小学生 の 部
笑顔は自分から

命の大切さ

優秀賞

優秀賞
長崎小学校
４年生

私は、どうして「いじめ」
「 一人ぼっち」
などの場が暗くなるような事をする人が
多数いるのか。そしてその人はどのよう
な人なのかを考えてみた。まず、頭の中
で思いついたのは、いじめ、一人ぼっち。
これは、一人の事を何人かできずつける
というこうい。されたがわの気持ちを考
えると、一生のこる思い出になってしまう
と思う。それだけではなく心にきずがつ
く。次に、
さべつ。
さべつは、自分とちがう
体、はだの色をくらべて、その人の事を
悪く言う。言われたがわは、
とても悲しむ
と思うし、自分のふつうをひかくされたら
深くきずがつく。
このような、相手の気持
ちを考えずに、行動、発言をする人は他
人に笑顔を咲かせられない人だと思う。
そのためには、まわりの人が自分から笑
顔を発信し、サポートしてあげることだと
思う。
もし、
この世界が笑顔であふれていた
ら、
「 いじめ」、
「 一人ぼっち」、
「さべつ」
はなくなると思う。実さいに学校では、
し
ょうがいがある子もいる。はだの色もそ
れぞれちがう。だけどその子たちはいつ
見ても、笑顔であふれている。この一人
一人の笑顔が社会を明るくする、第一歩
だと思う。なぜなら、
「 笑顔」は世界きょう
つうの、あい言葉のような物だから。だか
ら笑顔一つ一つが大切。そして、一人が
幸せそうにほほえむとみんなが幸せそう
に答える。そう、笑顔一つでかんきょうが
よくなる。
私はこのように考えた。私はもっと友
達をふやしたい。そのためには自分みず
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から何 をす れば い い の か 。そ の 時「 パ
ッ。」
と頭の中にうかんだ二つの文字と同
時にクラスのみんながほほえんでいる
すがたが見えた。私はようやく分かった。
「笑顔は自分から」
ということを。
「笑顔」
というまほうのあい言葉をせっき
ょくてきに、発信していけば、男女、ろう
若問わず、仲よくなり、自分自身が明る
く、輝ける未来になれる。
この事をきに、
他の学校、学年、
クラスの子たちと友達
になれるきっかけができる。私はあらた
めて、人々の笑顔の力に助けられる事を
ほこりに思った。
笑顔、親切、優しさは「いじめ」
「 一人ぼ
っち」
「 さべつ」に深くかかわりがある事
を、自分のまわりの人達が気付かせてく
れた。
また私も、いじめるがわの人たちに、
笑顔の大切さを伝えていき、
この社会が
より良くなるために毎日笑顔でいる自分
に変わっていきたい。
2020年には、東京オリンピック・パラ
リンピックが開さいする。その時には多
くの外国人かんこう客が来る。外国人の
人々に、日本は笑顔と優しさであふれて
いる国と思われるように、日々笑顔、優し
さを心がけ、少しでも良い国に近づける
ように、笑顔を発信するのを忘れずにし
ていくことが、社会を明るくする第一歩
になると思う。
なので、人々に笑顔を広めていきたい
と私は強く思う。

みなさんは、自分にとってかけがいのない
人を亡くしたことはありますか。私は昨年の五
月に祖母を亡くしました。祖母は、いつでも私
のことを大切に思ってくれていて、家族の中
で一番といえるくらい大好きでかけがいのな
い存在でした。
そんな祖母がある日突然、体調をくずし入
院しました。いろいろな検査を受けて出た診
断結果は、胃がんのステージⅣでした。最初
は、
「ステージⅣ」の意味が分かりませんでし
たが、
これはその病気の末期の状態を意味す
るそうです。正直、信じられませんでした。今ま
で一緒に遊んでいた元気な祖母を思いうか
べると、私の前では無理をしていたんじゃない
かと思い、目から涙があふれてきました。それ
から数日間は立ち直れませんでしたが、家族
や友達からはげまされ、前向きに考え直すこ
とができました。
私は、祖母が入院している間は、毎日メール
をすることにしました。学校や習い事の話をし
たり、私が小さいころのことを教えてもらった
りしました。そんなメールのやりとりをしてい
ると、祖母が私のとなりにいるような気がし
て、それが一日の楽しみになっていました。
そして、祖母のがんが悪化し始めて病院の
先生に余命が残りわずかだと告げられたこ
ろ、私は祖母にまたメールを送りました。今ま
で私は、
うまくいかないことがあったとき必ず
祖母にはげましてもらっていました。
このメー
ルは、今までの恩返しができる最後のチャン
スだと思って送ったはげましのメールでした。
これが、私と祖母の最後のメールになりまし
た。
その日の夜に病院から、祖母の病状の悪化
の報告があり、父と母がいそいで病院に行き
ました。でも私は、祖母のところへ行くのがこ
わくて、行くことができませんでした。父たち
は、家を出てから五時間が経った朝の六時半
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ごろ帰ってきました。そして父が、葬式の準備
の話をしたり、母が学校に欠席の連らくをした
りしているのを聞き、悲しいより先に、
「やっぱ
り」
という気持ちになりました。
そして、祖母の死に実感がわかないまま、祖
母が住んでいた家がある、熊本県へ行き、そ
の日のうちにお通夜、翌日に告別式が執り行
われました。その葬儀にあたっては、たくさん
の方々が祖母とのお別れに来て下さいまし
た。それを見て、祖母が、たくさんの人に支え
られ、その人たちを支えて生きていたんだと
思い、改めて命の尊さを感じました。その尊い
命つまり、命の大切さを実感したことが、たく
さんの人々の命を救う、医者になりたいとい
う目標につながりました。
この経験を通して、私は二つのことを学び
ました。
一つ目は、私はたくさんの人々に支えられ
て生きているということです。家族だけでなく
友達や、学校、習い事の先生など、毎日接して
いない人たちにも支えてもらっているので、
感謝を忘れずに生きていこうと思います。
二つ目は、一つ一つの命の大切さを忘れな
いということです。今まで私は、相手をきずつ
けるようなことをしたことが何度もありまし
た。でも、今回の経験から、
この世に必要のな
い命など一つもないんだということを感じま
した。だから私は、もう人をきずつけるような
ことをしたくないと思います。そして、
このこと
を一人一人が理解し、
「いじめ」や「犯罪」
とい
う言葉がこの世界からなくなってほしいと思
いました。
この、祖母の死は、私に改めて、
「命」
につい
て考えさせてくれました。そして、
「医者」
とい
う夢をくれました。
今回、祖母の治りょうにたずさわって下さっ
た病院の先生のように、たくさんの人を笑顔
にできる医者になりたいです。
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「日本に帰りたいよ…」
父の転勤で急遽アメリカに引越して１
ヶ月目。最 初 の 数 週 間は見 慣れないも
の、文化、言葉、全てが新しく期待に胸を
膨らませていた私も１ヶ月も経つころに
は地元である日本に帰りたい気持ちの
方が大きくなっていました。英語が上手
くなりたいからと自ら希望して編入した
現地校でもやはり言語の壁というのは高
く、分厚く、小学校で少し習った程度の私
の英語力では到底太刀打ち出来ないも
のでした。
また、初対面の人と話すじりじ
りする緊張感とタブレットの翻訳アプリ
の画面越しでしか自由に話せない歯痒
さも相俟って、友達を作りたくても作れ
ない状態でした。
しかしそんなある日、いつものように
現地校で一人で日本語の本を読んでい
ると、突然「私の、名前は、
カレンです。私
は、あなたと友達に、なりたい。」
と一人のクラスメイトが日本語で話しか
けてくれたのです。英語しかない環境で
の彼女のいきなりの拙いけれど、意思の
強い言葉に、私はとても衝撃を受けまし
た。と同時に、恥ずかしくもなりました。
彼女は私と友達になるために日本語を
覚えて自分から勇気を出して話しかけて
くれたのに。私は、
「 間違えたら恥ずかし
いから。
どうせ伝わらない。」
と諦めて新
しい人とコミュニケーションを取るのを
躊躇っていたのではないか。そう思った
私は「うん、もちろん。」と自然に答えて
いました。
彼女と出会ったその日から、私は、翻
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訳アプリを極力使わないようにしてぎこ
ちないながらも英語を使って周りの人と
話し始めました。間違えても大丈夫。諦
めないことが大事なんだ。そう思えるよ
うになりました。
また、今まで興味や関心
を持っていなかった他国の文化も率先し
て吸収しようという気持ちが大きくなり
ました。
ある時、授業で自分の出身国について
写真を貼ったりして一つの箱にまとめて
発表し合うという課題がありました。私は
日本のアニメやアイドル、ゲームや食文
化など様々なことを発表しました。授業
が終わった後、周りの友達が「千鶴の発
表すごく良かった。日本はとても面白い
ね。」
と言っていたのを今でも鮮明に覚えてい
ます。そのとき、発表を褒められたことよ
りも日本について興味を持ってもらえた
ことが何より嬉しかったです。
自分の国について学び、共有し、交流
し合う。日本だけでなく世界規模で社会
を変えるには互いの文化を認め合い、変
化から逃げずに、下手でも躊躇せずに発
信していくことだと思います。グローバ
ルな社会を目指していきたいです。

表彰式（中学生の部）

ジャズ研究会

雅楽倶楽部

社会を明るくする運 動 にご 協 力 頂 いている団 体（ 5 0 音 順 ）

寄附金

一般社団法人 巣鴨庚申堂奉賛会
株式会社 アール・エス・シー
株式会社 サンシャインシティ
株式会社 鈴和
株式会社 藤久不動産
株式会社 東武百貨店池袋店
宗教法人 髙岩寺
宗教法人 西福寺
宗教法人 祥雲寺

寄

巣鴨信用金庫
東京信用金庫
東京都薬物乱用防止推進豊島地区協議会

贈

宗教法人 眞性寺
宗教法人 法明寺
東京商工会議所豊島支部
東京信用金庫
東京豊島西ライオンズクラブ
豊島区商店街連合会
豊島区町会連合会
豊島区保護観察協会

