現・実践する意欲が感じられるか。
　　　　　　　　　　　　オ　論旨が一貫し、構成がしっかりしているか。
　　　　　　　　　　⑵　論調・表現（当日審査　30点）
　　　　　　　　　　　　ア　話しぶりに熱意と迫力があるか。
　　　　　　　　　　　　イ　主張の内容が聴衆に共感と感銘を与えているか。
　　　　　　　　　　　　ウ　説得力のある話し方であるか。
　　　　　　　　　　　　エ　落ち着いて、話していたか。

　　　　　　　 3　発表時間の過不足による減点
　　　　　　　　　　持ち時間 5分に対して 1分以上の過不足があった場合は、
　　　　　　　　　　「論調・表現」の内 2点を減点する。

（補足）
・事前の作文による審査を「論旨・内容」の審査とし､当日の審査は、原則として「論調・表現」の
　３０点を加えるのみとする。
・入賞者は審査委員会の協議により決定する。
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県大会の様子

開会式（主催者あいさつ）

最優秀賞
鹿沼市立東中学校３年　石田　真愛さん

優秀賞
茂木町立茂木中学校３年　近澤　愛姫さん

審査委員会

優秀賞
佐野市立城東中学校３年　篠田　千夏さん

優秀賞
上三川町立上三川中学校３年　中村　双葉さん
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今 年 度 の 実 施 状 況

○地区大会： 県内を各健康福祉センターごとの８地区に分け、地区内に所在する各中学校が校内発表会等を
経て選出した学校代表者（各校１名）により実施する。

地　区 日　時 審査方法 応募者 発表者
学　年　内　訳

１年 ２年 ３年

河　宇 ８/19(木) 書面審査 1,981 30 0 0 30

上都賀 ８/30(月) 書面審査 2,710 25 0 4 21

芳　賀 ８/31(火) 書面審査 1,325 16 0 0 16

下都賀 ８/26(木) 書面審査 4,236 34 0 0 34

那　須 ９/９(木) 書面審査 593 21 0 0 21

安　足 ９/２(木) 書面審査 1,641 23 0 0 23

南那須 ９/１(水) 書面審査 448 4 0 0 4

塩　谷 ９/９(木) 書面審査 608 9 0 0 9

合　　計 13,542 162 0 4 158

○県大会：各地区大会において選出された地区代表者により実施する。

日　時 会　場 発表者
学　年　内　訳

１年 ２年 ３年

9/18㈯
13：30～

栃木県総合文化センター
サブホール 16 0 0 16

※ 今年は新型コロナウイルス対策のため、参加者は発表者本人とその保護者１名、引率教職員１名とした。
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こ れ ま で の 県 大 会
回数 開催日 会　　場 発表者数

地区大会
参加校数 応募者数

第 1回 昭和53年11月28日 宇都宮市立旭中学校 16
第 2 回 昭和54年10月 4 日 宇都宮市立陽北中学校 16 158
第 3 回 昭和55年 7 月2９日 栃木会館　小ホール 16
第 4 回 昭和56年 ９ 月22日 宇都宮市立旭中学校 16 164
第 5 回 昭和57年10月 1 日 宇都宮市立旭中学校 16 169
第 6 回 昭和58年10月 4 日 宇都宮市立陽西中学校 16 168
第 7 回 昭和5９年10月 4 日 宇都宮市立陽北中学校 16 171
第 8 回 昭和60年10月 3 日 宇都宮市立陽西中学校 16 171
第 ９ 回 昭和61年 ９ 月30日 宇都宮市立陽北中学校 16 173
第10回 昭和62年 ９ 月2９日 宇都宮市立陽西中学校 15 176
第11回 昭和63年 ９ 月2９日 宇都宮市立旭中学校 16 175
第12回 平成 1年 ９月27日 宇都宮市立陽北中学校 16 179
第13回 平成 2年 ９月26日 宇都宮市立陽西中学校 16 179
第14回 平成 3年 ９月26日 宇都宮市立旭中学校 16 181
第15回 平成 4年 ９月25日 宇都宮市立陽西中学校 16 182
第16回 平成 5年 ９月21日 宇都宮市立陽北中学校 16 186
第17回 平成 6年 ９月27日 宇都宮市立旭中学校 16 185
第18回 平成 7年 ９月26日 宇都宮市立陽西中学校 16
第1９回 平成 8年10月 1 日 宇都宮市立陽北中学校 16 183
第20回 平成 ９年10月30日 宇都宮市立旭中学校 16 185
第21回 平成10年 ９ 月25日 宇都宮市立陽西中学校 16 183
第22回 平成11年 ９ 月28日 宇都宮市立陽北中学校 16 182
第23回 平成12年10月 3 日 宇都宮市立旭中学校 16 183
第24回 平成13年10月 2 日 栃木県教育会館　大ホール 16 183
第25回 平成14年 ９ 月28日 とちぎ健康の森　講堂 16 182
第26回 平成15年 ９ 月20日 とちぎ青少年センター　多目的ホール 16 179
第27回 平成16年 ９ 月18日 とちぎ青少年センター　多目的ホール 16 178 24,978 
第28回 平成17年 ９ 月17日 とちぎ男女共同参画センター　パルティホール 16 173 26,872 
第2９回 平成18年 ９ 月16日 とちぎ男女共同参画センター　パルティホール 18 174 24,788 
第30回 平成1９年 ９ 月22日 とちぎ男女共同参画センター　パルティホール 17 172 21,497 
第31回 平成20年 ９ 月20日 とちぎ男女共同参画センター　パルティホール 18 172 21,160 
第32回 平成21年 ９ 月18日 とちぎ男女共同参画センター　パルティホール 18 173 22,013 
第33回 平成22年 ９ 月18日 とちぎ男女共同参画センター　パルティホール 18 166 19,909 
第34回 平成23年 ９ 月17日 とちぎ男女共同参画センター　パルティホール 17 169 20,961 
第35回 平成24年 ９ 月2９日 とちぎ男女共同参画センター　パルティホール 17 167 19,730 
第36回 平成25年 ９ 月21日 栃木県総合文化センター　サブホール 16 168 17,911 
第37回 平成26年 ９ 月27日 栃木県総合文化センター　サブホール 16 170 19,556 
第38回 平成27年 ９ 月1９日 栃木県総合文化センター　サブホール 16 170 19,356 
第3９回 平成28年 ９ 月24日 栃木県総合文化センター　サブホール 16 170 19,235 
第40回 平成2９年 ９ 月23日 栃木県総合文化センター　サブホール 16 167 18,966 
第41回 平成30年 ９ 月22日 栃木県総合文化センター　サブホール 16 165 16,705 
第42回 令和元年 ９月21日 宇都宮市文化会館　小ホール 16 165 15,549 
第43回 令和２年 ９月19日 栃木県総合文化センター　サブホール 16 161 12,140 
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県 大 会 歴 代 最 優 秀 賞
回数 中学校 学年 氏　　名 全国大会の記録
1 田沼町立西中学校 ３年 山　本　美奈子
2 塩谷町立大宮中学校 ３年 小　堀　芳　広 第１回全国大会　総理府総務庁長官賞受賞

3 宇都宮市立旭中学校 ３年 田　村　宏　治
4 栃木県立盲学校中等部 １年 潮　田　祐　子
5 佐野市立城東中学校 ３年 松　本　由紀子 第４回全国大会　内閣総理大臣賞受賞

6 宇都宮市立星が丘中学校 ３年 福　田　寿美江 第５回全国大会　総理府総務庁長官賞受賞

7 真岡市立真岡中学校 ３年 中　村　　　博
8 足利市立第二中学校 ３年 鈴　木　博　康
9 佐野市立北中学校 ３年 堤　　　裕美子
10 烏山町立境中学校 ３年 小　室　淳　子
11 黒磯市立厚崎中学校 ３年 市　川　真　紀
12 氏家町立氏家中学校 ３年 小　野　和　美
13 茂木町立須藤中学校 ３年 生　井　めぐみ
14 今市市立今市中学校 ３年 小　林　知　子
15 足利学園中学校 ３年 永　島　聖　子
16 矢板市立片岡中学校 ３年 小　林　俊　雅
17 作新学院中等部 ３年 高　内　めぐみ 第16回全国大会　総務庁長官賞受賞

18 矢板市立矢板中学校 ３年 大　串　美　雪
19 氏家町立氏家中学校 ３年 平　石　友　紀
20 南河内町立第二中学校 ３年 金　清　舞　子
21 黒磯市立高林中学校 ３年 飯　田　まりさ
22 西那須野町立西那須野中学校 ３年 松　林　朝　子 第21回全国大会　内閣総理大臣賞受賞

23 真岡市立中村中学校 ３年 深　野　志おり
24 宇都宮市立星が丘中学校 ３年 趙　　　韓　知
25 栃木市立東陽中学校 ３年 川　野　裕　佳
26 今市市立東原中学校 ３年 斎　藤　静　香
27 真岡市立真岡中学校 ３年 菱　沼　優　希 第26回全国大会　審査委員会特別賞受賞

28 馬頭町立馬頭東中学校 ３年 佐　藤　雅　俊
29 日光市立三依中学校 ２年 本　澤　理　沙 第28回全国大会　青少年育成国民会議会長奨励賞受賞

30 那珂川町立馬頭中学校 ３年 小　堀　美　香
31 佐野市立西中学校 ３年 上　岡　あかり
32 上三川町立明治中学校 ３年 菅　又　拓　実
33 茂木町立中川中学校 ３年 石　河　智　浩
34 那須町立那須中学校 ３年 高　久　瑠　光 第33回全国大会　奨励賞受賞

35 芳賀町立芳賀中学校 ３年 塘　内　エリカ
36 那須烏山市立烏山中学校 ３年 須　山　優　菜
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41 矢板市立泉中学校 ３年 神　立　千　星
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43 大田原市立金田北中学校 ３年 荒　井　千恵理 第42回全国大会 文部科学大臣賞
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〔参　考〕第43回少年の主張全国大会　～わたしの主張２０２１～
　　　　　令和３年１１月１日(月)～１1月３０日(火)　Web開催

全国大会内閣総理大臣賞

認め合うことの大切さ 岐阜県
養老町立高田中学校　3年
細　川　士　禾

　みなさん、もしあなたが、片腕のない人を見かけた
ら、どうしますか。声をかけますか。それとも、かけ
ませんか。もし、あなたがお子さんと一緒にいるとき
ならどうですか。「見ちゃだめだよ。」そんな声をか
けますか。僕の妹には、生まれつき片腕がありません。
そのことで、妹はたくさんの辛い思いをしてきました。
―「あの子、手がないよ。」
　今年の春、妹がある女の子から言われた一言です。
妹は、どうしていいか分からないと、戸惑いと悲しみ
の表情を浮かべ、僕たち家族の前でわんわんと泣いて
いました。その姿は今でも僕の目に焼き付いています。
それを見た母も、本当に苦しそうでした。まるで何も
してあげられない自分を責めるかのように、ただ泣い
ていました。そのときのことを思うと、胸がぎゅっと
締め付けられます。ただ、みなさんに知ってほしいこ
とは、妹は、このような経験を何度もしてきたという
ことです。
　そうした中、僕は自然と考えるようになっていまし
た。もし、自分が、逆の立場だったらどうするのだろ
うと。妹と同じように、片腕がない人がいたら、足が
ない人がいたら…、僕はどうするのだろうと。
　きっと、「見てしまう」と思います。なぜでしょう
か。答えは簡単です。「自分と違うから」です。時に、
「違う」ことは、問題を引き起こす原因にもなり得ま
す。しかし、「違う」と認識すること、これは、差別
なのでしょうか。そもそも今年の春、妹の手がないと
言った女の子。彼女に、相手を苦しめようとする意志
はあったのでしょうか。きっと答えは、「NO」です。
　僕は思います！僕たちはいつからか、「差別をしな
いこと」＝「何もしないこと」、ひいては、「目を背
けること」だと、大きな勘違いをしているのではない
かと。冒頭で話した「見ちゃダメだよ」という発言も、
このような勘違いから生まれた言葉じゃないでしょう
か。
　違いを認識し、見て見ぬふりをすること、そして、
何もしようとしないこと、これこそが、大きな問題だ

と、僕は思うのです。なぜなら、僕たち人間は、違い
を知るからこそ、その先のことを考えることができる
はずだからです。
　それから僕は、妹にかける言葉が変わりました。
　「見られるのは当たり前だよ。だってさ、自分と違
うんだから。」聞いた妹は、少しきょとんとして、僕
の顔を見つめていました。
　僕も妹も母も、辛い経験を多くしてきましたが、考
え方一つで、こんなに大きく傷付くことはなかったの
かもしれません。相手は違いを認識しただけ。その先
が何よりも大事です。僕たちも、もしかしたら、ス
タートラインに立っていなかったのかもしれません。
　妹のおかげで、僕は大切なことに気付けたような気
がします。差別とは、考えることをやめ、相手から目
を背けることなのです。ですから、「見ちゃだめだ
よ。」に代表されるような言葉は、一見相手を思い
やっているようにも見えますが、考える機会をただ奪
うことにもつながりかねない、上辺だけの言葉なので
す。ですから、僕たちは、まず、その人らしさを認め、
違いを受け入れ、その上で、その人にとってどんな行
動や考え方が必要なのかを考え、見つけ出していくこ
とが、何よりも大切なのです。
　妹がいてくれたからこそ、僕は目を背けず、考える
ことができました。
　妹がいてくれたからこそ、僕は相手の気持ちを考え、
行動することができました。
　今の僕があるのは、まぎれもなく妹のおかげです。
本当にありがとう。僕は、これからも、妹が、そして、
全ての人が、心から笑っていられるように、目を背け
ず考え続けます。その先に、差別のない社会があると
信じて。
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■　大学奨学生 ■　海外留学支援奨学生
　●　令和４年３月に栃木県内の高等学校又は特別支援学校高 　●　栃木県内の高校等を卒業した人で大学の３年次以上又
　　　等部を卒業見込みの人で、令和４年４月に４年生以上の 　　　は大学院に在籍し、研究を目的として９か月以上、外
　　　大学に進学を希望する人、かつ高等学校の全学年を通じ 　　　国の大学に留学することが決定（内定）している人
　　　て学習成績の評定平均値（5段階評定）が 4.3以上の人

　●　奨学金の給付（返還不要）給付型 　●　奨学金の給付（返還不要）給付型　
　　　　月額５万円 　　　　年額６０万円、８０万円、１００万円の３種
　●　募集人数　２１０名 (過去最大人数、昨年比３割増） 　●　募集人数　１５名
　●　募集期間　 令和4年1月21日（金）～2月1日（火） 　●　募集期間　 令和4年7月
　■　役員等（順不同）
　　   ●　理事長　　 飯塚真玄

　　   ●　理　事 　   上岡利夫  　  宇田貞夫　　中村  仁  　 松田美智子　 　瀧田順子    　橘川睦子　　永井伸一
 　　  ●　監　事 　   江連勝明 　　大森昌浩

TEL：028ｰ649ｰ2121、E-mail：itsf@tkc.co.jp

URL：https://www.iizuka-takeshi-ikuei.or.jp/

あなたの大学進学を応援します。

〒320-8644　宇都宮市鶴田町1758番地（株）ＴＫＣ内         

　公益財団法人飯塚毅育英会

  　　 ●　評議員  　  船田　元　　 佐藤　信　　池田  宰　　岸本卓也　 　  古澤利通　　飯塚真規 　　飛鷹　聡　

　応募条件については本会ＨＰ「奨学金を希望する方へ」及び「よくある質問」をご覧ください。

　　　　本    社　  〒320-0075　宇都宮市宝木本町１４７４番地５

　　　       　TEL　028-665-1911　　FAX　028-665-1919

　　　　　　   http://www.daikoh.net

　　　　支　 　店　  　東 京  ・ 小 山 ・ 仙 台

　　　　営 業 所　　　福 島 ・群 馬 ・佐 野 ・真 岡 ・日 光 ・県 北 ・県 南 ・県 東

国際標準規格 ISO27001・9001・14001 認証取得

大 高 商 事株式会社

　ビル総合管理

-事業内容-

● ビル総合管理、総合メンテナンス
● 一般・産業廃棄物収集運搬業（登録）
● 警備業（登録）、人材派遣業（登録）
● 建物・設備改修工事全般
● 業務請負（学校給食、受付・宿直業務他）
● 保存庫「快蔵くん」製造販売
● 鮮度維持機「いきいきくん」製造販売
● Ｉ Ｔ 事業（福祉・医療機関業務支援）
● 福祉サービス第三者評価事業
● 指定管理者受託業務

(宇都宮市八幡山公園・各市町図書館
・那珂川町ゆりがねの湯の運営管理等）
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栃木県青少年育成県民会議では
「県民総ぐるみで健全なとちぎの青少年育むために」

賛助会員を募集しています。

賛助会員数（令和３年11月現在）　　　　　　　　　団体（１口）　10,000 円
 個人　243 人　   団体　172 団体　　　　　　　　　 個人（１口）　13,000 円

お申し込みは、http://www.tmf.or.jp/youth.html から「賛助会員加入申込書」をダウンロードしてご連絡下さい。

賛助会費

作 新 民
日々に自らを新しく！

 　

看護学科通信課程 看護師国家試験受験資格 取得資格 

◆看護学科 （３年・男女）

◆理学療法学科（４年・男女）

◆介護福祉学科（２年・男女）

◆助産学科 （１年・女）

◆作業療法学科（４年・男女）

◆歯科衛生学科（３年・男女）
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発　行　日　令和４年１月１０日

編集・発行　 栃木県青少年育成県民会議

（公益財団法人とちぎ未来づくり財団青少年育成課）

〒320-8530 宇都宮市本町1-8 栃木県総合文化センター内

TEL028-643-1005  FAX028-650-5284

令和３年度　第４４回栃木県少年の主張発表県大会記念文集



家庭の日
ふれあい育む

毎月第３日曜日は

後　援　　栃木県中学校長会　栃木県ＰＴＡ連合会　（一社）栃木県子ども会連合会

　　　　        宇都宮放送局　㈱下野新聞社　㈱栃木放送　㈱エフエム栃木

　　　　　㈱とちぎテレビ


