
「小さな非行」 

西条市立西条東中学校 2年 立花莉緒 

 

私の住んでいる愛媛県では、悪いニュースをあまり聞かない。私は「愛媛の人はあまり悪いことをしない。」と思

っている。それは実際に事件を自分の目で見たことがないからかもしれない。 

しかし、私が小学校 6年生になったころ、私の目の前で小さな男の子が盗みをしているところを見てしまった。 

そこは雑貨屋さんだった。その男の子は 5～7歳ぐらいだった。レジに通していないトートバッグや小物を何個か

取り、店から出て行こうとしていた。私は気付いたが、見て見ぬ振りをしてしまった。 

その後、近くにいた男性が気付き、声をかけた。しかしその男の子は逃げた。男性が追いかけ、男の子と一緒

にお店へと戻ってきた。男の子は店員さんに謝り、その一件は終わったように思えた。しかし、お店の中にいた男

の子のお母さんの一言が事を大きくした。「どうしてちゃんと盗ってこれなかったの？」私はびっくりした。男の子が

自分から盗みに行ったのではなく、母親に強制されてやっていたことだった。その後、男の子とその母親はお店

のスタッフルームに連れて行かれた。 

後日、その雑貨屋さんで働いている知り合いに二人はどうなったのかを聞いた。知り合いもあまり詳しいことは

知らないらしいが、知っていることを教えてくれた。スタッフルームに入った二人は、別々に話を聞いたらしい。母

親は男の子によく物を盗むように言っていたらしい。男の子はそれに従っていただけだった。私は、母親は子供

が間違ったことや悪いことをしたらちゃんと叱って、正しいことを教えてくれる存在だと思っていた。実際、ほとんど

の人の母親はそうであると思う。しかし、それとは逆に子供に間違ったことを教え、悪いことをさせようとしている母

親だって少なくともいるという事に気付いた。私はそのとき悲しい気持ちになった。 

家に帰り雑貨屋さんであった出来事について考えた。この男の子みたいな子が増えないようにするためには私

に何ができるだろうか。また、私は気付いたのに止めてあげることができなかった。もしかしたら、気付いて声をか

け、今やっていることはしてはいけないことなんだよと教えてあげていれば何かが変わっていたかもしれない。ま

ず、私は何故男の子に声をかけ、注意することができなかったのか。勇気がなかったから。恥ずかしかったから。

でも一番の原因は、誰かが言ってくれるから、やってくれるからと思っているからだと思った。私は、気付いていな

いところできっと「誰かがやってくれる。私がやらなくてもきっと大丈夫」と思っているのだと思う。その考え方ではい

けないことに気付いた。昔から、母によく「誰かがやってくれるなんて絶対思わない方がいい。」と言われていた。

いつの間にか忘れていたのだろうか。 

それからは私が何をしたらこのような事を少しでも止める事ができるのかを考えた。私一人の力でできることは

少ない。きっと、その子の話を聞いてあげることくらいしかできない。しかし、一緒になって考えてくれていた友達

が、「きっと、話を聞いて共感してくれるだけで嬉しいと思う。まずは身近なところから目を向けていったらどう？」と

言ってくれた。私は、確かにそうだなと思った。話を聞いてあげ、共感をするだけで相手も嬉しい気持ちになるだ

ろう。 私は思った。「愛媛には優しい人がたくさんいる。」と。 



「居場所を作る」 

西条市立西条東中学校 3年 浅木咲翔 

 

つい先日、立てこもり事件のニュースを聞きました。人質をとり、5時間立てこもりましたが、幸い人質は軽い怪

我があったものの保護されて、犯人は逮捕されました。似たような犯罪ニュースは、日常でよく聞きます。いつもは

ニュースなんて聞き流す程度だった私ですが、その時は犯人の映像を見ました。とても不気味でした。なぜなら、

少し笑っていると思える顔をしており、犯罪をして捕まったようには見えなかったからです。しかも、驚くべきことに

犯人は同じような事件を 10年前にも起こし、刑務所での償いを終えて、社会での再出発を果たしたところだった

のです。また、動機について「罪を犯せば、刑務所に戻れると思った」と述べているそうです。このニュースを見

て、私はなぜと疑問を抱きました。犯人はなぜ、罰せられる場所である刑務所に戻りたいと考えているのでしょう

か。 

罪を犯した人は、必ずまた罪を犯すのでしょうか？そんなことはないと思います。生まれながらに凶悪な人はい

ません。しかし、罪を償い、新たな気持ちで再出発しようとしている人に対して、社会は厳しい目を向けます。仕事

に就くことも難しく、衣食住も安定しない、そんな状況だから、社会復帰が困難になっているのではないでしょう

か。そんな状況だから、罪を償った自分を受け入れてくれない社会より、生活が保障されている刑務所に戻りたい

と考えてしまうのではないでしょうか。 

私は、犯罪者を擁護するつもりはありません。人として、許せない事件もたくさんあります。様々な規制や法律

が、私たちの安全を日々の暮らしを守ってくれていることにとても感謝しています。しかし、犯した罪に対する償い

をし、心から反省して再出発する人に私たちと同じ生活環境を与えられない社会は、また新たな犯罪者を発生さ

せる一つの要因になっているのかもしれません。過去に罪を犯した人が身近に生活していることに不安を感じると

思います。偏見もないとは言えません。しかし、だからといって彼らを排除していい理由にはなりません。排除する

のではなく、罪を犯して社会復帰する人たちが日常生活を送ることができるような環境が大切なのだと思います。

罪を犯した人が刑務所で罪を償うことと同じく、社会では彼らの受け皿となる環境づくりが必要なのです。 

私には、家族や友人といういくつかの居場所があります。友人とケンカして、気まずくなったとき、そばで支えて

くれたのは家族でした。また、家族との諍いがあったときに長々とした愚痴を聞いてくれたのは友人でした。このよ

うに、居場所とは必要であり、大切なものです。犯罪に限らず、様々な事情で社会復帰を目指す人を受け入れる

ことが、居場所を作ることにつながると思います。誰かに必要とされていると実感できることが、前に向かって進む

原動力になると思います。 

これらの問題に対して、今の私にできることはわずかだと思います。しかし、人を受け入れる行動を心掛け、一

人一人が変わる意識を持つことで、より良く、社会を明るくするために貢献できるのではないでしょうか。みんなが

助け合い、思いやりを持つことができる社会を目指して、できることがないか、日々考えていかなければなりませ

ん。 



ステキなこと 

西条市立西条西中学校 3年 日野彩奈 

 

私が今住んでいる家に家族で越してきたのは、小学 3年生のときでした。母に連れられて、ご近所にあいさつ

回りをしたことを覚えています。でもその時、そのおじいさんの家は、留守でした。だから、私はそのおじいさんに、

ご挨拶をしないまま、我が家での生活が始まりました。私が学校から帰ると、おじいさんはよく、庭先の畑で作業を

していました。黙々と働いているおじいさんは、とても厳格そうで、小学生の私には何だか怖く見えました。だか

ら、「こんにちは」の一言が、ずっと言えずに月日が経ちました。初めのきっかけを失ったことで、気まずさはどんど

ん募っていきました。おじいさんが家の外に出ていると、何となく避けようとしている自分がいました。できるだけ、

顔を合わせたくない気持ちになっていき、おじいさんのことを怖い人だと思い込むようになっていました。 

しかし、中学 2年の夏。私のおじいさんに対する気持ちは一変しました。学校から帰って、自転車を止めようと

したとき、私は、おじいさんの姿に気が付きました。また「こんにちは」と言うことはできず、急ぎ気味に家に入ろうと

している私の背中に、「おじょうさん」という声が聞こえました。声の主は、あのおじいさんです。「私、何か悪いこと

をしたかなあ・・・。」と思いながら、恐る恐るおじいさんのいる庭の方に向かいました。私は、すごく緊張し、警戒し

ていました。でも、次のおじいさんの言葉は、「うちじゃ、食べきれんけん、家族でお食べ。」でした。びっくりして何

も言えない私に、おじいさんが渡してくれた袋の中には、採れたての大きなキュウリが 5本入っていました。家の

奥に入っていくおじいさんを黙って見送りながら、私は呆然としました。 怖くて怖くて、ずっと関わるのを避けてき

たおじいさんが、実はとても優しい人だったことに、何年もかかってやっと気付いたのです。 

この出来事があってから、私はおじいさんに会うたびに挨拶をするようになりました。「おはようございます」「こん

にちは」以外の言葉を交わすことはないけれど、私は近所におじいさんがいることで、少し安心しています。家に

一人でいるとき、もしも何かが起こったら、おじいさんの家に行って助けてもらおうと思っています。逆に、おじいさ

んが何か困っていることがあれば、自分にできることをして助けたいと思っています。 

たった一度の出来事で、「自分の人生」や「人との関係」が大きく変わることがあります。「思い切って、近所の人

に挨拶をする」「隣の席の人に話しかけてみる」そんな小さな勇気で、これから支え合って生きていける人と出会う

ことができます。小さくても大きくても、一つの勇気を出すことはなかなか難しいことで、恐怖感を感じることだって

あります。でも、その勇気はきっと自分に良いことをもたらしてくれます。だから、恐れないで大事な大事な一歩を

踏み出すのです。 

おじいさんとのことで、私がもう一つ思ったことは、決めつけや先入観はだめだということです。私たちはすぐ

に、偏見を持ちます。それは、相手のことに無知や無関心だからです。自分の勝手な思い込みによって、相手の

印象を決めつけ、それ以上相手を知ろうとしなくなります。確かに第一印象は大切だと言われます。しかし、人は

第一印象が全てではありません。むしろ第一印象にとらわれずに、その人の本当の姿を知ろうとすることの方がも

っと大切です。そうすれば、その人の良いところも悪いところも、どちらも見つけだすことができ、今まで持っていた

イメージとは遥かに違うところが見えてきます。それが相手を理解するということだと思います。 

人は、自分のことを理解し、寄り添ってくれる人が一人いるだけで、心が軽くなります。私は、間違った道に進ん

でしまった人には、必ず一人で悩んでいた時期があったのではないかと思います。また、間違いから立ち直り更

生したいと思っているのにうまくいかない人も、やはり孤独なのではないかと思います。でも、だれかが手を差し伸

べると、人の人生はステキなものに変わります。今、私が、大きく道を踏みはずさずに生活できているのは、常に

誰かに手を差し伸べてもらっているからです。だから私は、自分と関わってくれている全ての人に、もっともっと興

味を持ちたいと思います。「おはようございます」「こんにちは」からはじめて、一人でも多くの人と仲良くなれたらい

いのにと思います。そして、私の理解が誰かの心を楽にすることができたら、こんなにステキなことはないと思うの

です。 



姉のこと 

西条市立西条西中学校 3年 矢野彩夏 

 

私には、十歳年上の兄と、七歳上の姉がいる。二人とも妹である私に、とても優しく接してくれる。しかし姉は、

中学のとき、急に学校に行かなくなった。学校に行ったとしても、保健室で本を読んだり、先生とお話したりするだ

け。送り迎えは、母がするのが当たり前。それは、成人してバイトに行くようになった今でも変わっていない。私が

生まれるまで、ずっと末っ子として扱われてきた姉。そんな姉の前に、いきなり現れた妹の私。7年間末っ子をして

きた姉は、今でも甘えん坊で、何でも人任せにするところがある。突然機嫌を悪くすることもあって、急に怒り出

す。長年一緒にいるけれど、未だに姉の怒り出すタイミングが、私には分からない。どうして姉がそんな人になっ

てしまったのか、私には分からない。怒り出した姉をどうしたらいいのかも、分からない。分からないことだらけだ。 

寄り添うのがいいのか。それとも、放っておいたほうがいいのか・・・。どちらにせよ私には何か行動を起こす勇気

はない。殴ってきたり噛みついてきたり、引っ搔いてきたり、時には刃物を持ち出してくることもあった。姉が荒れて

いるとき、私は隣の部屋で、ただただ怯えて、泣きながら姉の気持ちが静まるのを待っている。今は家を出て独立

している兄が家にいた頃は、まだよかった。兄が仲裁に入ってくれると、姉はそのうちに落ち着いた。兄が家を出

てから、仲裁役は父なのだが、父は仕事で留守がちだし、家にいたとしても、兄のように姉を止めようとはしない。

どうして、止めないのだろう。それも、分からない。 

こんな姉だが、私は姉のことを嫌っているわけではない。ふだん姉は、妹の私にとても優しいのだ。宿題を教え

てくれることもあるし、どこかに出かけたときは、よくお土産を買ってきてくれる。そんな姉が、噛みついたり引っ掻

いたりする姉に変わってしまうにはきっと理由があるのだ。そう思う。人は誰でも、好きなことと嫌なことがあるけれ

ど、何を嫌と思うかの感じ方が、姉と私たち家族の間でずれていているだけだ。つまり、価値観が違うのだ。もちろ

ん、姉が怒り出して騒ぎになっている最中に、それを単なる「価値観の違い」で、あっさり片付けられたりはしない。

でも、価値観の違いや個性の違いもわかろうと努力しなければ、姉も私を含めた他の家族も、安らかにはなれな

い。 姉の体調や仕事の疲れやストレスを思いやろうとしなければ、姉はまたイライラを募らせて爆発してしまうの

だ。 

私はこれまで、姉のことをしっかりとは考えてこなかった。「姉にだって何か理由はあるんだろう」と思いながら、

それが何なのか分かるまで考えて、その原因を取り除こうとはしてこなかった。でも、それではダメだ。姉の不登校

の原因を妹の私が生まれたせいにされるのは、私も嫌だし姉もそうは思っていないだろう。ただ、当時の姉は、凄

く戸惑ったんだろうな、寂しかったんだろうなと思うと、その寂しさは、今からでも埋めてあげたいと、妹としてそう思

う。一つのつまずきから立ち上がることは、そんなに簡単ではなくて、姉はずっと苦しい思いを抱えてきたのだろう

なと思うと、優しい言葉を掛けてあげたくなる。自分の気持ちを素直に言えずに、荒々しい態度でしか表現できな

かった姉が、いじらしくなる。優しい姉とも、怒っている姉とも、もっともっと向き合っていきたいと思う。 

私も大人になったら、自分の子どもを育てるようになるだろう。家族以外のたくさんの人と関わっていくようにもな

るだろう。その関わりの中で、私は一人でも多くの人に、自分が今、思っていることを話してもらえる「私」になりた

いと思っている。人の人生がイメージどおりに行かないとき、必ずその周りの人も、苦労や心配をすることになる。

我が家がそうだった。でも、一番苦しいのは、やっぱり本人なのだ。独りぼっちは、誰だって寂しい。自分の思いを

話せる人が、そばに一人いるだけで、気持ちが軽くなる。楽になる。話を聞いてくれるたった一人の人の存在があ

るかないかで、その人の人生が変わってくる。私にそのことを教えてくれたのは、姉だ。だれも独りぼっちにしては

いけない。こんなに大切なことを教えてくれた姉に、私は感謝しなければならない。自分が将来、どんなふうに人

と関わっていきたいのか、どんな大人になりたいのかを、こんなに深く考えさせてくれた姉に・・・。もし、私が自分

の思う「私」になれて、自分が暮らすこの社会を少しでも明るくすることができたとしたら、それは姉のおかげなのだ

から。 



「行動」 

西条市立西条南中学校 2年 戸田結菜  

 

「その人がいけない人なんじゃない。その人のしている行動がいけないことなんだよ。」これは、私の考え方を変

えてくれた言葉。「自分の思ったことでいいから。」これは、私に大切なことを教えてくれた言葉。 

私は中学生になってソフトテニス部に入った。はじめての部活。はじめての友達。はじめてのことであふれてい

て、少しの不安と大きな期待を胸に抱いていた。はじめの頃はただただ楽しかった。思いきり体を動かす気持ちよ

さ。友達と支え合える喜び。ペアも決まって、初めての試合で勝てたときはとても嬉しく、充実した毎日を送ってい

た。 

2年生になった春。テニスの技術も上がり、勝敗を気にするようになってきた。先輩方が引退したら次は自分た

ちが部を引っ張っていかないといけない。正直いってあまり実感がなかった。今の私たちにできるのか、不安もあ

った。なぜなら、最近の私たちは少しピリピリしていたからだ。1年間共にすごしてきて何でも言い合えるほど仲が

深まったのもあるのかもしれないが、喧嘩をしてしまうこともよくあった。 

そんな私たちに転機がおとずれたのは 5月頃だった。私たちソフトテニス部 2年生は、全員で 11人。その 11

人全体で大きなすれ違いが起こってしまった。大きく分けて二つのグループに分かれてしまい、部活中は何とも

いえない雰囲気。周りから見ても分かるほどだったと思う。その日の部活終了後、顧問の先生が 2年生全員を呼

び出した。やはり内容は今日のこと。私はきっと怒られるのだと思った。「すごく怒られてしまうだろうな。どうしよ

う。」そんなことを考えていたが、先生の対応は私の想像とは違った。 

「自分が思ったことでいいから。」「何をしたのがいけなかった？」先生はそう言って、11人全員の話を一人ずつ聞

いていった。上手く言葉にできなくて、途中で何度もつまった私の話も、最後まで黙って聞いてくれた。そしてそ

のおかげで、みんなのそれぞれの思いを知ることができた。一人一人抱えているものがあって、でも言えずにたま

ってしまっていた。みんなもちろん考え方は様々だったが、それは全て相手を考えているからこそ言えていなかっ

たことだった。何でも言い合えていると思っていたけど、違った。いや、何でも言い合える関係なんて、ないのかも

しれない。だけどそれは、相手のことを大切に思っているからであって、「言わない」ということも、一つの「大切のし

かた」だったのかもしれないと思った。 

小学 4年生のとき、当時の担任の先生が、「その人がいけない人なんじゃない。その人のしている行動がいけ

ないことなんだよ。」と、児童を叱るときにはいつも言っていた。その言葉はまだはっきりと覚えている。私の考え方

を大きく変えてくれた言葉だ。テニス部の仲間はみんな本当は思いやりがあって優しい。今回のことでいけなかっ

たのは、小さなすれ違いや不満をそのままにしておいたという行動だ。それぞれの考えは否定せず、行動は見直

させてくれて、一人一人を見つめてくれた顧問の先生は、あの言葉と考え方が似ていて、4年生のときの先生と少

し似通った点があるのかもしれないと思った。 

ソフトテニス部 11人、一人一人良いところが沢山ある。これからは私たちみんなで部活をつくっていくが、どん

な部になるかは私たちの行動次第。私たちはまだまだ未熟だ。これからたくさんつまずいて、転んで。でも一緒に

起き上がって前に進んでいけると信じている。これからもすれ違ってしまうことはあるかもしれない。だけど今回の

経験を生かし、自分たちができる最善の行動を考えて行動していこうと思う。一人一人が、チームや友達を自分な

りの方法で大事にするということを大切に心がけていき、信頼し合えて「本当に強いチーム」になれるように、これ

からも一緒に乗り越えていきたい。 

5月のあの日以来、私達は明らかに変わった。しっかり考えてから行動するようになり、以前より団結している。

先生からは技術だけでなく、生きていく上で大切なこともたくさん学んだ。一人一人と大切に向き合って一緒に考

えてくれる、かけがえのない存在だ。 

この経験から私は、世界中の人はみんないい人だが、その人がどう見られるかはその人の行動次第だから、一



人一人が自分の行動を見つめることが大切だと考えた。それはもしかしたら難しいことなのかもしれない。だけど

そうしようと心がけて意志を持つこと自体も一つの行動だ。まずはそんな思いを作文で伝える。これが私の始めの

「行動」だ。そして少しでも多くの人に思いが伝わって大きな輪になり、社会が明るくなっていくことを願っている。 



「青と赤だけじゃない」 

西条市立西条南中学校 2年 岡崎悠悟  

 

「男になりたいんじゃなくて、男に戻りたい。」総合の時間は、僕にとって最もたいくつな授業の一つだった。最

近の総合の時間は、調べたいテーマごとに 3、4人の班をつくり、調べたことをタブレットにまとめていた。僕達の

班のテーマは「同性婚」についてだ。このテーマを選んだ理由は簡単。一番心に重くなさそうだったからだ。部落

差別などのテーマは、聞いているとしんどくなってしまう。でも僕の認識は甘かった。「同性婚」も僕が思っているほ

ど単純な問題ではなかったのだ。 

 LGBTQの本が資料として置かれていたので僕はそれを読んでいた。ただ調べ学習に飽きたから少し目を通

していただけだった。でもこの一言に僕はくぎ付けになった。「男になりたいんじゃなくて、男に戻りたい。」その本

に当事者として書かれていた、とあるトランスジェンダーの声が、なぜか僕の心に大きく響いた。その人は体の性

は女で、心の性は男という人で、「体の性も男になりたい。」という気持ちをこう表現したのだ。僕はそれまで、なん

となく LGBTQの人が身近にいるのか分からなかったから、少し LGBTQの人達と自分とは遠い存在だと思って

いた。でもこの言葉をよくかみくだいていくことで、少し LGBTQの人達の気持ちが分かりかけた気がした。体の性

は生まれつき決まっていて、それを変えることは難しい。好きになる性や心の性とは違って簡単に自分の気持ち

では変えられない。その人には体の性が男から女に変えられた、自由を奪われた、と思いその悔しさや虚しさをそ

う表現したのではないか、と感じた。LGBTQの人は、カミングアウトをしたいけれど、怖くてできない、まわりと違う

ことが不安だ、と考えているのではないだろうか。もちろん、僕が LGBTQの人達の気持ちを完全に分かることな

んてできないだろうし、これは誰だって同じはずだ。でもそこで諦めてしまえば意味なんてない。大事なのはそれ

をどうするかだ。 

僕にできることはなんだろう。たった一人にでもできることはあるのだろうか。こう考えた結果、一つだけ今の自

分にも、まわりの皆にもできることが分かった。それは、「男だから、女だから。」という言葉をなくすことだ。「男の子

なら泣かないの。」「女の子なんだから、おとなしくしなさい。」この言葉だけでも、LGBTQの人達にとっては大きな

傷になる。男の子と女の子の二つのタイプだけで分けていたら、そうではない人の居場所はなくなり、たとえ仲の

良い人にでもカミングアウトはしにくくなってしまう。男と女、つまり青色と赤色だけではなく、僕達のまわりにはたく

さんの色がある。僕だって、いつかは違う色になるかもしれないのだ。だから僕は、青でも赤でもない人が、過ごし

やすくなるために、「男だから、女だから。」という言葉は使わないでおこうと思う。十人十色、この世界は青と赤だ

けではなく、いろんな色の人がいるんだから。 



自分も相手も大切にする心 

西条市立西条北中学校 3年 三宅一葉 

 

小学生の時、自分の気持ちを抑えることが苦手だった。人間として、まだまだ未熟だったということもあるかもし

れないが、イライラすると、その気持ちが言葉や行動に出てしまっていた。僅かな気持ちが、大きく膨れ上がって

相手を困惑させることが多かった。例えば、何気ないうわさ話をされたとき、本当のことではないのに、真実のよう

に語られ、きつい口調で言い返してしまった。その時は怒りに任せてしまったせいで、声色がきつくなってしまった

が、今考えると、とてもくだらないことだと思う。その時の相手の顔をよく覚えている。困惑したような、驚いたような

顔をしてこちらを見ていた。相手はそこまで怒られると思っていなかったのだろう。 

軽い気持ちで言葉を投げかけた相手、そして、そこで感じた感情を抑えきれず、相手にぶつけてしまった私。

どちらも悪いと思う。相手は、私の気持ちを考えることなく発言したし、私は相手に感情をそのままぶつけてしまっ

た。もちろん、感情を完全に抑えることができるとは思わない。しかし、お互いに、投げかける言葉をもう少し選ん

だほうがよかったのではないかと思う。もっと言葉をオブラートに包み、負の感情をストレートに投げかけることがな

ければ、問題にも至らないだろう。相手の気持ちにも配慮した発言をするべきだ。 

しかし、すべての感情を抑制して、『自分を作る』ということではない。感情を抑えたまま生活をしていれば、い

つしかそれが爆発したり、治ることのない心の負荷となったりしてしまう。つまり、自分が感じた感情を伝えながら

も、相手を思いやったり、気遣ったり、独りよがりにならないようにするということだ。心無い一言や、相手の人権を

損害するような一言は、自分が思う以上に相手のストレスとなる。どのように、言葉を、気持ちを伝えるか、冷静に

考えてほしい。自分が放った言葉で人を傷つけてしまった後、後悔するのは辛く、苦しいことだ。もし、その時にも

っとより良い言葉掛けができていたなら、その後悔が少しだけ軽くなると思う。大切なのは、相手を思いやって、後

悔をできるだけ残さないようにすること。相手を思いやることは、自分を大切にすることにも繋がってくると思う。 

私は、自分と相手を大切にすることで、地域社会も明るくなるのではないかと思う。例えば、誰かに『どうせ何も

できない』と言われてしまったとき、言われた相手の心が強ければ、そんなことないと強く否定できるだろう。しか

し、何らかの要因が積み重なって、相手がストレス、不安を抱えていたときにその発言をしてしまったら、きっと自

暴自棄になってしまうだろう。それが、犯罪や非行につながるのだ。誰かが放った心無い一言は、相手の心を蝕

み、その人の人生を壊してしまうかもしれない。人が自分勝手に発言することもなければ、地域の犯罪や非行は

少しでも減るのではないだろうか。 

私達には、考える力があるのだから、相手の気持ちを察したり思いやったりすることはできるはずだ。どれだけ

相手が傷ついても気が付かないという人は、なかなかいないだろう。決して独りよがりにならず、相手を思いやるこ

とが、これからの社会を明るくするための鍵となると思う。 



温かい家族の愛 

西条市立西条北中学校 3年 石川雷晟 

 

みなさんは、毎日家族に感謝をしているだろうか。つい忘れがちな一言「ありがとう」この一言がしっかり言えて

いるだろうか。私がこの言葉をしっかり面と向かって言えたのは 3年生の総体が終わった日のことだ。 

私は小学校の時陸上をしていた。父親に「やってみろ」と言われて始めたのがきっかけだった。昔、父は足が速

く、50 メートル 5秒台だったそうだが、仕事中の事故で足をけがしてしまった。それでも、私の陸上の練習に付き

合ってくれた。しかし、私は生まれながら足が悪く練習をしていても、すぐに足を痛めてしまう。そのため、特にタイ

ムが縮まることもなく、小学校の陸上は終わってしまった。 

中学校に入り、入る部活に悩んだ。陸上部もあったが、卓球にも興味をもった私は卓球部に入ることを決めた。 

小学校で息子が頑張った陸上。そのために、自分の予定を変えてまで教えた父。父の気持ちは複雑だっただろ

う。だが、私が卓球をしたいと言ったとき、「自分のしたいことをしな」と、言ってくれた。その時の私は父の言葉の

込められた思いに気づくことはできなかった。 

卓球部に入った後も、父は練習に行くときもついてきてくれ、自分のことのように教えてくれた。後から知ったこ

とだが、父は毎日卓球の動画を見たり練習方法などを調べてくれたりしていたらしい。なぜ、そんなにも自分のこ

とではないのに、真剣に教えてくれるのか。それがその時の私には分かっていなかった。今思うと、分かっていな

かったことだらけの自分。それが分かったのは、3年生の総体の日だった。 

最後の大会ということもあり、すごく緊張した。いざ試合が始まると、練習通りにはいかない。いつも以上に体が

動かない私は 2回戦で負けた。泣いた。すごく泣いた。今までの日々が終わってしまった。そう思うと余計に泣け

てきた。ふと観客席を見上げ、父を探した。父は泣いていた。それを見た瞬間自分の心の中で何かが動いた。負

けたのは自分。泣くのも自分だけでいいはず。それなのに、父はなぜ泣いているのか。そう考えたとき、すでに自

分の体は走り出していた。父親のもとへ。今まで言えなかった言葉「ありがとう」このたった一言を今言わなくてどう

する、言わなくて後悔するのは自分だ。そう思い、父のもとへ駆けつけた。父のもとへ着いたとき、いつも言えない

言葉が言えた。「こんな私に一生懸命教えてくれてありがとう」父は「3年間お疲れさま」とだけ言い残し、帰って行

った。今まで言えなかった一言をやっと伝えることができた。それと同時に、この家族に生まれて良かったと、心か

ら思えるようになった。 

この感謝の気持ちの「ありがとう」この気持ちを伝えあうことのできる家族は、お互いがお互いを思いあっている

家族だ。そんな温かい家族の中で育った人は、非行や犯罪に走ることはないだろう。私もそうだ。こんなに自分の

子どものことを、自分自身のように考えてくれる家族がいて、その家族を悲しませるようなことは絶対にしたくない。  

そして、私もやがて新しい家族をもつだろう。私も、同じように愛にあふれた温かい家族を作っていきたいと思

う。そして、自分の子にもそういう家族を作ってほしい。そうやって、温かい家族がどんどん広がっていく。そうする

ことが、社会を明るくしていくのではないか。社会を作る基本は家族である。温かく愛あふれる家族がもっともっと

増えていってほしい。そのためにも、「ありがとう」ともっともっと使っていってほしい。私もこれからも、誰に対しても

心からの「ありがとう」を伝えていきたい。 



笑顔で溢れかえる地域作りを 

西条市立東予東中学校 3年 越智理世 

 

私が考える地域・社会づくりは、みんなが支え、助け合って楽しく生活できる社会だと思う。今の世の中は、正

直に言って暗いことが多い。テレビや新聞、SNSで殺人や強盗などの報道をよく目にする。そこで私は、それが起

こる原因を三つ考えた。 

一つ目は、コミュニケーションの減少だと考えた。コミュニケーションを増やすには、私は笑顔やあいさつが大切

だと思う。話している時の表情や声の大きさ、言葉の使い方、全てが第一印象に入ると思う。その中に、あいさつ

も含まれる。だから、あいさつは地域の人とコミュニケーションをとる第一歩だと思う。私は小学生の時、あいさつを

返してくれなかったら嫌だから、知らない人にあいさつをするのが恥ずかしいからという理由で、なかなかあいさつ

をすることができなかった。でも、小学校の先生から「あいさつをすることは犯罪を減らせるかもしれません。」という

ことを聞いて、私は地域の人にあいさつをするようになった。毎朝登校している時に、「おはようございます。」とあ

いさつをすると、「おはよう。学校頑張ってね。」と返してくれる。それが嬉しくて、私はあいさつをするようになった。

本当にあいさつが地域犯罪を減らせるかは分からない。しかし、あいさつをされて不快に思う人はいないはずだ

から、これからもあいさつをしていきたい。 

二つ目は、自分の悩みを誰にも相談できない人が増えてきたからだと考えた。自分の悩みを誰にも相談できな

いとストレスが溜まりやすくなる。そのストレスで感情がコントロールできなくなり、自殺や強盗をしてしまうのではな

いかなと思う。私も何か上手くいかないことが積み重なると、感情のコントロールができなくなることがたまにある。

そんな時に、友達が声をかけてくれると、感情がリセットされ、もう一度頑張ろうと思える。だから、悩みを抱え込ん

でいる人の心の支えになりたい。側にいるだけでも少しは気持ちが楽になると思う。初めは声をかけるのが怖いと

感じるけれど、「大丈夫？」と声をかけてあげたい。 

三つ目は、見ているだけで止めない傍観者がいることだと考えた。犯罪をしてしまう人は止めてくれる人がいな

いから、罪を犯してしまう。もちろん、自分で感情をコントロールできない人もいけないと思う。でも、見ているだけ

で、何も注意しない人も犯罪の部類に入ると考えた。もし、あの時に「やめた方がいいよ。」と止められていたら、き

っと暗い報道が減っていたと思う。注意することや止めることは、すごく勇気が必要なことだけど、犯罪を減らすた

めに行動していきたい。 

たった数秒のコミュニケーションや一瞬の勇気で、地域の人達との信用が生まれ、自分を気遣ってくれる人が

増えると思う。そして、多くの人の心に余裕ができ、犯罪をしようなんて絶対に思わないようになる。そうすれば今

の暗い世の中は、もっともっと明るくなると思う。今の自分にできることを見つけ、少しずつ実行していきたい。 



明るい社会にするために 

西条市立東予東中学校 3年 上田美桜 

 

私が、犯罪、非行のない地域づくりについて思うことは、人と人との関わりが大切だということです。 

私は、どうして犯罪や非行がなくならないのかという話をテレビや本などで、見たことがあります。また、テレビで

も、何度もいじめや差別、犯罪、非行についての話を聞いたことがあります。私は、その話を聞いて、どうして、今

も続いているのか、なくならないのか、疑問に思いました。いじめや、差別は人をいやな思いにさせたりしてしまう

し、人の命を奪ってしまうことにつながる可能性もあります。犯罪や非行も、たくさんの人に迷惑をかけてしまう行

動だと思います。そのようなことを少なくするためには、一人一人が、意識をしながら生活をすることが大切だと思

いました。犯罪や非行をなくしていくためには、もし、自分が、犯罪などをしてしまったら、どうなるかなどを考えるこ

とが大事だと思いました。前もって考えておくことで、犯罪などは減ると思ったからです。そして、犯罪や非行など

のない地域にしていくためには、家族などとも話しておくことも、大切だと思いました。話をしておくとより意識が高

まるし、犯罪なども減ると思いました。 

もう一つ、私が大切だと思うのは、人と人との関わりやコミュニケーションです。私がこのことが大切だと思った理

由は、普段から、コミュニケーションなどをとっていると、犯罪、非行は起きにくくなると思います。関わりがある人同

士だと、より説得力があると思うからです。 

また、犯罪、非行のない地域にするには、みんなが笑顔で暮らせる社会をつくることも大切です。犯罪や非行

がなくなれば、社会は明るくなると思うし、笑顔の人も増えると思うからです。笑顔があふれる地域をつくっていくこ

とにも、人と人との関わりや、コミュニケーションが大事だと思います。理由は二つあります。 

一つ目は、人と会話をしたりすると、自然に笑顔になったり、明るくなったりすると思うからです。そうすれば、犯

罪や非行は少なくなると思います。 

二つ目は、いじめや差別です。いじめや差別も、犯罪に入ると思います。いじめや差別をされて、いやな思い

をする人がいるからです。いじめや差別をなくしていくには、一人一人が、もう一度いじめや差別は絶対にしては

いけないと思うことが大切だと思います。そうすると、いじめや差別が少しでも減っていくと思います。そして、相手

のことを考えて行動したり、コミュニケーションをとると、もっと減っていくと思いました。すると、笑顔で明るい社会を

つくっていくことができると思います。 

私が、犯罪や非行のない社会をつくっていくために、大切なことは、人と人との関わりをもつことと笑顔だと思い

ます。なので私ももっと明るい社会になるように、これからもっと多くの人と関わったり、笑顔を意識して生活したい

です。 



失敗を許し助け合う社会に 

西条市立東予西中学校 3年 谷本椋哉 

 

あなたは、刑を終えて出所した人や、罪や非行を犯した人のことをどう思いますか。きっとあまり良い印象は持

たないかもしれません。けれど、そのような人のことを差別的な目で見ることは、ぼくはおかしいと思います。 

罪を犯した人や、犯罪でなくても何か失敗してしまった人にも、きちんと次のチャンスが与えられる、そんな社会

をつくっていくことが大事だと思います。 

ぼくが中学校に入学してすぐの 1 年生だった頃、サッカー部の初めての練習試合がありました。ぼくは小学校

の頃からサッカーをしていましたが、相手は 3 年生で、足も速く、体も強くて、簡単にかわされてしまったり、自由

にプレーされたりしてしまいました。ぼくは焦ってしまい、苦し紛れで適当にボールを蹴ってしまったり、ボールを

持ちすぎて相手に奪われてしまったり、思うようにプレーができませんでした。そんなぼくに対し、先輩たちは、お

こることもなく、逆に「がんばってるね。」と一生懸命プレーしていることをほめてくれたのです。そして「大丈夫、こ

れから練習していけばうまくなるよ。」とやさしい言葉をかけてくれました。おかげで 2 ヶ月後の市総体では、練習

試合をした時よりも冷静に、落ち着いてプレーすることができました。練習の成果を少しでも出すことができたと思

います。 

このようにぼくの失敗を、周りの先輩たちはあたたかく受け入れ、許してくれました。そして次にがんばれるよう

に、あたたかい励ましの言葉もかけてくれました。 

でも、世の中には、もっと大きな失敗もあります。たとえば、罪を犯してしまうのも失敗だと思います。人を殺して

しまったり、人の人生を大きく変えてしまったりするような犯罪は取り返しがつかないこともありますが、しっかり罪を

つぐなったあとで、もう一度やり直せる犯罪もあるはずです。けれど刑を終え出所した人の中には、家族に対する

根強い偏見や差別を受けたりすることがあります。そういう人たちは、就職先や住居などの確保も難しく、とても苦

労するそうです。さらに、本人に強い更生の意欲がある場合でも、犯罪や非行履歴がうわさされ、プライバシーを

侵害されたりもします。そのように一度犯した失敗が許されず、いつまでもその人に付いて回ると、最初は更生す

るつもりがあっても、きっと嫌になってしまうと思います。 

刑を終えて出所した人たちの社会復帰と自立支援に必要な相談活動やサポート体制もあるそうです。保護司

さんや、更生保護施設などが挙げられます。けれどそのような人たちがいくらがんばっても、世の中の人たちがそ

れを理解して協力しないと、社会復帰することは難しいです。 

この間、ニュースで、女性従業員を人質にとり、ネットカフェに立てこもった事件を見ました。その容疑者は「自

分の人生に嫌気が差した。事件を起こせば、もう一度刑務所に戻れると思った。」と言っていました。そのニュース

を見て、ぼくは周りのサポートが十分できていなかったのではないかと思いました。この人は、更生を目指す意欲

があったけれど周囲の人たちの理解が得られず嫌になり、社会復帰を目指すよりも刑務所に戻ったほうが楽だと

思ったのではないかと思います。 

このような犯罪を繰り返さないために、更生しようとする意欲を示した人に対し、周囲の人々がそれを理解し、協

力していくことが大切です。ぼくを含めみんな誰でも失敗したことがあるはずです。その失敗を許し、助け合い、社

会復帰を実現することが犯罪や非行防止、罪を犯してしまった人の更生を支える社会づくりに大切なことだと思い

ます。  



温かい声をかけられる人に 

西条市立東予西中学校 3年 近藤梨心 

 

皆さんにはつらい時に話を聞いてくれたり支えてくれたりする人はいますか。私には何度も励ましてもらったり、

パワーをもらい助けてくれたりする友達がいます。私は今、ソフトボール部で部活動に励んでいます。私はピッチ

ャーを務めていて、毎日ピッチングで練習をがんばっていますが、試合になると目の前にバッターが立っているの

で緊張してしまい、うまくストライクが入らないときもあります。そんなときはチームのみんなに迷惑をかけてしまって

申しわけなく思います。個人競技ではないからこそ、みんなにも、私にもそれぞれ任された責任があります。でも、

その責任をしっかり果たせてないと思えば思うほど、うまく投げられなくなって落ち込みます。 

そんなとき、キャッチャーや内野手が「打たして守備が守るよ。」「落ちついて。」「楽にね。」などと声をかけてく

れます。そういうふうに声をかけてもらえると、うれしくなって気持ちが少し楽になります。私のミスを責めたりせず

に、みんなが「大丈夫」と声をかけてくれて、カバーしてくれます。「大丈夫」と言われると、次もがんばろうと思えま

す。 

家でもそうです。毎日ごはんを作ってくれる母は、家事や育児、仕事で疲れているときもあります。そういうときに

は私から「大丈夫？」と声をかけるようにしています。父は単身赴任で広島にいます。家族に普段会えないので、

さびしいときもあると思います。父には普段会えない分、あまり優しい言葉かけができていませんが、もっと「お仕

事お疲れ様」「いつもありがとう」という言葉を伝えたいと思います。 

このような温かい言葉かけや気持ちに、私はいろいろな場面で支えられています。私の周りには、当たり前のよ

うにこんな温かい環境がありますが、世の中には残念ながらそれが当たり前でない人もいます。家庭で虐待を受

けていたり、学校でいじめられていたり、仕事でうまく行かなかったり・・・。そんな厳しい人間関係や環境は、時に

犯罪を引き起こしたり、薬物などに手を出して、自分をだめにしてしまったりすることにもつながるのではないでし

ょうか。 

なにか一つのところでの人間関係がうまく行かなかったとき、それで終わりではなく、どこかほかのところに、自

分を支えてくれる温かい仲間がいれば、そのような犯罪も減ると思います。それが学校でも、家庭でも、地域でも、

仕事場でも、友達でも、どこでもいいのです。どこか一つでも、自分を支えてくれる仲間がいてくれるように、一人

一人の周りにいろいろなコミュニティがあるといいと思います。 

1988年に比べて今は地域や近所の関わりが半分以下に減ってきています。地域の人や近所の人とのかかわ

りが減ると、いいことはありません。なにかあったときに、地域の人との関わりがあり、話を聞いてくれる人がいたら、

自分を追い詰めてしまったり、罪を犯したりせずにすみます。地域や近所のかかわりも、一人の人を支える環境の

一つになると思います。 

だからこそ一人が好きな人でも、たくさんの人と関わらなくても、誰でもいいので、やはり相談を聞いてくれる人

が一人でもいるといいと思います。 

みんな何かあったときに、どこかで、誰かには話を聞いてもらい、支えてもらうことができる社会にするために、

私は友達や家族、地域の人など、様々な人とのかかわりをもっと増やしていきたいです。そして、不安になってい

る人がいたら、「大丈夫？」と温かい声をかけられる人になりたいです。 



「やさしい社会」へ 

西条市立河北中学校 3年 十亀千咲 

 

もうそろそろ出発しようか。いつも通りの朝。学校に行かなければならない時間だった。私は、余裕を持って早

起きすることができない。そのため、数分の遅れも許されなかった。でも、私は動けなかった。それは、ある言葉が

耳に飛び込んできたからだ。 

「一度罪を負うと、社会に戻るのは難しい。」その言葉の発生源はテレビだった。妹の消し忘れで、つけっぱな

しになっていたテレビ。その日は、非行少年たちの特集だった。未成年者の犯罪についてのニュースはよく見る

が、「その後」を私はよく知らなかった。準備していた手を止め、自然とテレビに目が向く。映し出されていたのは、

なにかの施設であろう建物だった。どうやら日本には、非行少年たちを大人になるまで見守ってくれる施設がある

らしいのだ。 

瞬間、私はその施設にいる少年たちには親がいないのだろうと思った。そういう人ももちろんいた。しかし、それ

だけではないはずだ。そこで気づいた。親が預かろうとしなかった可能性もあるのだ。その可能性に気付いた私

は、なんだか悲しくなった。よくよく考えてみれば分かるはずだ。誰しも罪を犯した人と一緒に生活したいとは思わ

ないだろう。誰しも再犯の可能性を捨て切れないだろう。だから、このような施設が存在しているのだろう。 

次に映し出されたのは施設での生活の様子だった。毎日三食ご飯を食べ、与えられた作業をこなし、眠りにつ

く。誰がどう見ても一般人の生活と何ら変わらない。そう思わせるほどの「普通」の生活をしていた。また、映像が

切り替わる。 

そこには施設で生活している誰かが書いた手紙が映し出されていた。内容は分からなかった。でも、その手紙

を見た瞬間驚いた。手紙の上に並んでいる文字がとても綺麗だったのだ。それも、習字で書くような文字の綺麗さ

ではなく、大人が書くような、小さくもなめらかな文字。これは私の勝手な偏見だが、今まで罪を犯した人たちに字

が綺麗なイメージはなかった。いつの間にか一緒にテレビを見ていた父も同じ考えだったのだろう、「字がすごく

綺麗。」と驚いたようにつぶやいていた。 

気付くと、画面に映っていたのは、何かを一生懸命描いている少年の姿だった。何だろうと思って見ていると、

見えたのはアニメのキャラクターの模写だった。しかも、すごく繊細で綺麗な。その少年は、絵を描くことが趣味ら

しい。スケッチブックをめくっていくと、様々なキャラクターが出てきた。そのどれもが、美術部に所属する私よりも

はるかに上手く、細かく黒い濃淡がつけられていた。そして、なにより絵を描いている時の少年がとても楽しそうだ

った。 

そこでハッと我に返る。さすがに家を出ないとまずい。気付けば数分が経過していた。本音を言えばもう少し見

ていたかったが、そんな悠長なことを考えている暇はない。私は家族に「行ってきます」と声を掛け、家を出た。車

に細心の注意を払いながら自転車をこいでいく。それでも頭には、さっきの特集が残っていた。あんなにやるべき

ことを毎日こなしていける人が、あんなに字を丁寧に綺麗に書ける人が、あんなに楽しそうに絵を描ける人が一度

罪を犯して社会に戻れないでいる。 

自転車をこぎながら私は考える。犯罪はいけないことだ。それは誰もが分かっている。私にできることは？今ま

でだったら「ない。」と即答しただろう。でも、私にだってできることはきっとある。まずは、私の思いをみんなに伝え

よう。そして、みんなで犯罪のない社会にするための方法を考えよう。罪を犯した人が立ち直って、社会で生活を

送れる方法を考えよう。私は考え続けなければならない。 

テレビの特集で見た少年たちが罪を犯さない社会を、罪を犯した少年たちが立ち直って前向きに暮らしていけ

る社会を、私は実現したい。そうすれば、この世界に生きる全ての人にとって「やさしい社会」になるだろう。そのた

めに、私なりの努力を続けたい。そんなことを考えているうちに、なんとか遅れずに学校に到着した。 

この学校で様々なことを学び、「やさしい社会」を実現できる人になろう。そうと決心した。 



「こたろう」 

西条市立河北中学校 3年 山本琴音 

 

私の家には「こたろう」という名前の柴犬がいました。「こたろう」は野良犬でした。父の仕事場で大型トラックにひ

かれそうだったところを、父に助けられ、私の家に連れて帰られました。その後、保健所に届け出をして数ヶ月後

に家族になりました。 

「こたろう」はすごく優しい犬でした。小学生の時、私は毎日のように母に怒られていました。怒られていた理由

のほとんどは弟に関することでした。弟はまだ幼く、人の気持ちを考える事が苦手で、怒られても理解できないよう

でした。私は母に、「私は悪くないのに、なんで私だけいつも怒るの。」と聞くと、母は、「弟に怒っても理解できな

いから。」と言われました。今であれば、母の気持ちは理解できます。でも、その時の私には理不尽に思われ、も

のすごく辛かったのを覚えています。私は怒られた後、いつも車庫に行って泣いていました。そんな時、「こたろ

う」はいつも私が泣き止むまでずっとそばにいてくれました。「こたろう」は犬です。だから、優しい言葉をかけてく

れることはありません。頭をなでてくれることもありません。ただ黙って側にいるだけです。それでも、その時の私に

は、家族の中で唯一の味方のように思えました。 

そんな「こたろう」も、どんどん歳をとっていき、今年の冬に亡くなってしまいました。「こたろう」は亡くなる前の日

まで、ご飯を全部食べてくれました。そして、亡くなる時も、家族全員がそろうのを待ってくれて、母の腕の中で息

を引き取りました。でも、今も台所のカウンターの上で、私たち家族のことを見守ってくれています。 

あの時の私に「こたろう」がいなかったら、いらいらを友達にぶつけていたかもしれません。悪いことをする子に

なっていたかもしれません。「こたろう」がいたから、私は今、楽しく生活を送れています。 

私は、「こたろう」になりたいです。「こたろう」がしてくれたように、一人で悩んでいる人や苦しんでいる人の味方

になりたいです。私は言葉で慰めることが苦手です。だから、気持ちが落ち着くまでそばにいたり、相手の話を聞

いたりしたいです。「こたろう」のように・・・。そして、せめて私といる時は、悩みを忘れるくらい面白いことをたくさん

したいです。一人では抱えきれない問題も、二人でなら、もっと多くの人でなら、解決できるのかもしれません。私

が「こたろう」にしてもらったように、私も誰かを支え、支えられた人も誰かを支えるといった連鎖が広がっていって

欲しいです。私一人でできることは少ないのかもしれません。でも、私からだけでも行動することが、いつか大きな

力になっていくのだと思います。 

一人で悩んでいる人や苦しんでいる人のいない明るい社会にしていくために、私は「こたろう」になります。 



母の姿を見て 

西条市立丹原東中学校 3年 永井咲帆 

 

「社会を明るくする運動」は、毎年 7月が強化月間です。これまでも、冊子をもらったり作文の募集があったり、

ポスターを見たりして、活動が行われているのは知っていたけど、学年が上がるにつれて、この活動の意味を深く

考えてみようと思うようになりました。「社会を明るくするために」と言われても、今ひとつ何をすればいいか分かりま

せんでした。そこで私なりに自分に何ができるかを考えてみました。将来、自分の好きな仕事をして社会に貢献す

る。いじめや差別につながるような行動は絶対にしない。ニュースを見て、今世間で起こっていることに関心を持

つ。犯罪や非行のない安全、安心な社会をつくる。人とのつながりや関わりを大切にする。ボランティア活動や奉

仕活動などに参加する。など視野を広げればできることがたくさんあると思います。 

私は、考えた中でも「将来、自分の好きな仕事をして社会に貢献する」この思いを形にしたいと思っています。

私の将来の夢は、「助産師」です。そう思ったきっかけは、母の姿を見てきたからです。私にとって母は尊敬する

存在であり、憧れの存在でもあり大切な人です。母は、元看護師です。私が小さい頃は、まだ現役で働いていま

した。当時、外で走り回って遊ぶのが大好きだった私は、転んでよく怪我をしていました。そんな時に、母はすぐ

に優しく手当をしてくれました。体調が悪いときは、すぐに感じとってくれて優しく看病してくれました。そんなふう

に接してくれる母の姿を見ていて、いつの頃からか私も母のようになりたいと思うようになりました。それから、医療

関係の仕事に興味を抱くようになり、調べてみました。医療関係の仕事は、本当にたくさんあって、コロナ禍の今、 

これまで以上に必要とされている職業であることも分かりました。その中でも、私が一番興味を持ったのが「助産

師」です。命が誕生する瞬間に立ち会えるなんて、こんな素敵な仕事はないと思いました。命ある人間、誰もが関

わってきている道です。責任ある重大な仕事ですが、調べれば調べるほどかっこいいし憧れが強くなりました。そ

して、新しい命と出会えるということは、大きな声で産声を上げる赤ちゃんを見守っている家族や周りの人の笑顔

にも立ち会えるということです。仕事をするということは、うれしいことや楽しいことばかりではないことは知っていま

す。辛いことやしんどいことの方が多いかもしれません。それでも、自分が選んだ仕事を一生懸命にすることが、

社会に貢献することにつながると思います。私は、この夢を叶え、多くの命との出会いに立ち会い、社会に貢献で

きる人になります。そして、たくさんの笑顔を見て、笑顔を増やすことにより、社会が明るくなるお手伝いをします。

社会への貢献の仕方は、人それぞれで様々な形があると思います。夢に向かって精一杯頑張ることを続けていき

たいです。 

ニュースを見ていると、幼児の虐待のニュースや、生まれてすぐの赤ちゃんを遺棄したニュースを目にします。 

また、新型コロナウイルス感染による差別事象、ネットでの誹謗中傷などのニュースも絶えず流れています。新型

コロナウイルス感染による差別も含め、差別は絶対に許されないことです。これらのニュースを見ている中で、相

手を思いやる気持ちがあれば、様々な問題は起こらないし解決できるはずです。また、このような辛い事件や出

来事は、様々な原因が関わり合って起こっていると思います。犯罪やネットの誹謗中傷の件でも、些細な言葉から

始まっていて、その言葉が誰かを傷付けることとなり、被害者側が命を落とすこともあります。そうなると、加害者側

は犯罪者となることも考えられます。このような辛い出来事を一つでもなくすために、相手の立場に立ち、物事を

考え行動しなければなりません。罪を犯した人の中には、そんなつもりはなかったという人もいるでしょう。それでも 

罪を償わなければなりません。そして、社会復帰をし、社会貢献できる環境を整えることも重要です。 

「社会を明るくするために」私にできることは、そんなに多くはないですが、一人一人が考えて行動することが、

明るい社会をつくる一歩になると信じています。夢を叶えるために、今できることを精一杯やっていこうと思いま

す。 



感謝の気持ちを伝えたい 

西条市立丹原東中学校 3年 松本奈々 

 

私は今、反抗期です。自分でそう実感しています。母親には、命令口調で「お菓子買ってこいよ。」などと偉そう

な態度をとってしまうことがあります。逆の立場で、私がこんな言い方をされると腹が立つし、絶対に買いになんて

行きません。お菓子なんて、家の近くのスーパーやコンビニに自分で買いに行けます。でも、母は何も言わずに

買ってきてくれます。それなのに私は、「ありがとう」と言うことができません。母の仕事は、介護の仕事で交代制で

夜勤があり、寝る時間も不規則です。仕事終わりで疲れているはずなのに、私のお菓子なんかのためにわざわざ

買い物に出掛けてくれます。最近、母の疲れている顔をよく見ます。そんな姿を見ていると、これからは自分のわ

がままだけをぶつけるのはやめようと思うようになり始めました。自分でできることは、なるべく自分でするように心

掛けようと思います。やってもらった時は、直接「ありがとう」を言うのは恥ずかしいので、LINEなどを使ってでも感

謝の気持ちを伝えようと思います。反抗期で素直になれないことの方が多いけど、少しは母の役に立てるように手

伝いなどもやっていきたいです。 

友達には、私が教室に入れないせいで給食当番や係の仕事を一人で任せてしまっています。給食当番を決

めたときに、「一緒にやろう。」と声を掛けてくれたので、その時はとても嬉しかったのを覚えています。その友人と

は、2年生までほとんど関わることがありませんでした。そして、私自身が教室になかなか入れず、私とペアを組む

と結局一人で当番活動をすることになるのに、私とペアになってくれました。あの時は、「えっ、私なんかでいい

の？」と思い驚きました。そして、その友人とは、学級の係の仕事も一緒になりました。たくさん迷惑をかけている

ので、先日教室に入れたときに、「当番も係の仕事もごめんね。」と伝えることができました。そうすると、その友人

は「全然、いいよ。」と返事をしてくれました。私なんかとペアになってくれたこと、文句も言わずに当番の仕事を一

人で頑張ってくれていること、感謝の気持ちでいっぱいです。 

また、私が学校を休んでいることを知っているクラスの友達は、技術の授業で育てているトマトの水やりを、何も

言わなくてもやってくれていると、友達から聞きました。頼んでもいないのに、近くに置いているだけで気にかけて

くれている気持ちがとてもありがたいと思いました。でも、誰がやってくれているかまでは分からないので、いつか

お礼が言えたらいいなと思っています。 

そして、先生にも迷惑をかけています。午後から学校に行き、教室に入れない私を温かく迎えてくれます。休ん

だときは、プリントを届けてくれます。わざわざ時間を使ってくれていることに感謝をしなければと思います。朝から

学校に来て、教室に入っての学校生活をするには、もう少し時間がかかりそうですが、少しずつ生活態度を戻し

ていきたいと思います。 

この作文を書くにあたって、自分の生活態度を見直していると、私の周りには私を支えてくれている人がたくさ

んいることに気付けました。あたり前のことをあたり前にできていない自分が悪いのに、声を掛けてくれたり見守っ

てくれたりする人がたくさんいます。世間では、反抗期や思春期を迎えた若者の中には学校生活や家庭生活で

上手くいかないことがあると非行に走る少年や少女もいると聞きます。私は、たくさんの人に支えられ、温かい言

葉を掛けてもらうことができてとても幸せです。家では、母親だけでなく兄や姉も私のことを気に掛けてくれます。

たまに、うっとうしいと思うこともありますが、声を掛けてくれることで、私が家にいてもいいと思うことができます。学

校も同じです。居場所があると思えることで、頑張ろうという気持ちになれます。非行や犯罪をなくすためには、そ

の人の周りの環境も大切ではないかと思います。 

私は、身近な人に感謝の気持ちで一杯です。この感謝の気持ちを忘れることなく、今自分ができる精一杯のこ

とをやっていきたいです。まだ少し時間がかかりそうですが、恩返しができるように頑張ります。そして、自分がして

もらっているように、周りを助けられる人になりたいと思います。 



支え合う心 

西条市立丹原西中学校 3年 村上大輝 

 

「大麻」「危険ドラッグ」、ある日の夕方、私はテレビのニュース番組でその言葉を見付けました。薬物犯罪のニ

ュースのテロップでした。「また薬物か。」と思ったその時、「少年」という言葉が目に飛び込んできました。 

「また薬物犯罪？どうして少年が？」私の頭の中で、この言葉が駆け巡りました。もう、何度目のことだったでしょ

うか。このようなことが度々起こる私たちの社会は、本当に大丈夫なのでしょうか。私は急に心細くなりました。 

皆さんは「薬物」について、どのような印象をお持ちでしょうか。私はいつも「怖いもの」という言葉を使っていま

す。保健体育の授業で、薬物の危険性や依存性について学んだ時、薬物乱用による心身へのダメージの大きさ

やひどさを資料映像で目の当たりにして、私はとても恐ろしくなりました。一人の健康な人間が、本来持つべき機

能を失っていくその様子は、人間が「壊れていく」と言っても過言ではないものでした。手の震えが止まらず、持ち

たいものが上手く持てません。何を言っているのか分からないくらいにろれつも回っていません。中でも衝撃的だ

ったのは、常に妄想や幻覚にとらわれ、何もない壁や物などに向かって延々と話す薬物乱用者の姿でした。現実

とは思えない異様な光景が、この問題の深刻さを物語っていました。 

また依存性が強いのは、なぜかも詳しく知ることができました。薬物を乱用した結果、脳が小さくなり正しい判断

力が失われます。全身の震えが止まらなくなり、体中には激痛が走り、骨という骨が砕かれるような強い痛みに襲

われます。そこで薬物を使うと、少しの間だけ症状が治まるのです。誰もがその苦しみから逃れようと、また薬物に

手を出し、悪魔のような行為を繰り返していくのです。この恐ろしい悪循環は、このように身も心も壊し、時には命

をも奪います。この問題は早急に解決すべき課題の一つであり、看過することなどできません。 

しかし今、このような薬物乱用の事件が報道されても、私たちは珍しくないと感じるようになってしまっています。

また、そこには言葉巧みに薬物へと誘惑されるため、少年と言われる年齢の人が簡単に関わってしまうケースも少

なくありません。人々の幸せな未来を奪う薬物が、私たち未成年にとっても遠くない存在だと考えるだけで、私は

いてもたってもいられません。私たちが薬物の悪循環に巻き込まれないためには、薬物の恐ろしさを決して軽く考

えず、薬物乱用の先にある地獄を知ることが欠かせません。そして、最終的には自分で薬物との関わりを初めの

段階で断る強い意志を持つことが大切なのです。それができなければ、私たちに幸せな未来はないと考えます。 

このいまわしい薬物乱用の歴史に、私たちは一分一秒でも早く終止符を打たなくてはなりません。そして、既に

薬物乱用によって失われた人生を少しでも早く取り戻さなくてはなりません。そこで私はインターネットなどを使っ

て調べてみました。国内には薬物から縁を切って立ち直る更生のための施設や専門の病院があります。そして、

患者となった元薬物乱用者を献身的に支える人たちの存在についても知ることができました。また、薬物乱用か

ら立ち直った人たちが、患者を支えていることも知りました。 

私は、これまで薬物乱用について、漠然と「ノー」と言えたらいいと思うだけで、もし誰かが薬物に近付こうとして

も、実際には止められないのではないかと思っていました。しかし、今はそうではありません。薬物の恐ろしさを知

り、立ち直りを支え合う心を大切にしている人たちの存在を学んだ今の私には、近付く薬物に対してはっきりと「ノ

ー」と言える自信があります。そして、薬物に対してだけでなく、それが非行や犯罪などどのような問題であって

も、非行や犯罪であっても、まず自分でよく学び、知り、みんなで支えあうことができれば、誰もが幸せな明るい社

会を作ることにつながるはずです。この思いを今後大切にしながら、私はまず、身近な問題から積極的に関わり、

すてきな社会をつくる一人になりたいです。 

 



その行い、大丈夫でしょうか？ 

西条市立丹原西中学校 3年 村上龍之介 

 

この世の中が、幸せなことだけで満ちあふれているなら、どんなにすばらしいことでしょう。悩みや辛さから解き

放たれ、希望にあふれた毎日でありたいと、誰もが考えているのではないでしょうか。しかし、現実はそうではなく、 

「犯罪」が毎日のように起こっています。私たちのような少年と呼ばれる若者でも、「犯罪、非行」に関わってしまう

ことがあります。その結果、県内の少年の非行や犯罪件数は、残念ながらゼロにはなっていません。 

ただ、私たち少年が犯罪や非行について十分に理解しているかと言えば、そうではないのが現状です。そこで

私はまず、犯罪について調べてみました。犯罪は刑法上の違反に当たる行為をすることです。例えば、殺人、強

盗、恐喝、窃盗、詐欺、性犯罪などが挙げられます。それらの犯罪の 1割程度に少年が関わっているということを

示したデータもありました。特に、詐欺について、少年の関わる割合が増えていることが問題視されているというこ

とでした。現在、スマートフォンの普及率は高く、加えて生活環境の様々な変化が起きています。一見すると便利

ですが、実は私たちの身の回りでも、SNS上でのトラブルがあります。私たちにとっても通信機器は便利な面が多

く、何かと利用しがちです。しかし、伝えようとしたことが正確に伝わらず、誤解を生み、人間関係を壊してしまうこ

ともあります。このような状況を踏まえると、若者が使い慣れてはいるものの、その危険な利用法に気が付かない

でいることで、通信機器を使った詐欺などの犯罪に関わりやすくなっています。犯罪も自分の行動をしっかりと見

つめ、その善し悪しを考えていなければ、いつの間にか近くにいるものなのかもしれないと、襟を正す思いが生ま

れました。 

次に、非行について調べてみました。非行とは、青少年などが法律違反をする行為のことです。ルールやマナ

ーを守らないことでも起きてしまうものです。なぜ、そのような行為に及ぶのかを調べてみると、家庭や学校の問

題、地域の問題、そして情報化による有害な環境の問題などが挙げられていました。家庭や学校の問題につい

ては、いじめ問題をはじめとして様々なトラブルについて思い浮かべることができます。私は小規模の中学校での

生活の中で、互いに支え合って生活することで、穏やかな学校生活を送ることができています。先日、私が家と自

転車の鍵を無くしてしまった時、クラスの仲間が帰らずに学校中をいっしょに探し回ってくれました。まだ部活動に

参加していた仲間も、部活動を中断し、自分の荷物を確認するなどして協力してくれました。それでも見付からず

に探し回っている私に、「まだ見つからんの？大丈夫なん？」と声を掛けてくれました。その後間違って持って帰

ってしまった仲間から連絡があり、鍵は無事に私の元に届けられました。その時、関わってくれた仲間が口々に

「良かった、良かった。」と言ってくれて、探し回った疲れも忘れて笑い合ったことで 私は仲間の大切さを改めて

実感することができました。そして、今度は私がこのすばらしい仲間の役に立たなくてはという思いが芽生えまし

た。健全な交友関係が保てなくなることでいじめ問題が起こるのならば、私にはこんなすばらしい仲間がいてくれ

るし、どこにいても周囲との良い関係を考えていれば、いじめの問題から自分を遠ざけることができるのではない

かと考えました。 

私は、罪を犯してしまった人、非行に走ってしまった人は、その人に何か引き金になることが起きてしまったの

ではないかと考えます。例えば、身近な人々との関係が希薄になったり、不安や悩みを心にため込んだりして、ち

ょっとしたルールやマナーを守ることができないことが積み重なって犯罪や非行にたどり着いてしまうのではない

かと思います。そうならないように、そして、自分の周りの人たちが私に温かく接してくれるようになるためには、ま

ず、自分から積極的に関わり、心がふれあう良い関係を築いていくことが大切だと考えます。非行、犯罪のない明

るい社会づくりのために、私は自分の行いを常に振り返り、心のふれ合いという小さくても大きな一歩を大切にし

て生活していきたいです。 

 



「新しい視点で社会を変える」 

西条市立小松中学校 3年 曽我野々香 

 

私は、これまで犯罪や非行をした人が復帰できる社会を作ることばかりが必要とされていると思っていたが、実

際はそれだけではないことを知った。 

きっかけはある一冊の本だ。東野圭吾の「手紙」という本を何気なく読んだ私は、大きな衝撃を受けた。その本

は、加害者家族という視点で描かれている。兄が犯罪を犯し、「強盗殺人犯の弟と」いうレッテルを貼られた弟は、

結婚や就職、夢を叶えることさえできない。そんな弟の過酷な人生をリアルに描いた作品である。 

私は特に、勤務先の社長の言葉が忘れられない。 

『我々は君のことを差別しなきゃならないんだ。自分が罪を犯せば家族をも苦しめることになる―すべての犯罪

者にそう思い知らせるためにもね』 

私はこの言葉が腑に落ちなかった。差別をしないといけない人などいるのだろうか。差別が起こっているにも関

わらず、肯定せざるを得ない社会であることを痛感する言葉だ。自分が犯したわけではない罪を、血が繋がって

いるというだけで背負わないといけない加害者家族の立場に立って考えてみると、被害者やその家族に対して申

し訳ない気持ち、犯罪を止めることができなかった自責の念、自分ではどうすることもできないやるせなさなど不甲

斐ない思いでいっぱいだと思った。自分勝手な犯罪で苦しめられるのは、被害者だけではないことに周りが気づ

くことが再犯防止の第一歩である。また、社会から偏見の目を向けられたり、差別をされたりすることは罪を償うと

いうことの一環ではない。また新たな人生を歩み、社会の一員として貢献することこそが本当の償いだと思う。 

新型コロナウイルスの流行により起こったコロナ差別に、加害者家族に対する差別は似ている。私は、以前学

校の授業でコロナ差別はなぜ起こるのかということについて友達と話し合った。そこで「コロナに対する恐怖心か

ら」や「不確かな情報に惑わされるから」という意見が出た。加害者家族に対する差別が起こる原因は同じで、ま

ず過度な身元調査やメディアによる個人情報の流出が差別につながっていると思う。それは情報が簡単に手に

入る現代社会の負の一面である。次に犯罪者に対して恐怖心を抱くのは当然だと思う。しかし、家族というだけで

全く別の人間である加害者家族が、犯罪を犯すかもしれないと考えるのは間違っていると思う。人は一人一人、

別人格だし、家族だからといって、自分以外の人格に責任は持てない。家族の犯罪に責任を持つ必要はないと

私は考える。 

今、私たちにできることは、先入観のない目で社会や人を見つめることだと思う。この社会は人との繋がりによっ

て成り立っている。人に関心を持ち、積極的にコミュニケーションをとることや、周りのことも考えた思いやりのある

行動をすることが大切だ。中学生の今の私にできることは少ない。しかし、私たちの学校では挨拶運動に力を入

れている。だから、これからも挨拶を通して後輩や先輩などあまり話したことがなかった人とも繋がりの輪を広げて

いけたらいいと思う。それにより絆やきっかけができれば、情報に溢れる現代社会で唯一確かな人間関係が作ら

れ、犯罪を減らすことにつながると思う。また、もう一度情報の取り扱いや犯罪に関わる人達について、いろいろな

立場に立って考え直す必要があると思う。 

明るい社会を作るのに必要なのは、周りの人から受ける、また周りの人に向けた温かい眼差しや差別・偏見の

ない道徳観だろうから、私は自分の心にこれでいいのか、自分は正しいのかなどを問い掛けながら生活していき

たい。 



「ありのままの自分」 

西条市立小松中学校 3年 橋本心愛 

 

皆さんは「LGBTQ」という言葉を知っているだろうか。LGBTQ というのは、一般的にレズビアン、ゲイ、両性愛、

トランスジェンダーの各単語の頭文字を組み合わせた表現である。日本における LGBTQの割合は現在では、13

人に一人の割合でいるということが分かっている。そのような人達が自分たちの身の回りで、もしかしたら悩んでい

るかもしれないし、苦しめられているかもしれない。 

その身の回りで悩んでいる人の一人が私の従姉妹である。従姉妹は小さい頃から今現在も、苦しめられて生き

ている。 

私が最初に違和感を覚え始めたのが、小学校中学年ぐらいの頃だった。祖母の家でいつも通り従姉妹と遊ん

でいると、自分のことを「俺」と言っていたのだ。私はその言葉に対して驚いた。女の子は普通、「私」や「うち」など

といった言葉を使うと思っていたからだ。私はそのような先入観があり、女の子が「俺」という言葉を使うのはおかし

いと思っていた。また、従姉妹はスカートを嫌がり、ズボンしか履かなかった。その上に髪の毛もボーイッシュでま

るで男の子のような姿をしていた。私はその見た目にも、ずっと違和感を感じていた。しかし、その考えは、差別や

偏見に繋がっていたのだった。男の子は男の子らしい格好、女の子は女の子らしい格好をするという常識は、誤

っていたのだ。 

それがわかったのは、中学校の授業で LGBTQについての学習をしたからだ。LGBTQを知り、理解したことに

よって従姉妹に対する私の気持ちは変わっていった。これまで、従姉妹に対して「おかしい、変だ」という気持ちを

持っていたが、今では「ありのままの自分で生きていて尊敬する」という気持ちに変わった。だから私は、LGBTQ 

の人みんながありのままで生きることができる社会になって欲しいと思った。そのためにも私は、どんなことも受け

入れられるような人間になりたい。すぐに見た目だけで、判断せず人の事情を理解し、全てを受け入れることが当

たり前にできるようになりたい。 

私は今現在、社会は大きく変わり始めていると思う。数年前までは、LGBTQ という言葉自体、世の中に広まっ

ていなかったり無知や無関心の人が多かったからだ。だが、今では SDGｓの目標にもジェンダー平等というものが

あったり、制服はスカートかズボンを選べる中学校や高等学校も増え始めている。このように、社会の常識は変わ

っているのだ。 

しかし、まだまだ無知や無関心、差別問題は少なからずある。それがゼロになる社会を作らなければ明るい社

会にはならない。そして、男女関係なくありのままで生きられる世の中が承認されなくてはいけない。お互いに人

格を尊重しあうことが大切だと考える。誰一人、世の中には自分と同じ人間はいない。だからこそ、自分の個性を

捨てずに生きていたい。 

私はこれからの世の中で LGBTQで苦しんでいる人、悩んでいる人がそれを隠さずに笑顔でいられるような社

会になって欲しいと思う。私の身近に実際に苦しんでいる人がいるので、明るい社会を考えるテーマに LGBTQ 

を選んだ。過去に作られた常識の枠を超えて、大人も一緒に学び考えて世の中を変えて欲しいと思う。人が成長

するように、一人一人がありのままで、自由に生きられる、社会に世の中も成長して欲しい。それができるのは、今

生きている私たち全員が人に関心を持ち、人の気持ちに温かく寄り添えるかが問われていると思う。私は自分が

生きる社会を明るくするために、学び続けたいと思っている。 


