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                                            　　　　　 栃木県青少年育成県民会議会長・栃木県知事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福　田　富　一
　

　皆さん、こんにちは。
　第45回栃木県少年の主張発表県大会が関係者の皆様方の
御尽力で、こうして開催できますことを大変うれしく思っ
ております。心からお礼を申し上げます。
　本大会は、豊かな感性を持った中学生が、様々なテーマ
について深く考え、自分の言葉で表現することで、若者の
誇りと自主性を育み、社会の一員としての自覚を高めるこ
とを目的として開催しており、今年45回目を迎えることが
できました。

　今年度も地区大会が書面審査となるなど、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中
での開催となりましたが、県内の中学校から多くの生徒さんに参加していただきお礼を申
し上げます。
　本日、この場にいる16名の皆さんは、その中から選ばれた各地区の代表です。日頃の練
習の成果を存分に発揮し、自信と誇りを持って、堂々と発表していただきたいと思います。
　私も中学校における弁論大会や青年になってからも同様の大会に何度か出場しました。
その時相当緊張したのだと思います。青年の大会のときには、今市市の予選会場の状況を
今も思い出します。人間は樹木と同じように春夏秋冬を経験することで、年輪を刻んでい
きますけれども、私たち人間も緊張したり和らいだりすることを繰り返して豊かな人間性
を育み、豊かな人生を送っていけるものではないかと思っています。今日の16名にとって、
心に残る第45回大会となるよう心から祈念したいと思います。
　さて、御来場の皆様や動画配信を御覧になっている皆様には、本日の発表をとおして、
青少年の思いや考えをしっかりと受け止めていただき、声援を送っていただきますようお
願いいたします。　
　いよいよ「いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会」が開催されます。総合開会式は10月
１日に迎えることになりますが、一部の種目はすでに開催されており、本日も日環ア
リーナ栃木のプールに応援に行ってまいりました。10月末には、全国障害者スポーツ大
会もありますが、皆さん方には、栃木県選手団さらには全国からおいでになった選手の
皆さんの応援をお願いしたいと思います。この会場では中学３年生が少年の主張で、日
環アリーナでは中学生が高校１年生に混じって少年Ｂの部門で日本一を決める戦いを今繰
り広げています。若者たちの活躍に御注目いただきますとともに、皆様の御協力を賜りま
すよう、重ねてお願い申し上げます。
　結びに、御多用中にもかかわらず御出席いただきました御来賓の皆様をはじめ、共催者
として御協力いただいております栃木県更生保護女性連盟様、審査員の皆様、そして、熱
心に御指導いただいた先生方など、本大会の開催に当たり御尽力いただきました多くの関
係者の方々に心から感謝を申し上げ、挨拶といたします。

（知事が当日お話ししたものを掲載しています）

開 会 挨 拶
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令和４年９月17日(土)　栃木県総合文化センター サブホール

　

１　開会式（13：00～13：10）

　（１）主催者挨拶　　　　 栃木県青少年育成県民会議会長・栃木県知事　福田 富一

　（２）主催者・共催者・来賓・審査委員紹介

２　発表（13：15～15：00）（途中休憩10分）

３　審査委員会（15：10～16：00）

４　表彰式（16：05～16：30）

　（１）審査結果発表・講評　　　　　　　　　　　　　　　審査委員長　髙橋 重年

　（２）表　彰
　　　　　授与者　最優秀賞　　　栃木県県民生活部次長兼県民文化課長　萩原 英樹
　　　　　　　　　優 秀 賞　　　　　　　　栃木県教育委員会教育次長　中村 千浩
　　　　　　　　　奨 励 賞　　　　　栃木県青少年育成県民会議理事長　千金楽 宏
　　　　　　　　　記 念 品　　　　　　　栃木県更生保護女性連盟会長　栗田 治江

第45回栃木県少年の主張発表県大会　次第
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　お米は、私をたくさんの人と結んでくれます。私の
父と祖父は、お米の食味を競う国際大会で最高賞にあ
たる金賞を受賞しています。ギネス世界記録に認定さ
れた「世界最高米」の原料にも選ばれ、日本中からお
米の注文が殺到しています。気がつけば、私の夢は世
界で一番美味しいお米を栽培することになっていまし
た。
　米作りの知識や技術は、もちろん父と祖父から教わ
りました。苗を強くするための苗踏みや、田植え機や
コンバインの運転の仕方。見ていると簡単そうに見え
ても、自分でやってみるととても難しいのです。背丈
が低く根は白く長い稲の方が台風や病気に強いなど、
知れば知るほど面白くなっていきました。
　小学６年生のとき、小さい田んぼを父から貰いまし
た。お米は原種に近いほうが美味しいと知り、ササニ
シキの親にあたり、原種に近い「ササシグレ」をそこ
で作りたいと思いました。父の知り合いで会津でササ
シグレを栽培している人から種を分けてもらえること
になり、私の「ササシグレ」作りはスタートしまし
た。苗作りからこだわり、無農薬、無肥料、自然栽培
で育てています。毎朝学校へ行く前に除草をしていま
す。作り始めたあとで、「ササシグレ」は血糖値の上
昇が穏やかで、米アレルギーの人も症状が発症しにく
い、体に優しいお米であるということも知り、一層思
い入れが強くなりました。私の「ササシグレ」は年々
食味値が上がり、美味しくなっていると感じています。
　みなさんは、農業に「つらい」「汚い」というイ
メージをもっていませんか。実際に農業に触れてみた
ら、農業の楽しさがわかるはずです。私の田んぼは手
植えなので、人数が必要です。去年は私と父と友達一
人の三人でしたが、今年はさらに増え、三人の友達が
田植えを手伝ってくれました。素足で田んぼに入るこ
とを躊躇していた友達も、終わった頃には「楽しかっ
た」「来年も手伝うよ」と言ってくれました。
　こんな風に心を込めて育てた私の「ササシグレ」は、
今、自然食品を扱うお店で販売しています。販売する

ことが決まったとき、私はパッケージをデザインしま
した。無農薬、無肥料、自然栽培のイメージをシンプ
ルなデザインで表現しました。このお米が人と人を結
ぶことを想像し、稲が輪を描くようにイラストを書き
ました。そして、「結」と名付けました。
　「新米のように美味しい」「また買います」店頭に
並んだ私のお米を買ってくださった方からのメールが
届きます。会ったこともない人が私のお米を食べて、
「美味しい」と言ってくれる。こんなにも嬉しいなん
て。本当にお米が人と人とを結んでくれました。生産
者が販売者を通して消費者と繋がれるとき、たくさん
の人が幸せになれると知りました。もっともっとこの
喜びや幸せを広げたい、そう思いました。
　私のお米は、地域の食材を使った料理をキッチン
カーで提供している方とも結んでくれました。前回の
イベントで好評だったので、次も声をかけてくれそう
です。
　今、私にはやりたいことがたくさんあります。自分
のお米を使った料理を提供するキッチンカーやレスト
ラン。米粉のお菓子の販売もしたい。農作業の体験を
通して子どもたちに農業の楽しさを広めたい。いろい
ろな企画はＳＮＳで発信して、たくさんの人と繋がり、
人と人を結びたい。
　私を取り巻くこれらの繋がりを作ってくれた父に、
繋がりを広げるコツを聞いてみました。「何かを決め
ると、物事とは動き出すんだよ。小さな一歩を踏み出
すことで世界は広がっていく。」と話してくれました。
　私も一歩を踏み出します。これからは、自分の考え
ていること、取り組んでいることを、自分でどんどん
発信します。私は、田んぼを照らす太陽のような笑顔
と、相手にエネルギーをもたらす魅力的な人になっ
て、人と人を結んでいきます。そこで出会えた人との
「結」を大切にし、笑顔になる人を増やすために。

最優秀賞

私が育てる「結
ゆい

」
大田原市立親園中学校　３年
阿久津　結　花

第44回全国大会国立青少年教育振興機構理事長賞
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　私の父は年に３回ほど献血をしています。仕事が休
みの日になぜわざわざ献血に行くのか疑問を抱いてい
ました。その理由を父に聞いてみると、私の妹が産ま
れてくるときに、たくさんの血液をもらったからと
言っていました。その話を詳しく聞いてみると、妹が
産まれる際、母は妊娠中、前置胎盤という難産になり
やすい状態だったそうです。１か月ほど前から入院し、
出産に備えていました。そして大量出血にも備え、自
己血という自分の血液を採血して保存していたそうで
す。その時母は自己血を使わずに出産できるだろうと
思っていました。しかし出産当日、７リットルもの出
血をしてしまいました。止血を試みましたが、出血も
止まらず命に危険がおよぶと判断され、大手術となり
ました。母は生死をさまよっている状態で、血液が足
りなかったそうです。そのため母はたくさんの方たち
からの血液を輸血したとのことでした。手術は長時間
に及びましたが、妹は無事に産まれ、母も一命を取り
止めました。そこから父は、母が血液を頂いた分、母
の代わりに、できる限り恩返ししようと献血を始めた
そうです。
　私は「献血」というのはどういうものなのか分かっ
ていないことに気づき、調べてみました。まず献血と
は、病気の治療や手術などで輸血などを必要としてい
る人のために、健康な人が自ら血液を無償で提供する
ボランティアのことです。血液の必要量がこの５年で
1.3倍に増加しています。輸血に使用する血液は人工
的に造ることができず、長期保存することもできませ
ん。また人間一人一人の血液は、たとえ血液型が同じ
でも微妙に違っています。そのため、より多くの血液
が必要となります。輸血を利用している約85パーセ
ントが50歳以上の方々です。一方で献血をしている
人の60パーセント以上は50歳未満の方々です。ですが
献血全体の割合は減少しています。特に私たち10代、
20代の割合が10年前と比べ約38パーセント減少して
いるという現状にあります。2020年から続いている
新型コロナウイルスの影響で外出する人が減ったこと

も原因だそうです。献血は献血ルームでもできますが、
ショッピングモールに献血バスがあることもあります。
皆さんも買い物のついでに献血バスに立ち寄ってみて
はどうですか。ですが献血は16歳からで私たちはま
だできません。けれど考え方を変えたら、１年後には
献血ができ、他人事ではなくなります。知らず知らず
のうちに献血ができる年齢に近づいてきています。私
も16歳になったら献血をしたいと思っています。私
の母は見知らぬ誰かの血液、見知らぬ誰かの善意に
よって、今生きていると言っても過言ではありません。
母が命を救われたように献血というボランティアに
よって、自分の血液が誰かの命を救うかもしれません。
そう思うと、嬉しくなりませんか。これは献血に限っ
たことではありません。自分が将来どのように社会に
貢献できるのか、考えることも必要だけれど、それ以
上に今できることを考え、行動に移すことも大切だと
思います。
　自分の行動で誰かが救われ、救われた人がまた違う
誰かを救う、そんな連鎖が広まっていったら、世の中
の大きな問題も解決できると思いませんか。「社会貢
献」と聞くとハードルが高く「自分には関係ないので
は」というイメージを持つ人も多いと思います。私の
中学校では、生徒会でペットボトルキャップ回収をし
ています。ペットボトルキャップ２キロ分で子どもの
ワクチン一人分になります。一人の力ではたくさんの
キャップを集めるのは困難ですが、学校全体で回収す
ると、年間約400キロにもなります。この活動も一人
一人の意識や善意があってこそできることだと思いま
す。このように、小さなことが社会貢献に繋がるので
す。難しく考えることはありません。私たちが社会に
貢献できることのヒントは、意外と身近にあるのかも
しれません。

優秀賞

今、わたしたちにできること
鹿沼市立西中学校　３年
酒　井　心　愛
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　コンプレックス。ある人は、背が低いことに、また、
ある人は、人よりも声が高いことにコンプレックスを
感じます。私もあるコンプレックスに悩まされてきま
した。それは自分の顔についてです。
　「日向ちゃんの顔ってなんか面白いよね。」小学校
５年生の時、友達に放たれた言葉。まだ幼かった私は、
この言葉を軽く流すことはできませんでした。
　その日から、私は徐々に、人前で自分の顔を見せる
のが怖くなりました。目元が隠れるまで前髪を伸ばし、
マスクをつけ、自分の顔を完全に見えないようにしま
した。他人にも、鏡に映る自分にもです。それは、私
が考えついた唯一の方法でした。
　真夏の暑い日、息が切れて苦しくなっても、私は決
してマスクを外しませんでした。そうすることで安心
感を得たのです。小さい頃、よく褒められた笑顔は、
消え去りました。
　しかし、安心できたのは最初だけでした。マスクを
つけて過ごすのが当たり前となった私は、それを外し
て写真を撮ったり、鏡を見たりすることができなくな
りました。
　マスク依存。私は、この言葉について詳しく知りた
くて、さまざまなサイトを検索しました。私のような
人はいないか、たくさんの書き込みも読みました。そ
の中に、「気にしすぎる人が多い」という言葉を見つ
けた時、私は、気持ちが少し変化しました。ふと「マ
スクを外して見てみよう。」と思い、鏡を見ました。
　その瞬間、私の心には、まるで黒い絵の具でべた塗
りしたような、暗く重い景色が広がりました。やっぱ
り外せない。つけなきゃいられない。自分を隠すため
のマスク。私は、マスクをつけ、もう一度鏡を見て、
こうするしかないのだと思いました。
　その日から、私は学校を休むことが多くなりました。
そして、両親や限られた友達としか言葉を交わさなく
なりました。このままではだめ、と頭の中では分かっ
ていても、一度依存してしまったものを切り離すこと
はできませんでした。抜け出したいのに前に進もうと

しない、自分に甘い自分が大嫌いでした。
　中学校に入学した春、コロナウイルスの感染拡大に
より、世の中のマスク生活が始まりました。私だけで
はないと安心する一方で、長引いたらますます外せな
くなるという焦りもよぎりました。
　そんな時、私を変えてくれた一人の先生に出会いま
した。
「あなたのペースでいい、無理はしなくていいよ。」
　先生は、私の悩みを理解し、強引にマスクを外させ
ようとはしませんでした。マスク依存について話すと
否定的な意見が多かったのですが、先生の言葉はとて
も優しく、私の心に響きました。先生が見ていてくれ
ると思うと安心しました。
　３年生になった春の体育祭。私は、ついに自分から
マスクを外すことができました。終了後の写真撮影の
時も、うつむかずカメラのレンズを見ることができま
した。学校行事でマスクを外したのは５年ぶりです。
もやもやしていた心が晴れた気がしました。嬉しくて、
涙が出そうになりました。
　マスクを外すことで、私は、少し前向きになれたよ
うな気がします。心を解放し、自分の気持ちを表に出
せるようになりました。図書委員会の委員長に立候補
したこと。集会で本の読み聞かせを行ったこと。今、
こうして自分の体験を発表していること。やってみた
いという思いが湧き、いろいろなことに挑戦していま
す。
　人にはさまざまなコンプレックスがありますが、特
に、身体についての悩みをゼロにするのは難しいこと
です。だから、それに縛られて心を閉ざすのではなく、
自分にできることで、私らしさを表現することが大切
だと気づきました。
　明るく自信をもって生きていこう。私は、これから
も新しいことに挑戦していきます。心からの笑顔を、
いつか、また褒めてもらえるように。

優秀賞

自分らしく生きる
那珂川町立小川中学校　３年
小　菅　日　向
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　「いただきます」いつも通り、当たり前の一言から
はじまる給食。この言葉の意味を、きちんと考えて、
手を合わせている人は、どのぐらい存在するだろうか。
　給食の時間は、私たち学生にとって、学校生活の楽
しみの一つである。４時間目終了のチャイムが鳴り、
給食のはじまりを告げる。準備を済ませ、みんなで
「いただきます」をし、給食を食べ始める。「今日も
おいしかった」と大満足で完食し、「ごちそうさまで
した」の挨拶をする。そのとき、ふと残食が目に入る。
「あぁ今日もか」食缶に残された食材たちに、心が痛
む。
　「食品ロス」。最近では、聞き慣れた言葉で、よく
メディアでも取り上げられている。食品ロスとは、本
来食べられるのに、捨ててしまう食品のことをいう。
主に、規格外品、売れ残り、食べ残し、期限切れ、過
剰除去などが原因だ。日本では、年間57億キロもの食
品ロスが生じている。そして、食品廃棄物処理費用に、
なんと、年間２兆円もの税金が使われているのだ。そ
の焼却処理で排出されるCO2や、焼却後の灰の埋めた
てなど、多くの環境負荷がかかり、経済的にも非合理
的な現状がある。
　私が、なぜ食品ロスを気にかけるのか。それには、
理由がある。家畜の品種改良の現実を知ったからだ。
衝撃的だった。それは、急速に成長する種の鶏、ブロ
イラーについてだ。ブロイラーは、日本の食肉用鶏の
ほぼ100パーセントを占める。彼らは、生まれてから
約１か月半で出荷される。そのため、１日でも早く太
るように、品種改良されている。歩くスペースもない
ほど、ぎゅうぎゅうに押し込まれた狭いゲージの中。
ひたすらエサを食べ続けるしかないのだ。それだけで
はない。急激な速さで体重が増加するので、骨の成長
が追い付かない。自分の足で体重を支えられず、生後
数日で、歩けなくなる鶏も多い。彼らは一度ひっくり
返ると、自力で起き上がることもできない。起き上が
ろうともがき、羽毛はむしれ、衰弱し、死んでしまう
こともある。このような状況になっても、品種改良の
波は止まらない。私たち人間は、ブロイラーをもっと
大きく太らせるために、改良し続ける。鶏たちの苦痛

や悲劇は計り知れない。不自然・不健康に太らせて、
自然の摂理に反することは、果たして正しいと言える
のだろうか。私は、決して信じたくはなかった。いつ
も口にしていた鶏肉が、こんなにも残酷な方法で育て
られ、食べられていたのかと。彼らの地獄の一生を考
えると、やるせない思いでいっぱいになった。
　ブロイラーを劣悪な環境下で大量生産して、安い値
段で市場に売り出す。これが一般化されたのは、なぜ
だろうか。それは、「消費者」である私たちの「安易
な考え方」によるところが大きい。消費者は安さを求
める。企業や生産者はそれに応えようと、生産性を上
げようとする。その結果、過剰供給が起こり、食品ロ
スも生まれる。この負の連鎖を断ち切るには、消費者
が「安ければ良い」という考えを変えることが重要だ。
私たち一人一人が、何を選ぶのかを、きちんと見極め
る判断力が求められているのである。
　私が小学生のとき、家で購入している卵や野菜の農
場を、何度か訪ねたことがあった。そこは、市街地か
ら離れた山奥の、自然豊かな場所にある。野菜は有機
栽培でつくられ、鶏は、囲いの中で放し飼いにされて
いた。農業体験をした後、もう産卵の役目を終えた鶏
の肉をいただくことになった。これが、鶏肉かと思う
ほど、硬く味が悪かった。しかし、生産者の方は、鶏
の命を無駄なく使い切ることが大事だと教えてくれた。
　私たちは、他者の命をもらうことで、自分の命を繋
いでいる。全ての命は、自然から生まれて、自然に
返っていく。しかし、我々は自然への感謝を忘れ、自
分たちの利益のためだけに、他の命を切り捨てている
ように見える。人間は傲慢で強欲だ。自分たちが、こ
の世界の中心だと思い込み、支配者であるかのように
振る舞っている。食品ロスや家畜の現実を知って、自
分たちの食生活を見直すきっかけにしてほしい。食へ
の慎みと、自然への感謝の心を忘れずに生きていけば、
持続可能な社会は、現実になる。
　「いただきます。」今日も楽しみな給食の時間が始
まる。
　「ごちそうさま。」心から手を合わせる。感謝の気
持ちを感じながら。

優秀賞

「命」をいただくとは
宇都宮市立旭中学校　３年
櫻　井　理　登
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　今日の給食のお味噌汁の中で、つやつやと光る玉ね
ぎ。これは、私の祖父が先月、給食センターに寄付し
た、計400キロもの玉ねぎの一部です。
　日本で消費される玉ねぎは、４分の３が海外からの
輸入品です。近年は、新型コロナウイルスの流行で、
玉ねぎの輸入が滞っています。そのため、価格が高
騰する玉ねぎは手に入れにくい食材になってしまいま
した。給食に欠かせない玉ねぎ。祖父は、その玉ねぎ
を寄付したのです。その行動に、私は驚き、誇らしさ、
友達に祖父の玉ねぎを食べてもらえるうれしさ、様々
な感情を抱きました。
　祖父は、農業高校を卒業してから今日まで、毎日畑
に足を運び、農業を営んできました。幾度の改良を重
ねた玉ねぎは、着実に評判を呼び、今では、山形や千
葉の市場からも仕入れを求められ、全国を旅するほど
になりました。どうして、祖父の玉ねぎが愛されるの
か。私なりに考えてみました。
　先日、祖父と夕食を食べた時、１冊のノートを見せ
てくれました。そこには、祖父の畑で働く人、一人一
人の様子が書かれていました。出勤状況だけでなく、
その人が職場に与えている影響や人柄まで、事細か
に記されていました。祖父は、忙しく仕事をする中で、
働く人の頑張りや良さを認め、記録に残していたので
す。その姿勢に、私は驚きを隠せませんでした。
　祖父のすごいところは、それだけではありません。
近所の人に「玉ねぎの苗植えを手伝ってくれ」と頼ま
れれば、すぐに駆けつけていました。井戸が壊れた、
用水路があふれたと、何が起きても一番に助けの手を
差し伸べられる、そんな人です。
　少しの頑張りでも、しっかりと見ているところ。欲
をかかずに、たくさんの人においしい野菜を届けよう
とするところ。周囲に気を配り、どんなときでも、誰
にでも助けの手を差し伸べるところ。こうした人との
関わりを大切にしてきた祖父の人柄が、周りの人に慕
われ、信頼されていくことにつながったのだと思いま
す。だから、祖父が作る玉ねぎも、甘さが増し、愛さ

れる存在になっていったのではないでしょうか。
　私は将来、世界にたった一人しかいない、私だけの
良さ、らしさが活きるサービスを作り、提供していき
たいと思っています。なぜなら、私がここに生きて
いる意味を示せると思うからです。これからの世界
は、Society5.0と呼ばれるネクストステージに進んで
いきます。ますます情報化の波が広がり、ＩＴは、ビ
ジネス、生活に必要不可欠なものになっていくでしょ
う。私も、インターネットを使って、できるだけ多く
の人に自分のサービスを使ってほしいと思っています。
　しかし、人との関わりを大切にして、愛される玉ね
ぎを作っている祖父の姿を目のあたりにし、インター
ネット上でのユーザー同士の関わりとは違い、顔や表
情を見て、人と人が関わることで生まれゆくものは、
温かさを帯びていることに気付きました。人とつな
がってきた分だけ、込めた思いが、玉ねぎの甘み、う
まみ、深みとなって、食べる人に伝わる。誰かの血や
肉の中で生きる。そんな祖父の仕事のような、目に見
える人との関わりも大切なのだと思いました。
　長い夏休み。メッセージアプリで友達と連絡を取り
合っていても、始業式を迎え、友達の顔を見たとき、
心のどこかにあった寂しさがふっと安心感に変わった
ように感じたことはありませんか。直接人と関わるこ
とは、誰かの心に、花を咲かすことでもあるのです。
　だからこそ、私は人との関わりを大切にしていきた
いと思います。インターネットを使って、多くの人と
関わることも、祖父のように、一人一人の温もりを肌
で感じながら、人と関わることも、どちらも大切にで
きる仕事がしたい。そんな社会になってほしいと思い
ます。
　私の名前は「日菜」です。お日様の光を浴びて、う
ちの野菜のように育ってほしいという、父と母の願い
がこめられています。だから必然なのかもしれません。
たくさんの人に愛され、誰かの支えになれる、じい
ちゃんの玉ねぎのような存在になりたいと思うのは。

奨励賞

つながる
真岡市立久下田中学校　３年
小　林　日　菜
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　アメリカ人のある少年の話を紹介します。彼は、何
年もの間、髪の毛を切らずに伸ばしていました。家族
にもそのわけを伝えませんでした。もちろん、その間、
周囲からは奇異な目で見られ、多くの偏見の声を浴び
せられました。それでも彼は、髪の毛を伸ばし続けま
した。
　なぜだと思いますか。それは、小児がんと闘う姉に、
自分の髪の毛で作ったウィッグをつけてもらうため
だったのです。
　みなさんは、ヘアドネーションという活動を知って
いますか。私はこの少年の記事を読んで、初めてヘア
ドネーションについて知りました。ヘアドネーショ
ンとは、小児がんや先天性の脱毛症、事故などで頭
髪を失った子どもたちに、寄付された髪の毛で作った
ウィッグを、無償で提供する活動です。ヘアドネー
ションはもともとアメリカの団体「Locks of Love」
などが行っていた活動で、日本では2009年にＮＰＯ
法人「Japan Hair Donation ＆ Charity」が活動を開
始しました。
　子ども用医療かつらは値段が高く、購入できない人
も多いため、帽子をかぶって過ごしている子どもたち
が多いと聞いたことがあります。ヘアドネーション
に必要な髪の毛の長さは31センチメートル以上。髪
の毛は１か月に１センチメートルくらいしか伸びませ
んから、髪の毛を提供するまでにはたくさんの時間が
必要です。また自分の髪の毛で作ったウィッグが誰に
提供されたのか、知ることはできません。このような
理由もあり、ヘアドネーションに参加している人は多
くありません。実際にヘアドネーションのウィッグを
持っている日本人は、まだ232人しかいないそうです。
　この現状を知り、私もヘアドネーションに参加する
ことを決めました。自分が行動することで、もっと多
くの人たちにこのような活動があることを知ってもら
いたいと思っています。
　少年の行動は私のこれまでの意識を大きく変えてく
れました。彼の行動はもちろん、肉親である姉を思っ

てのことですが、「だれかのために行動するって素敵
だな」と、私の心は大きく揺さぶられました。その影
響もあって私は、「生徒のみんなが充実した生活を送
るためのお手伝いがしたい」と生徒会本部役員に立候
補し、昨年は書記、今年は副会長と二期務めています。
中学校生活は最初からずっとコロナ禍の中。楽しみに
していた学校行事が中止や縮小となり、この夏のサ
マースクールも直前で中止となってしまいました。行
事の運営を中心とする生徒会活動も当然思うようにで
きていませんが、役員のみんなとできることをやって
いこうと工夫して活動しています。例えば、黙食の昼
食時間を少しでも明るくしようと生徒から募ったリク
エスト曲を流したり、１学期の終わりには、生徒会主
催のレクリエーションとして、モルックという競技を
３学年合同で行いました。道具はすべて手作りだった
ので準備は大変でしたが、先輩も後輩も関係なく、皆
が笑顔で楽しんで参加してくれたので、計画してよ
かったなと私も嬉しくなりました。
　おしゃれにヘアスタイルを整えるために切る髪の毛
と、誰かの力になるために切るヘアドネーション。こ
の違いはとても大きいものだと思いませんか。自分が
少し他のために動くことで、そこに集う人たちが充実
した時間を過ごすことができる。素晴らしいことだと
思いませんか。どちらもそこには他者への思いやりの
心があります。人を助けるのも人です。人をいじめる
のも人です。自分と同じように相手を大切に思うこと
ができるなら、いじめもなくなっていくと思います。
　私はこれからも、私にできる思いやりを続けていき
ます。一人でも多くの人が笑顔になりますように。

奨励賞

だれかの笑顔のために
國學院大學栃木中学校　３年
平　本　結　心
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　「あの子を見習いなさい。」

私はいつも他人と比べられて生きてきました。あの子

のほうが上手。あの子は運動もできて勉強もできる。

なぜ人間はそうやって他人と比べたがるのでしょうか。

私は、「比べる」という言葉が嫌いです。

　私は８年前から書道を習っていて、書道が大好きで

す。しかし、中学１年生のころ、一度だけ書道を続け

るかどうか悩んでしまったことがあります。きっかけ

は、書道で多くのライバルが現れたことでした。中学

生になると、多くの人が多様な面で急成長します。そ

れは書道でも当てはまることでした。

　私の作品が壬生町の会場に展示された時……銅賞で

した。賞を頂けることはとても名誉なことですが、求

めていたのは二つ上の賞です。悔しい。頑張ったけど

な。金賞のあの子はとても上手だ。どうすればうまく

なるのか……たくさん考えました。

　月日が経ち、書道教室でいつも通りの授業が行われ

ました。私は先生に結果を伝えました。すると、先生

は堂々とした様子で話してくださったのです。

「書道は芸術。どんな作品でも、人によって感じ方は

違うから、書道に順位なんてないんだよ。」

　私がこの言葉にどれだけ救われたことか。

「書道は芸術」という言葉が心にしみ入るようでした。

書道で「上手」という言葉はよく聞きますが、「一

番」という言葉は聞きません。そう、書道に順位など

存在しなくていいのです。

　書道の世界であっても、やはり順位は付けるべき。

そう思うのが多数派でしょう。そして私自身も、先生

に「書道は芸術」と励ましていただくまで、「勝ち

たい」という心がどこかにあって、他と比べて優位に

立ちたいと思っていたことに気が付きました。しか

し、私は理解しました。本当に私が目指すべきなのは、

「他と比べて１位になる」ではなく、「自分の中の最

高を目指して頑張る」であったことに。

　私の好きな四字熟語に「唯一無二」という言葉があ

ります。この世にただそれ一つだけで、二つとないと

いうこと。まさに、書道の作品です。墨の滲み具合も、

字の形態も。まったく同じ作品なんて無いのです。

　このことは、人の存在や生き方にも言えると思いま

す。能力や容姿、考え方がすべて同じ人間などいませ

ん。だから私たちは相手のことを深く知ろうとします。

深く知れば知るほど、相手の本来の姿が見えてきます。

　しかし、それが嫌で、周りが期待する人を装い、本

当の自分を隠してしまうところがあると思います。そ

れはなぜなのでしょうか。おそらく、「人よりできな

いと思われたらどうしよう」「みんなに知られたら嫌

われるかもしれない」という思いからだと思います。

がっかりさせたくない。みんなから笑われるかもしれ

ない。だから見栄を張るのです。

　これこそ、人と「比べる」生き方です。人は一人一

人違うことは当然なのだから、素を出すことを恐れる

必要なんて、本当は一つもないのに。だから私は、あ

りのままの自分を認め、自分の個性を大切にする生き

方を心掛けることにしました。人と比べたり、自分を

装ったりするのではなく、日々努力を続けて唯一無二

の存在である自分を精一杯輝かせていきたいです。

　私はこの書道での気づきを機に、今、唯一の「自

分」を大切に頑張っています。

奨励賞

「私」は私だけ
佐野市立南中学校　３年
上　野　夏　希
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　「一期一会」という言葉があります。千利休の言葉
とも言われ、「あなたと過ごすこの時間は二度と巡っ
てこない。たった一度のものだから大切に、今この一
瞬でできる最高のもてなしをしよう」という、茶の湯
の精神を代表する言葉です。私は今年の修学旅行で、
私の中にある一期一会という言葉を、私の座右の銘と
して胸に刻む経験をしました。
　私は５月に、奈良・京都に２泊３日で修学旅行に行
きました。初日は奈良を観光し、京都のホテルへと宿
泊をしました。その宿泊先で、私は奇跡的な出会いを
したのです。なんと、ホテルの女性スタッフの方が、
石橋中学校の卒業生だったのです。ホテルに到着し
た私たちの前で、凛とした姿勢で立つスーツ姿の先輩。
爽やかな笑顔で「お帰りなさい。どうぞお部屋へ。」
と、温かい声をかけてくださいました。さらに、その
方は私たちの荷物を、それぞれの部屋まで全て運んで
くださり、朝食や部屋の準備等も中心になって行って
くださっていたのだそうです。
　まさか、京都の数あるホテルの中で、自分の先輩に
出会うとは。それだけでも嬉しいのに、細やかな気配
りをし、笑顔で私たちを出迎え、楽しく快適に過ごさ
せてくれるなんて。この素敵な出会いで、私は、初日
から「京都に来れて良かった」と心から実感すること
ができたのです。
　そしてもう一つ、最終日に、建仁寺で座禅体験をし
たときのことです。住職の方から、「禅と生き方」の
お話をいただきました。
「禅には一つ一つの出来事が最後だという教えがあり
ます。誰でも最後になると、丁寧に、大事に扱おうと
しますね。ものだけでなく、家族や友人だってそうで
しょう。もしかしたら、明日は自分の大事な人に会え
なくなるかも知れない。そうしたら目の前にいる人と
の出会いに感謝して、大事にできるでしょう。禅の生
き方とは感謝の心です。こういう教えは世界中を探し
てもここでしか出会えないものですよ。」という言葉
に私は胸を打たれたのです。

　「一期一会」。小学生の頃に、母から教えてもらっ
たこの言葉を、私は「出会いを大切に」という意味で
捉えていました。しかし、私にとってこれまでの出会
いは、それは当たり前のもので、それほど気にとめて
はいませんでした。けれども、ホテルの方や、住職の
方との、全く偶然の出会いによって、何気ない一瞬一
瞬の出来事が、いかにかけがえのないものであるかを
感じるようになったのです。些細なことかも知れない
けれど、こういった出会いに感謝し、また相手を大切
にする心配りや接し方をするのが、「一期一会」の心
なのだと気づいたのです。コロナ禍で、しかも、様々
な活動が制限される中で来ることができた修学旅行は、
私の人生観を変えた時間だと私は話を聞いてはっきり
と感じたのでした。
　この修学旅行の出会いを通して、私は「出会い」、
そして「一期一会」の心は、私をより豊かにしてくれ
るものだと考えるようになりました。人は出会いに
よって成長します。出会うことは新しい学びの機会で
す。そして、新しい自分に生まれ変わるチャンスなの
です。修学旅行から今日に至るまで、私は今いる仲間
達との出会いも大切にするべく、その仲間達と一緒に
いられる時間に、精一杯感謝して生活しています。卒
業までの間、その思いは変わることはないでしょう。
仲間と過ごせる二度と戻ってこない時間を「一期一
会」の心をもって、大切に過ごしていきたいです。そ
してまた、中学校を卒業してからも、たくさんの人
と、様々な出会いがあると思います。そのときに私は、
「一期一会」の心で、自分にとっても、相手にとって
も、「良い出会い」だと感じてもらえるような、素敵
な人を目指していきたいです。

奨励賞

「一期一会を大切に」
下野市立石橋中学校　３年
武　藤　里　英
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　売り場を何度も通り過ぎ、目当ての物を探す。立ち
止まることは決してない。ドキドキと心臓が早鐘を打
つ。チャンスは一瞬。周りに人がいないことを確認し
た刹那、すばやく手を出して商品を取る。やった！　
ここまでくれば、半分は成功だ。後は隠し持って、そ
の場をすぐに離れればいい。あくまでも自然に。間
違っても、誰かに見られてはならない。
　何も悪いことはしていない。なのになぜ、こんなこ
とをしているのか。まるで犯罪者だ。お金を先に出し
ておき、レジで店員と向かい合う時間を短くする。会
計を済ませ、袋に入れてもらった後も、できる限り帰
り道を急ぐ。
　これは、私が小さい頃に何度もやっていたことです。
この頃の私は、ラジコンやおもちゃの拳銃など、いわ
ゆる男の子のおもちゃが好きでした。しかし、当時の
私にとって、男の子のおもちゃ売り場の前に立つこと
や、それを自分が持っていることは、とても恥ずかし
いことだったのです。
　このようなことは、私に限らず、男女ともにありう
るのではないかと思います。少女漫画を買う男の子。
大衆向けの飲食店に一人で入る女性。女性向けの売り
場にいる男性。本来は、何も問題はないはずです。し
かしそれでも、私と同じように何らかの抵抗を覚えて
しまう人は、いまだに多いのではないでしょうか。私
たちの中には、社会の中で幼少期から育まれた「男は
こう。女はこう。」という固定観念が、根強く残って
いるのです。
　私の学校では、今年から、女子の制服がズボンでも
よいことになりました。私は元々スカートがあまり好
きではなかったため、母に「制服のスカートをズボン
にしたい。」と言いました。しかし、母は肯定的では
なく、「制服では、女子らしく、ズボンではなくス
カートをはいてほしい。」と言いました。その時、私
は、母に少し反発をしました。私らしくいることを、
否定された気がしたからです。しかし、思い返してみ
れば、それは娘が学校の中で、一人、孤立してしまう

のではないか、という心配があったからだったので
しょう。私は以前、男の子のように髪の毛を短くして
いたため、周りの子にからかわれ、傷付いたことがあ
りました。それを一番身近で見ていた母だったからこ
そ、私のことを誰よりも心配し、言ってくれたのだと
思います。
　近年、日本全国の学校で、制服についての見直しが
行われ、その結果、スカートとズボンを選択できるよ
うになってきています。しかし、「自由でいい。」
「動きやすそう。」「暖かい。」などの賛成意見が
多くある一方で、「違和感がある。」「男子らしくな
い。」「女子らしくない。」という反対意見が出てい
ることもまた事実です。スカートとズボンを選択でき
るようになっても、周りの目が気になり、結局は自由
に選ぶことができない。選択肢ができたのに、選択
することができないのです。確かに、制度は変わった。
しかし、本当に変わらなければならないものは。
　多様性の時代。ジェンダーレス社会はもとより、Ｌ
ＧＢＴＱを巡る課題など、目まぐるしく変わっていく
社会への対応が、今の私たちには求められています。
私たちには、元来、自分とは異質なものを拒絶してし
まう傾向があると思います。しかし、社会には千差万
別の個性があり、それらを全てひとまとまりにしよう
とすること自体、初めから不可能な話なのです。
　「男らしくない。」「女らしくない。」それらの感
覚を、差別や偏見だと簡単に片付けていいとは思いま
せん。それらもまた、これまでの社会で確かに育まれ
てきた価値観の一つだからです。しかし、時代は変わ
ります。時代に合わせて、私たちもまた、変わってい
かなければなりません。これまでの価値観や考え方に
盲目的に固執するのではなく、新しい価値観や考え方
を受け入れていく。心のしなやかさが必要なのだと思
います。
　誰もが「自分らしく」生きられる社会。変わるべき
は心。私たちの、心です。

奨励賞

変わるべきは
那須塩原市立西那須野中学校　３年
田　中　心　優
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　鮮やかな緑の山に囲まれ、一面に広がる水田がきら
きらと太陽を反射する。耳をすませば川の音、虫や鳥
の声。そんなのどかな風景に溶け込んだ瓦屋根の家に
曾祖母は住んでいました。
　私には、今年で98歳になる曾祖母がいます。一人
暮らしの曾祖母は何でも自分でできました。広い畑で
採れる野菜に、自家製の味噌や梅干し。どんなもので
も曾祖母は「たくさん」作ります。野菜は前の年のも
のから種を取り育て、味噌も梅干しも、一から作るも
のばかり。もちろん、作る量は多いほど大変です。し
かも、曾祖母は全て一人で作ります。そうして手間を
かけて作ったものを親しい人に食べてもらうのです。
　「食うか？」と笑顔で差し出してくれた、もぎたて
のきゅうり、味の濃いきんぴらにささげの多いお赤飯。
どれも普段食べるものよりも格段においしく感じられ
ました。新鮮で瑞々しい、作り立てでおいしい、けれ
ど、それだけではなく曾祖母が誰かを想って作ったも
のだからこそおいしさも増したのだろうと今ではそう
思います。曾祖母の野菜や料理にはたくさんの気持ち
が込められていたような気がするのです。
　私達が遊びに行っても曾祖母は家にいないことの方
が多く、曾祖母の自転車を弟とよく探しに行きました。
隣の家、後ろの家、少し離れた家など近所を走り回っ
たものです。小さな集落なのですぐに見つかるのです
が、いつもそこには皆で持ち寄ったものでお茶をする
笑顔の曾祖母がいました。また、曾祖母の家の縁側で
見知らぬ人がくつろいでいたこともありました。戸惑
いながらも挨拶をすると、採れた野菜を持って顔を見
に来たというのです。私自身は、近所の人とのおつき
あいは、挨拶程度のものです。だから、曾祖母と近所
の人との距離を少し不思議に感じました。しかし、近
所の人達と話す曾祖母は、いつも、とても楽しそうで、
嬉しそうでした。
　曾祖母は、携帯なんて持っていません。顔を見せ合
うことで元気かどうかを確かめます。電話やメールで
簡単に連絡ができる現在ですが、直接顔を見て話すこ

とは、さらに人と人との距離を近づけてくれるのだと
思いました。
　たくさん作る食べ物。近過ぎる人との距離。私に
とっては不可解なことでも、曾祖母にとっては当たり
前なのです。生きていくうえで大切なのは、相手を想
う気持ちをもち、お互いに支え合っていくということ。
それを曾祖母はいつも行動で、私に伝えてくれていた
のだなと思います。
　時代は変わっていきます。今では曾祖母の住む地域
のような近所の人との距離は、なかなか見られないで
しょう。人と人との関わり、親密な人間関係は薄れて
きており、今の社会の状況もそれらを益々難しくして
います。しかし、曾祖母にとっては当たり前である
「相手を想う」ことこそが、これから先の未来には必
要だと思うのです。
　曾祖母に最後に会ったのは約３年前。介護施設に
入ったため、今までのようには会えなくなり、新型コ
ロナウイルス感染症の流行によって面会の機会はほと
んどなくなりました。曾祖母は、もう私のことは分か
らなくなっているかもしれません。もちろん寂しいし
悲しいけれど、それでもいいのです。曾祖母から学ん
だことは、しっかりと私の中にあります。
　少子高齢化、限界集落、大規模な自然災害など、昨
今の様々な地域問題は、支え合う暮らしによって乗り
越えるべきだと思います。そのためには、相手を想い、
気持ちを伝え合える関係が必要です。そう願うだけで
なく、まずは私が曾祖母の日常から学んだことを行動
に表していこうと思います。そして、人と人との繋が
りを大切にしたコミュニティを模索していきたいです。
老若男女関係なく、全ての人が自分の気持ちを伝え合
い、支え合って生きることのできる社会を築いていこ
うと思います。

奨励賞

相手を想うということ
県立宇都宮東高等学校附属中学校　３年
狐　塚　珠　奈
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　僕はコロナ禍の中、新たな友達ができた。
　彼とは、あるゲームで出会った。特に親しいわけで
もなく、ただ上手いから一緒にやっていただけだった。
彼とのプレイはとても相性が良く、連携もバッチリ
だった。フレンドになりプレイしていくうちに、連携
の精度を上げるためボイスチャットを使わないか、と
誘われ、僕は快く了承した。もっと良いプレイができ
るならと、僕はアプリを起動しボイスチャットをつな
げた。最初、僕が喋って彼はチャットを打ち込んだ。
僕が指示や掛け声を出し、彼はそれに応えていくだけ
だったがプレイは洗練されたものになった。
　僕たちはゲームだけでなく、互いの日常についても
話すようになった。勿論彼はチャットしか打たない。
が、会話の量は多くなり、連携はこれまで以上のもの
となった。僕たちはより、親しい友達になった。
　ある日突然、彼が今日はボイスチャットでプレイす
ると言い出した。僕は驚いた。今までチャットでしか
会話ができないので、彼には信用されていないと感じ
ていたからだ。僕はとても嬉しくて早く声を聴きたく
なった。それと同時に緊張もしていた。初めて声を聴
いたとき、驚きが僕を支配した。男性だと思っていた、
自分をボクと呼ぶ彼は、女性だったのだ。言い回しで
女性だと分かった。
「どうして男のふりをしているの？」
　その時、気まずい雰囲気になった。僕は、彼女の心
に土足で踏み込んだのだ。彼女にとって許し難い言葉
だったと思う。そのことが分かって、僕は、本気で
謝った。彼女はその時、僕に、自分はトランスジェン
ダーだと打ち明けた。ここからは彼女の意思に従い彼
と表記していこうと思う。彼の心は男性だが、身体は
女性だった。そのため、彼は中学でいじめにあったそ
うだ。当時も性的マイノリティへの理解を深めようと
する活動はあっても今より皆、関心を持っていなかっ
た。彼は、小学校高学年くらいから自分の感情に違和
感を抱き、中学生になって友達に話したところ、いじ
めにあったらしい。僕はそんなのひど過ぎると言った
が、
　「君が、もしボクと同じクラスだったとしたら、い
じめられているボクを見て、同じことが言えるの？」
と言う彼の言葉に対して、何も言うことができなかっ

た。無理だと心の中で答えを出した。結局その日は何
もせずに通話を切った。答えを出そうと一日中考えた。
僕の心に、「同調圧力」という言葉が浮かんだ。自分
がとっても小さく醜く見えた。そして自覚したのだ。
自分の中にある醜い部分を……。偏見、差別。その夜、
僕は眠れなかった。
　次の日、僕は自分の思いを、一切飾らず、ありのま
ま伝えることにした。彼に会い、自分の今までの考え
を改め、自分自身が変われたことを伝えた。彼はとて
も嬉しそうな声で「そうか……。」とだけつぶやいた。
その日はまた、彼とゲームをした。その日のプレイは
いつも以上に彼との連携が様になっていた。何とも言
えない爽快感があった。更には、今自分は何でもでき
る。そんな気持ちにもなった。すっかり気持ちを吐き
出した後、彼とは何でも分かり合えると思ったのだ。
　後日、彼がその日のことについて語ってくれた。彼
自身への理解を示したのは、親以外僕が初めてだった
そうだ。彼は、とても嬉しかったと言った。このこと
があって、僕たちはよく遊ぶようになった。そのうち、
彼は僕の憧れになった。実際にいじめられていたにも
関わらず、「相手にとっていい機会だ。その人も考え
直すことができる。」と彼は言う。そして彼は自信に
満ちあふれていた。そんな彼は、とても輝いて見えた。
　こんなにすごい人が僕の友達なのだ。だから僕は、
彼の友達にふさわしい人間になろうと思った。彼は僕
の目標だ。まだ僕には課題が多い。人を、外見やある
一面だけで決めつけていないか。気付かぬうちに人を
傷つけていないか。
　人間は、一人一人違う生き物なのに、自分と違って
いると、排他しようとする。人によって世界の見え方
は違う。見えているものだけにとらわれることなく、
型から抜け出すことが必要だ。その一人一人の見え
方が違うことさえ理解できれば、自分を客観視できる。
そうすればきっとお互いを理解し、手を取り合える理
想の世界となる。笑い合い、差別なんかない楽しい世
界、誰もが生きやすい世界にきっとなる。
　僕はコロナ禍の中、新たな出会いによって大切なこ
とを見つけた。

奨励賞

理解を深めることで何ができるか
上三川町立上三川中学校　３年
松　本　　　凌
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　「サッカーなんて女の子らしくないよ。」これは、
小学校３年生の頃、男子がメインのチームに入ってい
た私に友達から向けられた言葉だ。昔は男子のスポー
ツだったかもしれないが、今は日本に女子サッカー
リーグが存在し、世界的にもワールドカップ、オリン
ピックで代表戦が行われるなど、女子サッカーはメ
ジャーなスポーツである。しかし、私の地域では、ま
だまだ女子の競技人口は少ない。女子だけのクラブ
チームもない。だから、やはり、サッカーをする女の
子は珍しいと思う人がいるのかもしれない。しかし、
小学生の私は、幼いながらにこの言葉に反発を覚えた。
サッカーは女の子がやってはいけないとは誰が決めた
のか、私だってできるのに……と。
　その後、サッカーは、家の事情でやめてしまった。
中学生になり、部活動として私が選んだのは、アート
部だ。絵を描くことが好きだったからだ。絵を描く技
術を磨き、表現力を身につけようと頑張った。中学生
になると、各自が部活動やクラブチーム活動に専念し、
専門性を高めていく。私もその一人で、アート部の活
動にどっぷりはまっていた。
　「私はアート部」。そう思いながら２年間過ごした
３年生の春。私の人生を一変させる出来事が起こっ
た。特設陸上部員に選ばれたのだ。小学校時代のサッ
カークラブ以来、体育を除けば運動をほとんどして
いない私が、学校代表の陸上選手になるとは。先生は
私の体育の様子を評価して選んでくださったとのこと
だが、信じることができずに、練習が始まっても「私
が陸上競技で活躍できるわけがない」とのネガティブ
な気持ちを抱えていた。周りの友達にも「イメージと
違う。」と言われた。その言葉を聞いて、「そうだよ
な」と思う自分も確かにいたのだが、その言葉に違和
感を覚える自分もいた。そして、気になったのは後の
自分だ。もう一人の自分は「イメージと違う。」とい
う言葉に反発していた。この矛盾が自分の頭の中でぐ
るぐると回り、なかなか陸上の練習に打ち込めない
中、ある思いにたどりついた。それは、私が小学生の

頃、「サッカーなんて女の子らしくないよ。」の言葉
に対して覚えた反発だ。そうだ。私は誰かの一方的
なイメージで決めつけられることが嫌いなのだ。そし
て、「アート部の自分が陸上競技で活躍できるわけが
ない」とのイメージで自分を縛っていたのは、自分自
身でもあったことに気がついた。その後の私は、毎
日の練習に集中することができた。春の地区大会では、
ハードル走で８位入賞、そして、夏にはさらに順位を
上げ、４位入賞。「私は私」。そう思えたことで、自
分の力を信じて練習に集中することができ、結果、成
長することができたと思っている。
　人は、誰かのイメージを、その人が属しているカテ
ゴリーで判断してしまうことがある。その代表的なも
のが、「男だから、女だから」とのジェンダーによる
判断だ。他にも、「外国人だから」や「高齢者だか
ら」など、その人の属性で一方的に判断する風潮が世
の中にはあふれている。そして、判断される側も、そ
の判断に自分をはめ込み、諦めてしまうことがある。
陸上競技を始めたばかりの私がそうだった。周りの友
達を見てもそうだ。「無理」の一言で、努力すること
を面倒がり、挑戦というきっかけを無駄にしてしまっ
ているように思う。
　アート部員の私が陸上競技で力を伸ばすことができ
たことをきっかけに、私は「なんでも挑戦主義」を唱
えている。我が校のスローガンは「挑戦－夢を志に
－」だ。自分に自信がない友達にも心に留めてほしい
と思っている。自分の可能性を止めてしまうのは、マ
イナスの方向をもったイメージだ。イメージにとらわ
れず、自信をもつことを大切にしよう。自分の夢に向
かって挑戦していこう。

奨励賞

自分らしさを大切に
真岡市立真岡西中学校　３年
石　崎　心　菜
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　一人が笑う。一人につられてまた一人が笑う。また
一人、また一人とつられて笑う。そして、その空間は
幸せに包まれる。最高ではないか。私は人を笑顔にす
る仕事がしたい。そう思ったきっかけの瞬間だった。
　私は、幼い頃からテレビ番組を見るのが好きだ。中
学１年生のとある日の夜、いつもどおり見ていたテレ
ビ番組で、ホテル従業員の特集が組まれていた。豪華
なシャンデリア、鮮やかなエントランス。そこでは、
宿泊客・ホテル従業員全員が笑っていた。輝いてい
た。まるで別世界の輝きは、一気に私を虜にした。そ
の中で、最も私が心を奪われたのは、ホテルコンシェ
ルジュという人たちであった。主に宿泊客の要求に柔
軟に対応する仕事であり、業務は多岐に渡る。無理難
題でも決して断ることをしない。接客のプロだ。私も、
ホテルコンシェルジュになりたい。私が輝きたい場所
はここにある。私の夢が幕を開けた。
　夢を現実の職業にするため、様々な資料を調べてい
たところ、大きな問題があることに気がついた。そ
れは、ホテル業界における男女比率である。従業員
数は、約75パーセントが男性であり、管理職におい
ては、約90パーセントが男性であるという統計デー
タが報告されている。それは、ホテル業界のみなら
ず、国民の代表ともいえる国会議員ですら、全体の90
パーセント以上が男性である。その他約47パーセン
トの企業の管理職は、全員男性であるなど、女性の輝
く場所は決して多いとは言えない。
　現代は、「多様性」の時代である。「多様性」と
は、互いに異なる多くの人や物の集まりと定義されて
いる。社会的な文脈では、多くの場合ＬＧＢＴＱ＋や
移民、障がいを持つ人や女性などの人たちを受け入れ、
個性を尊重することである。世間では、男女平等を主
張しているのにもかかわらず、現状は本当に平等であ
ると胸を張って言えるだろうか。私は、そうは思わな
い。現状を変えなければ、世界で生きるすべての人が
自分らしく働くことはできないと思う。それでも私は、
どんな人にも輝いてほしい。一人一人が、最も輝く場

所を見つけてほしい。そのための一歩として私は、望
むだけでなく願うだけでなく行動している。
　昨年の秋、私は生徒会役員選挙に立候補し、当選し
たのちに生徒会長として活動している。立候補した理
由は、誰もが平等であり、明るくいてほしいから。そ
して、誰だって強い意志をもって行動すれば、何に
だってなれると示したいからだった。学校という小さ
な世界かも知れないが、「Step up～笑顔の一歩あか
りの灯る東中へ」というスローガンを掲げ、生徒全員
が笑顔で楽しく過ごせる学校づくりの実現に努めてい
る。
　男女平等は、世界の大きな課題であり、まだ誰もが
満足できるように改善されていないのが現状である。
今、私たちに何ができるのか。私は、世界を動かす
ほどの力は、もちろんもっていない。でも、学校や職
場だって小さな世界だ。もしかすると、自らの手で変
えることができるかもしれない。小さな事でいい。小
さな世界でいい。何かが少し良くなれば、積み重なれ
ばいい。すぐにではなくても、必ずいつかその時は来
る。そう考えるのは、もう私は知っているからだ。一
人が笑えば、一人がつられて笑うということを。その
空間は幸せに包まれるということを。笑顔の積み重ね
で、素晴らしい世界へ繋がるということを。男女平等
の課題も同じようなものだ。一人の少しの意識が、一
人に伝われば、企業の意識となり、世界の意識に繋が
るだろう。だから、私は諦めない。女性の輝く場所が
多くないのならば、作れば良い。一人一人が、夢を実
現していけば良いのだ。
　私の夢は、人に笑顔を届けるホテルコンシェルジュ
になること。そこは、私が輝きたい場所だ。いや、そ
こは私らしく輝きたい場所だ。

奨励賞

私らしく輝きたい場所
鹿沼市立東中学校　３年
片　倉　朱　里
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　「お前、親に捨てられたんだろ。」
転入した小学校で、同級生に言われた一言です。私は、
何か言わなくてはと思いましたが、頭が真っ白になっ
て何も言い返すことが出来ませんでした。
　みなさんは「幸せ」って、どんなことを思い浮かべ
ますか。ＳＮＳ上で世界中の人たちとつながったり、
たくさんの情報を簡単に得られたりする今、一人一人
が考える「幸せ」は、きっとさまざまな形をしている
ことでしょう。
　私は父親からの虐待が原因で一時保護され、その２
か月後、現在の児童養護施設に入所しました。私が小
学２年生の時のことです。父親から受けた暴力のこ
とは、小さかったからかよく覚えていません。しか
し、きっと自分が悪いことをしたから、悪い子だから
父親に嫌われ、暴力を振るわれたのだと思っていまし
た。施設の職員の方になぜ自分が施設にいると思うか
と聞かれたときも、
「自分が悪いことをしたから。」
と答えたのを覚えています。私の言葉を聞いた職員の
方は、
「あなたのせいじゃないよ。あなたは悪くない。」
と何度も言ってくれました。家族からは言ってもらえ
なかったこの言葉を聞いて、自分を責める気持ちをす
べてなくすことは出来ませんでしたが、とてもほっと
したことを覚えています。暴力を振るわれず、安心し
て過ごせる毎日。しかし、同じような境遇の人たちと
の共同生活は、どこか気が抜けないと感じる自分がい
ます。
　虐待はなぜ起きてしまうのでしょうか。調べて見る
と原因は育児の疲れや仕事場でのストレスだけでなく、
経済的な問題や親が自分自身で受けていた虐待、親の
孤立など、虐待をする親が抱えているさまざまな要因
が複雑に絡み合っている事が分かりました。行政機関
が虐待対策を行っていますが、痛ましく、辛い虐待の
報道は毎日のようにニュースや新聞で取り上げられて
います。虐待の被害者数は減るどころか、年々増加し

ているのが現状です。私がいる施設の入所者の多くも、
身近な人からの虐待を受けているのです。
　私は、虐待をしてしまうまでに親が追い詰められな
いように、日常的な親への支援が必要だと思います。
親が心にゆとりを持って子どもと接することが出来る
ように支えることが出来たなら、今よりも虐待の被害
者が減るのではないでしょうか。
　私が施設で過ごす時間の中で一番楽しい気分になる
時間があります。それは食事の時間です。職員の方が
手作りしてくれている毎日の食事は、栄養バランスが
とれた季節を感じさせてくれるもので、とてもおいし
いです。そしておいしい食事は、私だけでなく入所し
ているみんなを笑顔にします。施設で過ごしながら私
が見つけた「幸せ」とは、周りの人が笑顔でいること
です。
　私は将来、周りの人を笑顔に出来るおいしい料理を
つくる料理人になりたいです。そしてお客様が日頃の
疲れを癒やし、楽しい気分になれるような自分の店を
持ちたいです。おいしい料理はお客様を幸せな気分に
します。さらに、嫌なことがあっても元気になったり、
気分を切り替えたりできるのです。日常生活の中で、
一人でも多くの人がそんな時間を持てたなら、虐待と
いう悲しい出来事が減るのではないでしょうか。
　虐待という辛い出来事があっても、「家族」は私に
とって、かけがえのないものです。「家族」と何気な
い時間を過ごすこと、「家族」と思い出を作ること、
どちらも私が一番憧れていることです。いつか両親
にも私が作る料理を食べて笑顔になってほしい。私の
「幸せ」を実現するために、努力を続けます。

奨励賞

私の考える幸せ
さくら市立喜連川中学校　３年
齋　藤　百　恵
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　「私の体の一部だったものが、私から離れ、どこか

で誰かの笑顔を守っている。」そう考えると、私とい

う小さな存在が、世界を構成するかけがえのないピー

スの一つであると感じて、私も笑顔になります。

　私は、小さい頃から髪を伸ばしてきました。母は私

の長い髪を巻いてまとめてくれたり、いろいろなアレ

ンジをして結んでくれたりしました。小学生の時には、

運動会や陸上競技大会など、行事の度に編み込みをし

てもらうのが嬉しく、髪型を整えることで気合いが

入ったことを覚えています。

　そうは言っても、ずっと長い髪だったことで、大変

なこともありました。シャンプーするのも、乾かすの

も時間が掛かるし、結ぶときに痛いこともありました。

早く切りたい、短くしたいと思うことが何度もありま

した。

　中学校入学を機に髪を切ることにしました。そのと

きに母が言ったのです。「困っている人の為に髪の毛

を寄付できるんだよ。」

　皆さんは「ヘアドネーション」という言葉を知って

いますか。私はそのとき初めて耳にしました。病気や

治療薬の副作用などで髪の毛を失った子どもたちに

「医療用ウィッグ」を無償で提供する活動です。カッ

トした髪の寄付を募集します。集まった髪は丁寧に処

理をされて、「医療用ウィッグ」が作られます。

　「ヘアドネーション」の活動に賛同している美容室

が家の近くにあったので、興味を持った私は相談して

みました。髪の毛を寄付するには31センチメートル

以上の長さが必要なこと。バラバラにならないよう

に細かく束ねて切ること。丁寧な説明を受け、その場

でカットしてもらいました。切った髪は「ＪＨＤ＆Ｃ

(Japan　Hair　Donation ＆ Charity)」へ封筒に入れて

発送します。その際、ドナーシートへの記入が必要な

のですが、ドナーという言葉に「誰かを救うのだ」と

心が高ぶったのを覚えています。

　しかし、その時には発送することができませんでし

た。新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、髪の毛

の受け入れが一時的に停止されてしまったからです。

仕方が無い、再開されるまで待とう、そう思って家で

保管しておくことにしました。

　それから暫くたったある日、図書館に行ったときの

ことです。「髪がつなぐ物語」という本が目にとまり

ました。表紙にはヘアドネーションのカットをする様

子があり、すぐに借りて読むことにしました。

　大阪市でヘアーサロンを経営する美容師の渡辺さ

んとスタッフの思いから、2009年、日本初のヘアド

ネーション団体が設立され活動が始まったそうです。

一つのウィッグを作るのには30～50人の髪の提供が

必要になりますが、送られてきた沢山の髪の毛は、長

さも太さも違い、髪質や色を統一する必要があります。

トリートメント処理をして整えるには、海外へ発送し

て半年から１年、費用もかかります。髪の提供、寄付

金、賛同するサロンなどの協力がないとウィッグは作

れないのです。初めのうちは、一人分のウィッグが完

成するまでに２年半かかったそうです。

　小児ガンや白血病、脱毛症や無毛症で悩む子などが

ウィッグを必要としています。2011年、東日本大震災

の後から、寄付が増え、高校生の活動や企業による支

援が拡大したそうです。命の大切さに目を向け、「誰

かのために役に立ちたい」「笑顔になってくれたら嬉

しい」と活動の輪が広がったのです。

　先日、毛髪の受け入れが再開され、私は保管してい

た封筒を「ＪＨＤ＆Ｃ」に送りました。今、私は健康

で、幸せに暮らしています。だからこそ、それが失わ

れた辛さを想像するのです。私は今、また髪を伸ばし

ています。そして必ず髪を送ります。私の行動で少し

でも笑顔の人が増えることを願ってやみません。

奨励賞

多くの人が笑顔になりますように
栃木市立吹上中学校　３年
角　田　里　歩
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　生きていたいのに、それが出来ない人々。生きるこ
とが出来るのに、終わらせてしまう人々。どちらも結
果的には辛いものだ。残された者に、はかりしれない
悲しみを置いていく。生まれてから14年。『死』に
対して、特別意識することはなかった。もちろん、祖
父や祖母が亡くなった時は悲しかったが、年をとって
死んでいくことは、自然なことなのだと心のどこかで
思っていた。しかし、「自然なこと」では片付けられ
ないことが現実に起こってしまった。今年の４月、病
気で姉が死んだのだ。
　１年前の４月、希望をかなえて歯学部の大学生に
なった姉。これからやりたいことがたくさんあるのだ
と、きらきらした笑顔で私に話してくれた。電話では、
一人暮らしの大変さ、大学の講義の難しさ、実習・
実技が多くそのきびしさや、日常のぐちなどを聞かさ
れた。ただ、それ以上に「歯科医になる」という同じ
目標を持つ友人との時間が、いかに充実した楽しいも
のかという様子があふれていた。そんな姉に病気が見
つかったと知った時、驚きで言葉が出なかった。「Ｃ
ＩＣ再構成肉腫」。医師の父ですら初めて耳にする病
名だった。原因もわからない「まれ」な病気だそうだ。
すぐに緊急の手術が行われ、その後は、投薬治療のた
めの入退院を繰り返した。小さい頃からかかりつけた
病院から地域の大学病院、そして東京の国立の病院へ
と、姉の治療は、より高度な医療が受けられる施設へ
と移されていった。そんな自分に何が起こっているの
か、心の整理もつかない中でも「大丈夫だよ。」と姉
は笑ってくれた。治療だって大変だし、次にはどうな
るのかを想像することも出来ない中、「復学したら
ね。」これが姉の口癖だった。絶対にあきらめなかっ
た姉。私を元気にするために、みんなが全力で頑張っ
てくれているのだから、私もそれに応えるよと言い続
けた姉。明日は何か起こることを強く信じて治療に臨
んだ姿を私は忘れない。姉の生き方や考えを、近くで
見てこられたことは本当に幸せなことだった。
　警察庁の調べによると令和３年度の自殺者は

２万1,700名。原因は、様々な事が複合的に重なって
いると言われているが、第１位には健康問題が挙げら
れている。生きる上では、健康であることが、欠かせ
ないということだろう。健康でないことが与える不安
は、将来の見通しが立たないことだけではない。身近
な人にかけてしまうだろう負担や、治療に際しての経
済的な問題の方が、むしろ生きることをあきらめさせ
てしまう原因ではないか。
　医学が発達した現代でもよくわからない病気がある。
さらに治療を進めるに至っては、やれるかやれないか
の選択をしなくてはならない。保険診療では受けられ
ない治療もたくさんあるからだ。姉に起きたことを通
して私は、改めて医師が人々のライフラインであるこ
とを感じた。医学はなくてはならないものだ。私はこ
れまで、ぼんやりと医者になりたいと考えていたが、
今はそれが明確になった。まだ「まれ」な病気を一つ
でも治療が可能な病気に変えたい。やれるかやれな
いかの選択を迫られる治療を、誰もが受けられる治療
へと変える研究を重ねたい。そして、これから私たち
が作っていく社会が、誰にとっても生きやすい、もっ
と生きていたいと思える場所にしていきたい。医学は、
必ずそれらの実現の一端に貢献する学問だと思う。
　残念ながら、これからの社会を姉に見せることは出
来ない。だが、あきらめない気持ちが、周囲にもどれ
だけ元気を与えるかをその姿勢で教えてもらった。そ
の事実は私の中にあり続けるだろう。悩んでも迷って
も、考え続けることをやめなければ、必ず成し遂げる
ことが出来ると信じて、私は姉の思いと一緒に、生き
やすい社会を目指していきたい。

奨励賞

生きたいと思える未来のために
佐野日本大学中等教育学校　３年
齊　藤　綾　香
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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。
　今年度の大会も、新型コロナ感染症拡大の影響で、地区審査は書面審査となり、聴衆の皆さんの前
で発表するのは初めてという方も多いと思いますが、16名の発表者の皆さんの発表態度や表現力は、
地区代表にふさわしい素晴らしいものでした。そのため、順位をつけるにあたって、審査員一同大い
に悩むこととなりました。最終的には入賞者を決定しましたが、その差はわずかなものです。
　当日は、普段生活している学校とは大きく異なる雰囲気の中、大いに緊張したと思いますが、自分
の思いを伝えようとする熱意が伝わってきました。
　皆さんの素晴らしい発表の中、最優秀賞の阿久津結花さんは、中学生でありながら、父、祖父の支
えのもと、自ら栽培したお米を「結」と名付け、販売するまでに至った体験から学んだことを述べ、
たくさんの共感を得ました。
　優秀賞の酒井心愛さんは、献血に関心を持ったことから、自分にできる「社会貢献」に思いをめぐ
らし、今、中学生としてできることを訴えました。同じく優秀賞の小菅日向さんは、コンプレックス
を抱える自分にかけてくれた恩師の言葉をきっかけに、克服できた体験を力強く発表しました。同じ
く優秀賞の櫻井理登さんは、家畜の品種改良の現実に衝撃を受け、食品ロスの問題に考えを広げて、
自分たちの意識を変えることを提案しました。
　このほかの皆さんもそれぞれが大変立派な発表であり、その鋭いものの見方・考え方で、私たちに
驚きをもたらし、感動を与えてくれました。ありがとうございました。
　さて、今回の発表では、性別の差による固定的な見方を原因とする差別等に関する意見が多く見ら
れました。社会が多様化していく中、中学生の鋭い視点でたくさんの課題・矛盾が見いだされている
ことに頼もしさを感じます。今後も課題解決のために自分の考えをしっかり持って、より良い社会を
築く大人に育ってほしいと願っております。
　最後になりましたが、本大会開催に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
た御家族の皆様、そして地区予選も含めて、お忙しい中、生徒へきめ細かに御指導くださいました各
学校の先生方に感謝申し上げまして、講評といたします。

第45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（宇都宮市教育委員会教育長）
栃木県中学校長会代表（宇都宮市立国本中学校長） 
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長）
㈱下野新聞社報道センター長兼政経部長  
㈱とちぎテレビ専務取締役
栃木県県民生活部人権・青少年男女参画課長
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主幹
(公財)とちぎ未来づくり財団常務理事兼事務局長

小　堀　茂　雄
髙　橋　重　年
髙　久　哲　史
三　浦　一　久
坂　本　裕　一
石　田　健　也
高　橋　功　昌
吉　田　正　道
野　中　正　知

講 評

審査委員長　宇都宮市立国本中学校　
校長　髙橋　重年
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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。

●実　施　日　令和 ４年 ９月17日（土）

●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 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。

●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　　　　・㈱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
            ・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

県 大 会 の 概 要
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●審 査 基 準　 1　採点について
　　　　　　　　　　次の２分野について採点する。
　　　　　　　　　　⑴　論旨・内容　　　　　⑵　論調・表現
　　　　　　　 2　採点上の観点、留意点
　　　　　　　　　　⑴　論旨・内容（事前審査）
　　　　　　　　　　　　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）
　　　　　　　　　　　　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」から減点する。

（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」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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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 参加者
学　年　内　訳

１年 ２年 ３年

河　宇 ８/24（水） 書面審査 1,690 31 0 0 31

上都賀 ９/５（月） 書面審査 2,774 25 0 １ 24

芳　賀 ９/２（金） 書面審査 1,189 16 0 0 16

下都賀 ９/５（月） 書面審査 3,689 33 0 0 33

那　須 ９/２（金） 書面審査 805 21 0 0 21

安　足 ８/31（水） 書面審査 1,519 23 0 0 23

塩　谷 ９/９（金） 書面審査 463 9 0 0 9

南那須 ９/８（木） 書面審査 208 4 0 0 4

合　　計 12,337 162 0 １ 161

○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した。

日　時 会　場 発表者 大会
参加者等

学　年　内　訳

１年 ２年 ３年

9/17（土）
13:00～

栃木県総合文化センター
サブホール 16 118 0 0 16

※ 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関係者５名程度に制限した。
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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54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 
第４４回 令和３年9月18日 栃木県総合文化センター　サブホール 16 162 13,542
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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
37 栃木市立栃木西中学校 ３年 カリニョ カーロ マリオン 第36回全国大会　奨励賞受賞

38 さくら市立喜連川中学校 ３年 石　塚　千　夏
39 さくら市立喜連川中学校 ３年 髙　瀬　　　樹 第38回全国大会　奨励賞受賞

40 鹿沼市立西中学校 ３年 上吉原　由　佳
41 矢板市立泉中学校 ３年 神　立　千　星
42 下野市立南河内第二中学校 ３年 星　　　優莉香
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

44 鹿沼市立東中学校 ３年 石　田　真　愛
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〔参　考〕第44回少年の主張全国大会　～わたしの主張２０２２～
　　　　　令和４年11月１日(火)～11月30日(水)　Web開催

全国大会内閣総理大臣賞

あなたの声、心に届け 山梨県
北杜市立甲陵中学校　3年
前　橋　真　子

　「真子ちゃん、きょうだいいるの？」「妹と弟が
いるよ。」「妹かぁ。羨ましい。」羨ましいなんて
……。 私は妹の存在を口に出すのをためらうことが
あった。
　私の妹は生まれつき音が聞こえない重度難聴だ。左
耳に音を増幅させる補聴器、右耳に脳に音の信号を送
る人工内耳を付けている。発音も上手ではない。私が
小学生のとき「妹、障がい者なのに元気だね。」と友
達に言われた。なんとも言い表せないモヤモヤが私の
心に渦巻いた。障がいのある妹が明るく元気なのは普
通のことではないと思い、恥ずかしさを覚えた。そし
ていつの間にか妹のことを口にするのも、一緒に出掛
けるのも辛くなった。
　この春中学校入学を控えた妹は、補聴器を新調した。
私も一緒に店に行った。そこには色とりどりの補聴器
が並んでいた。お店の方は、好きな色を選ぶよう言っ
た。私は「真紀ちゃん、黒か茶色を選んだら？」と勧
めた。強く勧めた。黒か茶色なら髪の毛と同調して、
あまり目立たない。みんなと変わらない見た目でいら
れる。恥ずかしい思いをしなくてすむように、何度も
言った。しかしそんな私を見て妹は言ったのだ。「誰
になんと思われても、これは私の耳なの。私は黄色い
補聴器の私を見てもらいたいの。」妹に言われてハッ
とした。障がいにこだわっていたのは私自身だったの
だ。
　聴覚障がいのある妹が、明るく元気なのはおかしい
のか。いや、妹は妹だ。妹が笑顔を絶やさないのは、
今まで本当に沢山の努力をしてきたからだ。私と同じ
小学校に行くために、人工内耳の手術を受け、手話が
無くても友達と話せるように病院やろう学校に通って、
発音練習を頑張っていた。誰にでも優しいのは、自分
がされて嫌だったことや辛かったことを痛いほどに
知っているからだ。私は、今まで辛くて、悔しくて
泣く妹を何度も見た。でもその度に努力してハンディ
キャップを乗り越えていた。そんな妹の努力を一番近

くで見て知っているのは私だ。障がい者というフィル
タを通さず、ありのままの妹を見て欲しい。手話や口
話、筆談、テレビの字幕も全部、社会と繋がるコミュ
ニケーションツールの一部だ。それが妹の全てではな
い。
　聴覚障がい者は、一度見ただけでは耳が不自由かわ
からず、接し方に戸惑うことがある。でも耳の不自由
な人がみんな、相手に手話を望んでいるわけではない。
聴覚障がい者が困っているときは、その人の正面から
「何か手伝えることはありますか。」と口を大きく開
け、ゆっくり話しかけてほしい。
　「思いやりのある言葉は、たとえ簡単な言葉でも、
ずっとずっとこだまする。」これは貧困や病に苦しむ
人の救済に生涯を捧げた、マザーテレサの言葉だ。心
のバリアフリーの精神を表している。まずは聞こえな
いことについて知ろうとしてほしい。その思いやりで
どれだけ救われる人がいることだろう。
　妹は毎日黄色い補聴器をつけ、お気にいりのテニス
ラケットを持ち元気に登校している。先日友達に「妹
さん明るくて、部活のムードメーカーで、頑張ってい
るよ。」と言われた。ありのままの妹を見てくれてい
ると分かり心が温かくなった。そんな妹は私の誇りだ。
　私たちにできることには限りがあるかもしれない。
それでもあなたの身近にハンディキャップを持つ人が
いたなら、そのハンディというフィルタ越しではなく、
その人自身や心に寄り添ってほしい。障がいのある人
への理解が進むことで、一人またひとりと笑顔が増え
ていくと確信している。 
　妹の耳に、あなたの声は聞こえないかもしれない。
でも、あなたの気持ちは妹の心に確実に、届いている。
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大学奨学生 海外留学支援奨学生

　●　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（最大4年間） 　　　　年額６０万円、８０万円、１００万円の３種
　●　募集人数　２１０名 　●　募集人数　１５名
　●　募集期間　 令和５年１月18日（水）～ １月30日（月） 　●　募集期間　 令和５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　　萩原伸二　　刑部　節　　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/

あなたの大学進学と海外留学を応援します。

〒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。

済生会宇都宮病院看護専門学校
http://www.saimiya-kango.ac.jp/

なりたい自分がいる
だから頑張れる

夢中になれる

●　応募資格
　　令和５年３月に栃木県内の高等学校又は特別支援学校高等

部を卒業見込みの人で、令和５年４月に４年生以上の大学
に進学を希望する人、かつ高等学校の全学年を通じて学習
成績の評定平均値（5段階評定）が 4.3以上の人

　　なお、応募者数は一校あたり10名までです。

●　応募資格
　　栃木県内の高等学校等を卒業した人で原則として大学の３年次

以上又は大学院に在籍し、研究を目的として９か月以上、外国の
大学に留学することが決定若しくは内定又は予定している人。

　　ただし、大学を卒業又は大学院を修了した人にあっては、卒業又
は修了して原則として2年以内に留学する場合を含むものとする。

お問い合わせ　　事務局

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

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

　　　　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）

https://ssl.daikoh.net
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公益財団法人栃木県保健衛生事業団
〒320-8503 宇都宮市駒生町3337-1 とちぎ健康の森３階 TEL 028-623-8181(代表) https://tochigi-health.or.jp

児童・生徒、教職員様の健康をサポートいたします
○ 児童・生徒様に

・腎臓検診

・心臓検診

・結核検診

・小児生活習慣病予防健診

・貧血検査 等

○ 教職員様に

・一般健康診断

・がん検診

・特殊健康診断

・メンタルヘルス

・人間ドック

・特定保健指導 等

○ 給食や学校をとりまく環境等に

・食品検査

・腸内細菌検査

・放射能検査

・簡易専用水道検査 等

●当事業団では適切な感染症対策を講じ、健診・検査を実施しています●

団体（１口）　10,000 円
個人（１口）　13,000 円

賛助会費

栃木県青少年育成県民会議では
賛助会員を募集しています

心豊かでたくましいとちぎの青少年を育むため
に是非お力添えをお願いいたします。

加入いただける場合は、当財団ホームページから
申込書をダウンロードしてお申込みください。

第45回　栃木県少年の主張発表県大会

『感動を届けて』
足利大学附属高等学校

栃木県足利市福富町2142  　TEL 0284-71-1285

公益財団法人
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未来を拓く FOR YOUR FUTURE  
「次世代リーダーとなるために」 

國學院大學栃木高等学校
【普通科】 特別選抜 ／特別選抜／選抜／文理
〒 栃木県栃木市平井町 番地

（代表） （入試広報室）

～なりたい自分になろう！～ 

「かけがえのない高校生活を思いっきり楽しもう！」 

佐 野 清 澄 高 等 学 校(普通科、生活デザイン科)

〒327-0843 

栃木県佐野市堀米町 840 番地 入試担当 0283-23-0842

  
 
 きっと君を輝かせる 

〒327-0501 栃木県佐野市葛生東 2-8-3 

Tel 0283-86-2511 http://www.seirantaito.ed.jp 

最新情報は公式 SNS でチェック！ 

白鷗大学足利中学校
PLUS ULTRA   ～さらに向こうへ～

新校舎イメージ図
令和６（２０２４）年４月より

〒326-0054
栃木県足利市伊勢南町４-３

TEL : 0284-42-1131
URL : https://www.hakuoh-j.jp/

( 注 ) 栃木県私立中学高等学校連合会加盟校につきましては、五十音順に掲載しています。
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