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「みんなで水あそび」
川口市立元郷南小学校 2年

山本　彩葉さん

（埼玉県美術教育連盟　特別賞）

「Dance at stayhome！」
吉川市立東中学校 2年

鯉渕　ひまりさん

（テレビ埼玉　特別賞）

「思い出たくさん、家庭の日」
美里町立東児玉小学校 6年

藤澤　芽生菜さん

（ポジティブネットＹＭＣＡ　特別賞）
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　埼玉県マスコット「さいたまっち」

（小学生の部　最優秀賞）
 「自しゅく期間は家族が先生」
 三郷市立前谷小学校 
 　５年　益子　美海さん

（中学生の部　最優秀賞）
 「気球の前でハイポーズ！」
 桶川市立桶川西中学校
 　２年　矢澤　史哉さん



（小学生の部　優良賞） （中学生の部　優良賞）

「家族で花火大会」
飯能市立飯能第一小学校 ４年　細田　葉月さん
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「みんなでダムを見にいったよ」
狭山市立御狩場小学校 1年　押野　倫大さん

（中学生の部　優秀賞） 

　「心の中まで温かい」
川越市立川越第一中学校 １年　宮田　深央さん
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　皆さん、こんにちは。青少年育成埼玉県民会議、埼玉県及び埼玉県教育委員
会の主催で、去る９月６日に３９回目となる「少年の主張埼玉県大会」を開催し
ました。
　今回の大会には、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う学校の休校等があっ
たにも関わらず、４４，４１０点もの応募があり、その中から選ばれた１５人の
発表者が日頃の生活の中で感じたことや考えたことを自分の言葉で堂々と発表
されていました。自分の思いを、自分の言葉で素直に伝えようとする素晴らし
い主張ばかりで、大変感銘を受けました。発表者の皆さんにとっても大変貴重
な経験になったことと思います。
　現在、社会は日々変化し、技術はものすごいスピードで進歩しています。また、
日本では少子高齢化に伴う人口減少や外国人の増加など、様々な変化が予想さ
れます。さらに、新型コロナウイルスの感染防止を契機としてＩＣＴの活用が
広がるなど、社会の変化のスピードはさらに加速していくことが見込まれます。
　そのような未来は、答えが一つとは限らない、答えが予測できない時代となり、
何を知っているかということよりも、新しいことを学ぶ力や周りの人と協力し
て問題を解決していく力が求められます。また、このように日々刻々と変化す
る社会においては、創造力や論理的な思考力も必要です。この大会をきっかけに、
そのような能力を更に高めていってください。
　この大会を通じて考えたことや身につけたことを糧に、皆さんが夢や希望に
向かって果敢に挑戦を続け、活躍されることを大いに期待しています。
　この冊子は、大会で発表いただいた１５名の主張を作品集としてまとめたも
のです。
　是非多くの方々にお読みいただき、青少年の夢や希望、熱き思いに共感して
いただければ幸いです。
　結びに、日頃から青少年の健全育成に御尽力いただいている皆様に感謝申し
上げますとともに、大会の開催に当たり御協力をいただいた皆様に心からお礼
を申し上げます。

　令和２年１２月

青少年育成埼玉県民会議会長
埼玉県知事　大野　元裕

は じ め に
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大会の模様

開会の挨拶
（青少年育成埼玉県民会議 前島富雄副会長）

会場の様子

発表の様子（小学生の部） 発表の様子（中学生の部）

発表の様子（高校生・一般の部） 審査の様子
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優良賞【県民会議会長賞】の授与
（青少年育成埼玉県民会議　中根將行副会長）

優秀賞【教育長賞】の授与
（埼玉県教育局　日吉亨県立学校部長）

記念撮影

講評（埼玉新聞社 澤田稔行編集局長） 最優秀賞【知事賞】の授与
（青少年育成埼玉県民会議 柿沼トミ子副会長）
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　笑顔で練習の成果を発揮す
ることができて本当に良かったで
す。コロナウイルスが流行ってい
る中、大会に参加できたことも嬉
しかったです。この経験は一生
忘れない思い出です。ありがとう
ございました。

「やる気スイッチの
入れ方」

草加市立松原小学校 ６年
長野　丹子

（小学生の部　最優秀賞）

　「やる気がないからやらない、やる気が出てから

やる」ではなく、「やるからやる気が出る」これは、

お母さんに言われてきた言葉です。しかし、私は

ずっと、やってもやる気など出るわけがないと思

いこんでいたのです。みなさんは分かりますか。私

は、臨時休校中に取り組んだことがきっかけで

「やるからやる気が出る」という意味が分かりま

した。

　休みの間、五年生で使った教科書やプリントを

片付けるようにお母さんから言われてきましたが、

やっていませんでした。ある日、片付けをしよう

とふと思いつきました。しかし、思っただけで、

「明日やろう。」「また今度やればいい。」と考えて

しまい、やっぱり実際に始めることができません

でした。それは、「やる気がないからやらない。」

という理由でした。そして、部屋を見わたしてみ

ると、ランドセルにほこりがかぶっていたのでそ

れをきれいにすることだけやろうと思いました。

すると、ゴミを捨てたり、引き出しの中を整理し

たり、いつのまにかやる気が出てきて次々と片付

けをすることができていました。最初はやる気が

なくても、まずはささいなことからとにかくやっ

てみることが大切です。お母さんが言っていた言

葉はこういうことなんだなと気づきました。

　このことがきっかけで私は、やる気のしくみに

ついて勉強をしてみることにしました。勉強をや

ろうと決めてから実際に取り組むまで 1 時間、2

時間とかかってしまうことが多くありました。そ

れを改ぜんするために効果的な方法があると分か

りました。それは、「脳の 5 秒間の法則」です。脳

は 5 秒間以上経ってしまうと行動を起こすべきで

はない理由言い訳を勝手につくりだしてしまうと

いうものです。例えば、私は、目覚まし時計がなっ

たら起きなければいけない。でもねむいという時

に 5 秒以上迷ってしまうと「きのうもねる時間が

おそかったし ･･･」「最近つかれているし ･･･」と

勝手に言い訳をつくり出してしまうことが毎日の

ようにあります。そのために、やるべきことをや

ると決めたら、その言い訳をつくり出してしまう

前に行動することが大切だと分かりました。

　私は、勉強をスムーズに始めることができて、宿

題が進むようになりました。そして、集中力があ

まり続かないという問題が出てきました。それを、

改ぜんするために勉強のと中に休けいをはさむこ

とにしました。15分間勉強に取り組んだら5分休

けいする。これを 4 回くり返すと、1 時間きっち

り集中して勉強できるようになったのです。

　これらはステイホーム中にあった出来事です。

ステイホーム中は、決まった時間に起きていなく

て生活リズムがみだれがちでした。だけど、やる

気スイッチを知ってからは自分で時間割をつくっ

て、メリハリをつけることができました。この経

験は、夏休みや冬休みなどにもいかしていきます。

お母さんは、大人もやる気スイッチを使っている

と言っていました。ということは、一生使えるス

イッチなのかもしれません。
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私は今日をもって、お姉さんを辞めたいと思い
ます。
　私には 6 才年がはなれた弟がいます。今、弟は
3 才。もうすぐ 4 才になります。なぜ私がお姉さ
んを辞めたいかと言うと、いくつかの理由があり
ます。一番の最大の理由は、私と弟が平等ではな
いことです。なぜ同じ両親から産まれたのに、ち
がいがあるのでしょうか。年上だとがまんするこ
とが多いのでしょうか。私にとって最大のなぞで
す。けんかをしても私が多く怒られます。両親の
口ぐせは「お姉さんなんだから、がまんしなさい」
です。母も自分が年上だったから、がまんしてい
たと話しますが私には理解できません。こんなに
がまんをしていたら、私の心はばく発しそうです。
年上だとがまんしなくてはいけないと誰が決めた
のか教えてほしいです。他にも弟のずるいと思う
点はあります。弟はいつも母を一人占めします。弟
はおかしでも何でも最後の一つは必ず取ります。
私が勉強しているのに、遊ぼうとかわいい顔でゆ
うわくします。遊ぶ時はいつも弟に合わせます。遊
んでいるのに、すぐ大きらいと言います。まだま
だあります。
　そんな弟と私の出会いは 6 年前になります。当
時私は幼ち園生でした。周りの友達には兄弟がい
てうらやましく思っていました。私に兄弟ができ
ると聞いた時は、うれしかったです。妹が産まれ
ると信じ、毎日元気な子が産まれるようにと母と
お祈りしました。妹のかわいい名前も考えました。
9 月 29 日、赤ちゃんと対面した時、こんなにも小
さいのかとおどろきました。あれだけ妹をと願っ
ていた私でしたが、目の前の弟のかわいさにうれ
しくてどうでもよいことになっていました。お姉
さんになれたうれしさも同時に感じました。弟の
お姉さんになり、すぐ近くで両親と同じように弟
の成長を見てきました。オムツも交かんしてミル

クも飲ませてあげました。一人で歩けるように
なった時も一しょにいました。初めて「ねえね」
と呼んでくれた時は、お姉さんになったことを、さ
らに実感しました。今、弟のことを書いていて気
付いたことがあります。それは私は弟のことが大
好きだと言うことです。きらいな所よりも大好き
な所が多いのです。絵を描くのが上手な弟。はず
かしがり屋であまえんぼうの弟。お茶目でおもし
ろい弟。私が両親に怒られると、まだ 3 才なのに
私のことをかばってくれます。いつも笑顔の弟が
いることで、わが家はいつも笑いにつつまれてい
ます。
　お姉さんになって正直大変です。毎日がまんの
連続です。一人の時はいつもゆう先されていたこ
とが、弟に合わせるようになりました。洋服も買っ
てもらえる枚数がへりました。私が母を一人占め
する時間も少なくなりました。私が思うがまんす
ることの辛さは、兄弟で上の子にしか分からない
と思います。ではなぜ、上の子はがまんをしなく
てはいけないのでしょうか。私なりに考えた答え
は、大人になってから、今よりももっとがまんす
ることが多いのではないかと思います。そのため
に子どもの時にがまんの練習をしているのではな
いかと思いました。下の子も毎日の生活の中で自
分の思うようにならず、がまんをしているのでは
ないかと思います。私の弟も実さいがまんして、ふ
てくされている姿をよく目にします。どちらかだ
けががまんをしているのではなく、どちらも日々
がまんをしていて、その中で二人で大人になる道
を歩いているのだと思いました。私はこれからも
きっと毎日弟とケンカをして、おたがいにがまん
をすると思いますが、弟と二人で成長していきた
いと思います。
　前言てっ回します。やはり私はお姉さんを続け
ていきたいと思います。

　大会では緊張しましたが、自

分の考えを多くの人に伝える貴

重な経験をすることができました。

これからも、いろいろな角度で物

事を考え、自分に活かしていきた

いと思います。

「お姉さんは損！？」

さいたま市立下落合小学校 ５年
橋本　唯

（小学生の部　優秀賞）



–  4 – –  5 –

「障害者」という言葉を見ると私はあまり良い気
分がしない。障がいがある人は害なのかと考えて
しまうからだ。
　私には弟がいる。見た目はどこにでもいる元気
な男の子だ。しかし、弟は耳が聞こえない。生ま
れた時から音がない、私たちとは少し違う世界で
生活している。そしてそれだけでたくさんの苦労
をしている。電車通学をしている弟は、駅のアナ
ウンスが聞こえないため、周りを見て察したり、携
帯電話で確認したりと、何の不自由の無い人より
も時間がかかってしまう。きっと私が気づいてい
ない所でも困っていることがあると思う。弟に限
らず障がいというものと共に生活している人は私
よりも多くの努力をし、一生懸命生きているのだ
と思う。
　母が入っている手話サークルには、手話ができ
る人が多くいるため弟は楽しそうに話をしている。
だが、一般的に、手話で会話ができる人は多くな
い。「ヘルプマーク」や様々な所に置かれるよう
になった「筆談用具」など、障がいというものに
対しての理解が深まってきている。その存在は、障
がいがある人にとって負担が軽くなるものである。
　私は 4 歳ごろ、母に「なんで弟は耳が聞こえな
いの」と聞いたことがある。その頃の私には難し
い答えが返ってきた。理解できなかった私を、母
はその後からある場所へ連れて行かせてくれるよ
うになった。弟と同じように耳が聞こえにくい子
が集まり訓練する場だ。そこでは聴覚障がいがあ
る子が多くいることにおどろいた。しかしそれ以
上におどろいたのは、その子たちが楽しそうに笑
顔で過ごしていたことだ。苦労していると勝手に
思っていたが、自分たちと何も変わらなかった。
　障がいがある人に対して「かわいそう」と思う
人は多いと思う。しかし、かわいそうと思うこと
は、障がいがある人を見下しているということ。そ

のように差別をしてしまう人の方がかわいそうだ
と私は思う。弟自身も、「健常者」と同じ扱いをし
てほしいと言っている。障がいがある事実は変わ
らないが、ただ耳が聞こえないだけ。それを個性
としてとらえれば良い。何か困っているときは

「何か手伝いましょうか」などの一言で、障がい
がある人の心は温かくなると思う。みんなが「か
わいそう」と思わないような、誰もが声をかけて
助けられる社会になってほしい。
　未だ差別され続け、苦しんでいる人が多くいる。
しかし、こういった人たちも、私たちと何も変わ
らない。だから、困っていたら、そのままではな
く、助けてあげなくてはいけないと思う。
　障がいというものに対しての理解は深まってき
てはいるが、まだほとんどの人は「かわいそう」

「健常者とは違う人」と思い、あまり理解できてい
ない人もいる。「人はこうであるもの」「目が見え
て、耳が聞こえて、両手両足が使えることが普通」
と、偏った考えを持っている人もいる。「人はこう
であるもの」と決めつけていること自体が差別で
あり、何かに不自由がある人にとっては悲しんで
しまう要素の一つになる。
　誰もが同じように生きて当たり前ということが、
様々な技術や工夫によって実現されてきた。右利
きが当然だった時代に、左利き用のハサミやグ
ローブの開発、目が不自由な人への音声読みあげ
機能、足の不自由な人への車椅子。技術の工夫で、
障がいがある人の世界が広がってきた。差別の無
い平和な世の中とは言い難い時代。そんな時代で
あろうが障がいがある人の居場所がある世の中に、
そして困っている時に自然にサポートし合える、
笑顔あふれる社会を目指したい。そのためにも、弟
を全力でサポートし、一人の人間として個性を大
切にしていきたい。

　自分の主張によって、世の中
が差別のない世の中に変わって
くれると嬉しい。みんなが笑顔で
楽しくすごせるように自分ができ
ることをこのような主張以外でも
ひろめていきたいと思いました。

「障がいという名の個性」

三郷市立新和小学校 ６年
大屋　玲菜

（小学生の部　優良賞）
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　ご指導くださった先生方や応
援してくれた友達のお陰で堂々
と主張することができました。目
標に向け一生懸命頑張って少
し成長したように思います。大会
で得た貴重な経験を自信に今後
も頑張ります。

　中国から来た母はいつも、「日本のお水は本当
においしいね。」と話しながら水を飲んでいます。
今となっては水道から出る水を直接飲むのが当
たり前になっていますが、ぼくが低学年の時に来
日する前までは、中国では水を一度沸かしてから
飲んだり、浄水器の水を飲んだりしていました。
　水は私達が生活する上でなくてはならないもの
です。安全な水を飲まなければ健康的な身体を維
持できないし、トイレや洗濯もできません。細菌
やウィルスなどに汚染された不衛生な水を飲んだ
り、料理に使用したりすると、病気になり、体力
のない子供やお年寄りは安心な生活を送ることが
難しくなります。
　私達は水に囲まれて生活をしています。人間が
利用することができる地球上の水はわずか 0.01％
しかありません。地球上の水の97.47％は海水など
で、残りの 2.53％は淡水と言われています。お風
呂にためた水が地球の水だとすると、私たちが使
える水は小さじ一杯分と言われています。
　世界には異常気象などで、深刻な水不足になっ
ている地域がたくさんあります。アジアやアフリ
カの開発途上国では、水道や井戸が整備されてい
ない地域も多く、そこに住んでいる住民は生活に
使う水を得るために、水くみをしなければいけま
せん。その仕事は子供や女性が行うことが多く、安
全な水を家から遠く離れている井戸や川までバケ
ツで何度も往復するだけで一日が終わるほどです。
　ぼくは、水道水を無駄に使わないこと、トイレ
の水も一回流すのに約6Lも使われていることか
ら、トイレのレバーの大小を使い分けること、洗
面所では歯磨きの時にコップを使うこと、シャ
ワーをこまめに止めることが必要だと思います。
自分が学校に行って友達と勉強すること、家族と
生活することは当たり前なことではありません。
私たちは日本で何一つ不自由なことなく、幸せに
暮らしています。しかし、汚れた水を飲んで命を

落としてしまう人や、十分な量の水が飲めずに苦
しんでいる人が今もいます。そのためにも、普段
の生活の中で、水を節約することができたら、世
界は変わるはずです。
　今、世界では「持続可能な社会」を目指すため、
世界が協力し、課題の解決を目指しています。水
の問題はもちろん、女性差別や児童労働、学校に
行けない子供や環境を守ること、貧困の問題や病
気の予防などを世界の国が自分たちにできること
を考え、動き始めているのです。ぼくはこのこと
を知って、水のことだけではなく、世界の色々な
問題が一つにつながっているのではないかと考え
ました。水がないから水くみのために学校にいけ
ない子供が世界中にいます。学校に行かないと勉
強ができず、自分の未来のために生きることがで
きません。すると汚れた水を飲み、苦しんでしま
うのではないかと感じるのです。
　本当にぼくにできることは、水について学んだ
ことに対して自分にできることを考えて行うこと、
そして世界について調べて考えたことを周りの友
達に伝え、一人一人の考え方を変えることなので
はないかと思います。
　ぼくにとって世界にある課題は、水とつながっ
ています。地球に住む一員として、今できること
は何なのかを、ぼくはコップ一杯の水から考えよ
うと思います。世界にある課題を少しずつ変える
ために、当たり前に生活できることに疑問を持っ
ていこうと思います。そして、課題を解決するた
めに一歩踏み出すことで、日本だけでなく世界の
人の笑顔を増やせるように、ぼくは水を大切にし
ようと思います。
　ぼくの夢は、アフリカで水や自然を豊かにする
仕事をすることです。そして、色々な課題で苦し
んでいる人や子供のために、何ができるのかを考
えて行動し、自然や人間、生き物みんなが共に生
きることができる社会を作っていきたいです。

「限りある地球の水」

三郷市立彦糸小学校 ５年
張　瀟文

（小学生の部　優良賞）
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　この大会を通して家族の大切
さや社会問題について深く考え
ることができました。そして、なによ
り大事なのは自分で解決策を見
出す力をつけることだと気がつけ
ました。

「思いやりの心」

ふじみ野市立三角小学校 ６年
李　思雯

（小学生の部　優良賞）

　みなさんは、家族や友達、地域の方々への思い

やりの心は、ありますか。思いやりの心はみんな

にあると、わたしは思います。初めて出会った人

を第一印象だけで、やさしいやこわいなど、決め

つけては、いけません。見た目が、こわくても、中

身は、やさしくて思いやりがある人も、たくさん

います。

　わたしが『思いやりの心』について、深く考え

始めたのは、自分の名前の意味を知ったときです。

わたしの名前には、思いやりの、『思』という字が

ついています。わたしが、お母さんに、「なんで、

私の名前には、『思』という字がついているの ?」

ときくと、「思いやりが、ある子に育ってほしいか

らだよ。」と言われました。とてもおどろきました。

自分の名前に、そういう深い意味があることは想

像もしていませんでした。わたしは『思いやり』

という言葉の意味を辞書で調べました。『思いや

り』という言葉の意味は『その人の気持ちになっ

て、親切に考えてやること』です。そのことを知っ

た後、わたしは、自分の名前を一生大切にしよう

と、強く思うようになりました。自分の名前に込

められた母の思いをきいたことをきっかけに、私

は思いやりの心をもって話そうと思いました。

　わたしは、友達や家族と話すときに、少しだけ、

冷たく話してしまったり、心ない言い方で、返事

をしてしまったりすることがあります。できる限

り、気をつけようと思っていても、わたしが思っ

ているようには、なかなか話せません。なんで冷

たく話してしまうのだろうとずっと考えていまし

た。ゆっくり、考えてみると、相手を思いやって

話していなかったことに気がつきました。自分が、

早く会話を終わらせたいとしか考えていなくて、

つい、短い言葉で冷たく話し、会話を終わらせて

しまうことがありました。これからは相手の気持

ちや立場にたって話そうと思いました。

　わたしは、ふだんの話し方から少しずつ見直し

てみようと考えました。わたしは、きげんがよい

ときと悪いときで話し方が変わってしまいます。

特にきげんが悪いときに、返事すると、「もう、そ

れでいいよ。」といって、相手をいやな気持ちに、

させるような言い方を使ってしまいます。だから、

わたしは、「それでも、いいよ。」など、やさしい

言い方を使うように、心がけようと思います。

　わたしは、お母さんが教えてくれた名前の由来

のことで、物事の考え方が変わりました。家族や

友達、地域の方々に接し方だけではなく、話し方

も変えれば、相手の受け取り方が変わってきます。

これからもずっと、思いやりの心をわすれずに、過

ごしていきたいです。そうすれば、相手との信ら

い関係が、どんどん良くなって、相手も、自分の

ことを思いやってくれるようになるかもしれませ

ん。わたしは、思いやりの心があるだけで、相手

も、自分のことを大切に思うようになると思いま

す。わたしは、『思いやり』という言葉を、心にき

ざみ、だれもが信らいできる人になっていきたい

と思います。
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　新元号の始まりに沸いた昨年の GW、家族でロ
ンドンへ行きました。毎日のスケジュールは全て
私が決めたもので、見たいものを目にし、食べた
い物を口にする。五感で感じる全てが刺激的でし
た。宿のオーナーは英国人のお婆ちゃん。英国に
とても親近感の沸く毎日でもありました。
　あるショップでの事です。初の「ポンド」を使っ
た買い物にワクワクしながらレジに向かうと、そ
こにいたのは白人のおじさんでした。バーコード
を読み終えると、おじさんは言いました。「20 ポ
ンド。」それは小さく怒った様な声で聞き取れませ
んでした。「ワンモアプリーズ。」勇気を出して言
いました。しかしおじさんの口は接着剤でつけた
かの様に動きません。むっとした顔で目も合わせ
てくれません。仕方なく、自分で計算し必死の思
いでお金を渡しました。「おじさん、体調が悪かっ
たのかな」旅の高揚感もあり、その時は深く考え
ませんでした。しかし、次の白人男性に対する態
度は一変。「ハロー。ハーワイユー。」親しげに声
をかけると、最後は、「ハヴァナイスデー。」笑顔
を絶やさないではありませんか。私は驚き、悲し
くなりました。しかし、何故態度が違うのか、い
まいち理解出来ませんでした。列の後方に並んで
いた母の会計も同じおじさんでしたが、不機嫌な
顔に戻っていて、更に不思議に思いました。
　会計を終えた母に、「おじさん、怖かったね。」
と言うと、母は「恐らく」と前置きして「肌の色
かな」と一言。私は意味がよく理解出来ませんで
した。両親に聞いて自分で調べた事を簡単に紹介
します。諸説あると思いますが、私達日本人の肌
は黄色く、この様に肌に色を有している人達を

「有色人種」と言いその対となる言葉は「白色人種」
で、主に欧米人を差します。この言葉は 19 世紀か
ら20世紀中頃まで言われていました。何故この言
葉が生まれたのか。欧米の植民地支配があった時
代、その拡大や奴隷制を正当化するため、外見で
区別し易い部分を利用し、人種を区別した、とい

うことなのです。今でもこの名残がゼロではない
のです。
　自分の肌に色が付いているという事実に、とに
かく驚きました。考えた事もありませんでした。そ
して、今まで感じた事のない苦しみが僕を襲いま
した。店を出ると、何だか街が今までより暗く見
えるようでした。今まで気づかなかったけれど、き
つい・汚い・危険、言わゆる 3K と呼ばれる仕事
の多くは黒人さんが担っている現実が浮き彫りに
見えたのです。
　これは、ロンドンに限りません。日本でもヘイ
トスピーチが社会問題であるように世界のどこに
でも偏見はあるでしょう。体育祭のチーム分けや
性別等、分かりやすい区別が必要な場面はありま
す。しかし、そこに差をつけるのは間違いだと私
は言いたい。差別とは、区別したものに差をつけ
る事で、受けた側の誰もが苦しむ問題なのだと言
う事に気づきました。
　どうしたら解決するでしょう。私には世界を動
かす力はありません。身近な所から見つめ直す事
が必要です。掃除が嫌だと周りに押しつけていな
いか。国籍の違う友達が困っている時、見て見ぬ
ふりをしていないか。誰もが過ごし易い学校を作
る事なら、すぐ始められるのではないか。私は生
徒会役員として活動しています。周囲に問題を提
起し、一人一人が自分の事として受け取って貰え
る様行動していく必要があると感じました。差別
がどんなに悲しい事か、経験したからこそ出来る
事がきっとあるはずです。衝撃的でしたが新たな
発見が出来たのだから、とても貴重な経験だった
のかもしれません。
　今回、航空券等を手配してくれた両親には感謝
の気持ちでいっぱいです。いつも自分を支えてく
れている人がいることを忘れず、この気持ちを糧
として活動したいです。新元号の始まりと共に私
も新たな一歩を踏み出します。

「差別という言葉を
なくすために」

八潮市立潮止中学校 ３年
水谷　卓郎

（中学生の部　最優秀賞）

　レベルの高い出場者の中で
最優秀賞を頂けたことを大変光
栄に思います。ありがとうございま
した。今後を担う者として、同世
代の多くの人達と様々な問題に
立ち向かえるよう、今後も頑張り
ます。
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　私は今も心にひっかかっていることがあります。

それは、私の母の仕事についてです。私の母は、今、

中学校の特別支援学級の介助員として働いていま

す。本当は保育士で、昨年までは、保育園で働い

ていました。

　保育園は、朝七時半には子供たちが登園します。

早番の時に母は、私を起こし、朝ご飯を用意した

ら、朝七時前には「行ってきます」と家を出てい

ました。父と高校生の兄達も七時には出ていきま

す。だから私は一人でご飯を食べ、歯磨きをし、カ

ギをしめて学校に行っていました。そして、早番

の日母はいつも私に、「いつも本当にごめんね。」

と言っていました。

　保育園は夜七時半までいる子もいます。そのた

め母の帰宅時間は夜八時過ぎでした。兄達は部活

で八時過ぎ、父は十時頃です。だから、私は平日

も毎日自分でカギを開けて家族が帰ってくるまで

留守番をしていました。

　最初の頃は、一人でいる時間は自由だし、叱ら

れることもないし、好きなことがいっぱいできる

ので楽しかったのですが、だんだん留守番が嫌に

なってきました。家の中は静かだし、夜は外が暗

くて怖かったからです。

　そんなある日のことです。留守番の最中に帰宅

した兄達と大げんかになり、二人ともケガをして

しまいました。それは、私の行動が原因でした。

　帰って来てそのことを知った母は、ものすごく

困った顔をして、泣いていました。そして、言っ

ていました。「こうなってしまったのは全部私のせ

い。」それを聞いた私も泣きました。そして、母は

私に「お母さんにどうしてほしい？」と聞いてく

れました。私は、「学校に行く時と帰ってきた時、

家にいてほしい。」と言いました。それを聞いた母

は考えた顔をして、「分かった。すぐにやめること

はできないから、もうちょっと頑張ってくれる？

園長先生に話してみるから。」と言いました。

　その後、母と話し合った日から二か月後、母は

保育園をやめました。冬休みが終わっても、母が

いる生活が続きました。本当にうれしかったです。

　でも、兄達は来年から大学生。私もピアノや声

楽を習っているし、塾にも行かせてもらっていて

お金がたくさんかかります。だから、母は働かな

くてはいけませんでした。母は私の生活や休みに

合う仕事を見つけてきてくれました。中学校の特

別支援学級の介助員の仕事です。そして、今は子

供たちと楽しく過しています。

　でも、母の気持ちを考えると、本当は保育士さ

んとして長い時間、仕事をしたいのかなとも思い

ます。母は、ピアノが弾けるし、エプロンシアター

など、物を作ることも得意です。私が留守番をもっ

と頑張った方が良かったのか、今も分からないま

まです。

　先日、テレビで保育士不足というニュースを見

ました。私の母が保育士として働いた方が、世の

中のためになることはわかっています。でも、仕

事と同じぐらい子育ても大切なことだと思います。

母が保育士として働くには、私が我慢することだ

けが必要だったのでしょうか。それはちがうと思

います。子育てをしながら無理なく大好きな仕事

を続けられる社会の仕組みが整っていないからで

はないかと思うのです。私もいつかは働いたり子

どもを育てたりすると思います。みんなが子供を

産み育てたくなる。仕事と子育てが無理なく両立

できる社会になることを願いながら、私もこのこ

とについて考え続けたいと思います。

　今回の大会で、皆の発表を聞

いて、いろんな事を知り、いろん

な事を考えさせられました。これか

らも、周りをよく見て、いろんな事

に気づける人になりたいです。

「働く母を見ていて
思うこと」

狭山市立入間野中学校 １年
寺澤　翠

（中学生の部　優秀賞）
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　ぼくは、3 年半前に日本に来ました。小学校 5

年生の 10 月でした。父が日本で働いていたので、

母と弟と三人で来ました。日本に来ることが決

まった時、ベトナムで 3 か月ぐらい日本語の勉強

をしてきました。

　でも、日本に来た時はまだ日本語がよく分から

ないので、困ることがたくさんありました。大越

小学校では校長先生や教頭先生、それに日本語の

先生に特別に日本語を教えてもらいました。その

おかげで今では、学校で友達と話したりする時は

だいたい分かるようになりました。日常的なこと

は通じているので、弟の具合が悪い時にお医者さ

んにその様子を話したり、お母さんの仕事につい

て、会社の人が言っていることをお母さんに話し

てあげることもあります。

　日本に来て、ベトナムとの違いがいろいろ分

かってきました。学校は日本の方が楽しいです。先

生方が優しく教えてくれますし、部活のサッカー

も楽しくやっています。食べ物も安心して食べら

れます。ベトナムでは農薬を使っていて、体に害

が出ないか心配です。交通事情も日本の方が良い

です。ベトナム人はあまり交通ルールを守ってい

ない気がします。ベトナムはバイクが多く、一台

のバイクに大きな荷物を乗せたり、何人も人が

のっていてあぶないと思います。もちろん、物の

値段が安いところや、果物が豊かにとれておいし

いという良いところもあります。それに、人々は

とてもまじめに働いていて、今は日本に働きに来

ているベトナム人がいっぱいいます。

　だから、ベトナムが日本のように安心してくら

せる国になるように将来はぼくが役立てたらいい

なと思ってます。たとえば、ベトナムではあいさ

つはあまりしないけど日本ではしっかりとあいさ

つをする習慣があります。学校でも「おはようご

ざいます」と先生や友達、先輩とさわやかなあい

さつをかわして気持ちいいと思います。また、ボ

ランティアによる清掃活動や災害時の奉仕の精神

もベトナムにはないすばらしい文化です。工業や

技術の分野も日本はとても進んでいます。ベトナ

ムでは日本の物が多くあります。それは日本の技

術が優れているからベトナムの人々が安心して使

えるのです。ぼくがおとなになったら日本のよう

な技術をまねしたいです。しかし今も授業中に分

からない言葉や先生や友達が話している言葉や言

い方で意味が分からないことがよくあります。そ

んな時は、友達に聞くこともありますが、よく分

からないままになってしまうことが多いです。何

より特に、たくさん出てくる漢字は難しいです。

一つの字がいろいろな読み方をするし、書いてあ

る文章の中で読み方が違ってくるものもあるの

で訳が分からなくなることがあります。それに読

めてもどういう意味か分からないという場合も

あります。

　漢字は覚えなければならないものですが、数が

多く覚えきれません。一つ一つ覚えていかなけれ

ばいけないと分かっていますが、たくさんあるの

で大変です。でも、今がんばれば、将来大人になっ

たときに困らなくてすむようになるし、ベトナム

のためにぼくが役に立つようになるためにも、

しっかりと漢字を覚えて日本語の力をつけていき

たいです。日本でしっかり勉強して、将来はベト

ナムと日本のためによい交流ができるように今、

自分を成長させていきたいです。

　大会当日は、緊張したけど応援
してくれた先生方やみんなのお陰
で間違えずに発表することができ
ました。ベトナムのことをもっと多
くの人に知ってほしいです。これ
からも夢に向かって頑張ります。

「日本とベトナムの
つながりのために」

加須市立加須北中学校 ３年
秋元　重人

（中学生の部　優良賞）
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　みなさんは、「一番病」という言葉を聞いた事が
ありますか。一番病とは、どんな事でも、一番に
なりたがる事です。一番病は幼児の時に、大てい
の人がなると聞いた事があります。例えば、私は、
ブランコに乗る時、一番に乗らないと泣いてわが
ままを言っていたと家族は言います。私は、今で
も徒競走のタイムで、他の人よりも良いものにし
たいと頑張って一番病が再発する事があります。
もちろん、競争心は、私たちの成長に役立つこと
もありますが、他の人をおしのけることになって
はこまります。
　競争意識は身近な人、私の姉に対しても出てく
る時があります。実は、私は双子なのです。私は
妹の方です。二人は、同じ日に同じ場所で生まれ
ています。「双子」と聞くと、みなさんは、顔が似
ているだけでなく、体格も性格も似ていると思わ
れるかもしれません。たしかに、一卵性はそうか
もしれません。私たちは二卵性双生児で、顔も体
格も性格もちがいます。しかし、双子は、他の人
から、一組の手ぶくろのように、セットでみられ、
比較される事が多いのです。例えば、二人とも同
じ成績のはずと思われ、一方が成績が良く、もう
一人が悪いと、期待はずれとみられてしまいます。
一般の姉妹よりも比較されてしまいがちです。私
自身もそう意識してしまいます。双子がいやと
言っているわけではありません。私が言いたい事
は、双子なのでよけい感じるかもしれませんが、比
較してみられる私は、私なのかということです。
　私は姉よりダンスやピアノがうまいと思ってい
ます。習字は姉の方が得意です。でも、それが私
なのでしょうか。双子でなくても、だれでも、比
較でわかる自分は本当の自分なのでしょうか。
　私の母は、「ケアマネジャー」です。ケアマネ
ジャーは、利用者が住んでいる地域で「その人ら
しく生きられるよう」面談し考え、計画を立てる

仕事です。高齢者が、その人らしく生きていける
よう支援しています。

私は、この事を知り、「その人らしさ」を「自分
らしさ」という言葉におきかえてみました。しか
し、「らしさ」は分かりにくい言葉です。「子ども
らしさ」と言えば、「子ども」という社会のきまり
があって、それに合っているかで決められている
ように思います。けれども、自分らしいという場
合、どのような意味なのでしょうか。
　いろいろ考え、三つ気づいた事があります。一
つ目は、他者と比較して決めるのではないという
事です。自分の基準は自分です。
　二つ目は、自分と他の人とは、とりかえられな
いという事です。私は姉と、とりかえられません。
　もう一つは、自分らしさは、はじめから中身が
決まっていないという事です。これからどう行動
するかで、変わっていきます。
　そんな事を考えている時、中学生の兄の課題図
書の本が目にとまりました。『サイド・トラック』
という本で、注意欠陥障害をかかえた主人公の話
でした。内しょで少し読んでいたら、「自己ベス
ト」という言葉に出会いました。それは、他の人
と自分を比べるのではなく、今いる自分との比較
で、少しでも、それより進めていければ良いとい
う事です。自分らしさとは、今の自分と比較し、常
に自己ベストを目指す事、決まった中身はまだな
いのでいつも目標としていくことが大切だという
事なのではないかと思われたのです。
　他の人よりすぐれていると思い、いばったり、逆
に他の人よりおとると考え、おちこんだりしない
で良いのです。自己ベストを尽くせばそれで良い。
他人にやさしくなれるかもしれません。
　私は私。そして、あなたはあなた、です。
　聞いてくださってありがとうございました。

　他の参加者の主張をお聞き
し、とてもよい刺激になりました。
この経験を、私の「自分らしさ」を
つくる一部にしていきたいと思っ
ています。これからも「自己ベス
ト」を目指していければ！

「私は私」

飯能市立飯能第一中学校 １年
只木　郁乃

（中学生の部　優良賞）
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「やっと、書けた。」

　こん身の一枚が仕上がりました。時計を見ると、

夜の十一時を回っていました。書きぞめ展に向け、

夢中で習字に取り組みます。

　私は、幼いころから文字や絵を書くことが大好

きでした。覚えたての文字で自分の気持ちが伝え

られることがうれしくて、友達や家族によく手紙

を書きました。

　小学校に入ってからは、硬筆展の代表になり、た

くさん練習もしました。文字を書くことや上手に

書けるようになることがうれしくて仕方がなかっ

たのです。

　三年生になるとずっとあこがれていた習字も始

まりました。私が習字にあこがれをもったのは、六

歳年上の姉の影響が大きく、私が幼かったころか

ら姉は、とても真剣にそして楽しそうに書道を

やっていました。その姿を見て、私も早く習字を

やりたいと思っていました。ついに、書きぞめの

練習が始まり、大きな筆にたっぷりと墨をつけ、大

きな紙に書くことが楽しく、私は夢中になりまし

た。時には、友達と遊ぶことをがまんして練習す

ることもありますが、「もっとうまくなりたい」と

いう気持ちが強いのでどんなに忙しくても、眠く

てもがんばれました。

　しかしその反面、姉のようになかなか思うよう

に書くことができず、苦しくなることがあります。

たった三文字、四文字がお手本と同じように書け

ないのです。一つうまくいっても、他がうまくい

かない。消しゴムで消すわけにもいかない。そん

な時、自分の作品とお手本を見比べたり、高校で

も書道を学んでいる姉に、私の悩みを聞いても

らったりします。姉は、「私も思い通りに書けない

ことばかりだよ。でも、うまく書けないことが悔

しいし、県展で知事賞をとることが私の大きな目

標だからあきらめない。それに何より書道が好き

だから。」と、力強く、そしてうれしそうに話して

くれました。

　さらに、「書く度に新しい発見があることや、作

品を見るだけで、書いた人の気持ちがわかること

も書道の魅力だよ。」と言っていました。以前、習

字の塾で友達の書いたものを見て、習字の先生が

「お兄ちゃんとケンカして来ましたか。」とか、「こ

れから遊びに行くのですね。」と言い当てたこと

がありました。はじめはとても驚きましたが、文

字を書くということは、その時の気持ちがスト

レートに出てしまうものだと気付きました。それ

が魅力でもあり、こわさでもあるのだと思います。

　だからこそ、心を落ち着かせて書くことに集中

し、一画一画心を込めて書かなければ納得のいく

一枚はできないのだと私は思っています。

　近ごろ、パソコンやスマホの普及で手書きの機

会が減少し、その良さが伝わりにくくなっている

ことはとても残念です。

　書道は、中国から日本に伝わり、日本文化の中

で独自に発展し続けてきた美しい文化です。また、

黒い墨だけで様々な世界観を表現できる素晴らし

い文化芸術です。

　今の私には、まだその世界観を表現できないけ

れど、書道の美しさや格好良さ、新たな魅力を自

分なりに感じ取っていきたいと思っています。そ

してどんなに時代が変化しても、未来に書道を受

け継いでいきます。

　自分が小さい頃から頑張って
きた書道への思いを文章にまと
める事で、たくさんの人に支えられ
てきた事に気がつきました。これ
からも周りの人への感謝の気持
ちを忘れず頑張っていきたいです。

「書を受け継ぐ
ものとして」

行田市立太田中学校 １年
蓮見　優

（中学生の部　優良賞）
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　あの日の郵便受けには例年のように、沢山の
華やかな年賀状で溢れていました。色とりどり
な写真や絵、文字で紙面が埋め尽くされている
年賀状の束の中に一枚の真っ白な葉書を見つけ
ました。文字は書かれてなく、紙の凹凸で言葉
が表現されていました。これは視覚障害者の知
人が送ってくれた点字による年賀状であり、と
ても印象的でした。
　彼女とは私の参加したボランティアで知り合い
ました。彼女は全盲で盲導犬を利用しています。彼
女との出会いがきっかけで視覚障害者に対する理
解を深めたいと思い、私はアイマスク体験をしま
した。人は日常生活での情報を視覚から約80%得
るといわれています。そのため、アイマスクをつ
けて歩行や調理、買い物ができるか、不安があり
ました。しかし視覚が遮断されると聴覚、触覚、嗅
覚などが敏感になり視覚以外の五感を使用して
様々な情報を得られるようになりました。彼女は
目が見えなくても家事も一人で外出することもで
きるのだと言っていました。体の感覚をフル活用
して試行錯誤することで大変なことは沢山あって
もそれは本当に可能なのだと実感しました。
　さて、数年前に視覚障害者が駅のホームから転
落死するという傷ましい事故が相次ぎました。当
時の新聞記事によると目撃者は複数いたそうです。
中には、被害男性がホームへ降りてきて転落する
までの一部始終を語っている人もいました。現場
にいる人々が見ていたのに誰もその男性を救うこ
とをしなかったそうです。私は強い違和感を覚え
ただただ心が痛くなりました。
　私がアイマスクをしてホームを歩くと仮定した
ら、それは本当に勇気がいることだと思います。当
事者の間で駅のホームは「欄干のない橋」と言わ
れるほど視覚障害者が駅のホームを歩くことは危
険を伴います。特に通勤や通学の時間帯などは人
混みの中を歩くため点字ブロックの上を歩くこと
は困難だと思います。点字ブロックとの位置関係
が分からなくなってしまうとどこを歩いているの
か分からなくなり、それが転落に直結すると思い
ます。実際に日本盲人会連合の実施したアンケー
トによると視覚障害者の 4 割の方がホームからの
転落を経験しているそうです。
　この事実を受けて現在日本では駅のホームドア
の設置が進んでいます。一連の事故があったこの

年の視覚障害者による駅のホームでの転落事故は
全国で 94 件に対し、2017 年は 65 件と減少してい
ます。しかしこの事故は後を絶ちません。又、昨
年は品川区で視覚障害者が駅のホームから転落し
犠牲になりました。現実的に考えると日本中の全
駅にホームドアを設置することは困難です。とす
れば彼らの命を救えるのは周囲にいる私たちだと
思います。
　私は視覚障害者の転落事故がなくならない要因
として私たちの無関心さがあると思います。駅で
はよく音楽を聞きながら歩きスマホをしている若
者を見かけます。ヘッドホンをすることで自ら聴
覚を遮断しスマホを見ることだけに視覚を集中さ
せてしまっていることはある意味周囲に対して盲
目になってしまっているように感じます。しかし、
実際に起きた事故では、男性が転落するまでの過
程を詳しく目撃している方もいました。目撃者た
ちは男性が転落しているのを見ているだけで良
かったのでしょうか。
　「そこの盲導犬の方、止まってください。」と何
故一言言えなかったのでしょうか。私自身、アイ
マスクをした時音に対して敏感になったように
きっと視覚障害者の方も音で多くの情報を得てい
ることと思います。だからこそたった一声の叫び
でその勇気で失われずに済んだ命だと思います。
その命は救える命、助けられる命なのです。その
尊い命を守るため一人一人が高い意識をもってい
くことが大切なのだと思います。
　来年、東京五輪が開催されます。パラリンピッ
クでは世界中の障害のある方が日本を訪れること
と思います。それに伴い日本では施設のバリアフ
リー化を進めています。しかし何よりも大切なの
は心のバリアフリー化を進めていくことだと思い
ます。東京五輪開催で私たちは大きなチャンスを
貰いました。それは一年後をどうするかではなく
その先にどんな日本を創るかということだと思い
ます。さいたま市では毎年市内の福祉団体の協力
の下、小学生から参加できる多数のボランティア
が企画されています。こうした取り組みの持続で
社会における心のバリアフリー化が実現するのだ
と思います。私は先ずは心のバリアフリー化の必
要性について発信していくことから始めたいです。
そして、東京五輪をきっかけに誰もが安心して安
全に生活できる社会の礎を築いていきたいです。

　コロナの中開催できたこと、担
当係の方に心から感謝致します。
またこのようなすばらしい賞をいた
だけたこと嬉しく思います。これか
らも自分の考えをしっかりまとめ
発言していきたいです。

「大切な命を守るために」

埼玉県立浦和第一女子高等学校 ２年
岩下　和日香

（高校生・一般の部　最優秀賞）
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　ジェンダーバイアスが原因で、自己表現できない
人をなくしたい。これは、私の夢の一つです。ジェ
ンダーバイアスとは男女の役割やイメージなどの
偏見のことを言います。ジェンダーバイアスが定着
したままだと、性別のせいで夢を諦めなければなら
なかったり、女性の社会的地位が低いままになって
しまったりするというデメリットがあります。
　この問題に興味を持ったのは、私自身ジェン
ダーバイアスによって悩んだことがあるからです。
中学生の頃、生徒会に入りたかった私は、周りの
人に相談する機会がありました。その際「女の子
なのだから、人の上に立つことはやめておいた方
が良い」という声がありました。生徒会長を務め
るようになってからも「女の子なのに頑張るね」
と引っかかりを感じる言葉をかけられ困惑してい
ました。ジェンダーバイアスを持っている人はま
だ沢山いることを実感し、色々と考えるようにな
りました。
　日本は昔から、選挙権をはじめとする性別によ
る差別がありましたが、少しずつ改善してきてい
ます。一方で体力の違いや出産、授乳等の生物学
的な特徴の違いはどうしてもあります。これらを
踏まえた上で、ジェンダーバイアスをなくしてい
くために私が考えたことを述べたいと思います。
　現在は昔と比べて女性が活躍しやすくなりまし
た。それなのになぜジェンダーバイアスは存在し
続けるのでしょう。その理由は、知らないうちに
幼少期からジェンダーバイアスを植え付けられて
いるからだと私は考えます。
　高校一年生の時、保育園にボランティアへ行き
ました。その際、遊びの中で当たり前のように、女
の子が台所で料理をしている間、男の子は机で
待っていたのです。また、男の子が人形をおんぶ
紐でおぶっていると「男の子なのになぜ人形のお
世話をするの」と周りの幼児が言い出したのです。
この光景によって幼児期から『男は仕事、女は家
事』という昔からの固定観念があることが分かり、
私は衝撃を受けました。家事の分担は家庭によっ
て多種多様であっていいと思うのですが、現在で
もこの観念通りに生活をしている家庭が多くある
ということも分かりました。また、幼児に好きな
色のアンケートを取ったところ、男の子は青、女
の子はピンクが人気の色だという結果が出ました。
保育園のままごと用のエプロンの色もピンクが多
く、女の子が率先して着ていました。このように
無意識のうちに、バイアスがかかっていくという
ことを知りました。
　『イクメン』いう言葉が浸透している今、現状と
して父親の子育ても主流化してきつつあるのは良
いことだと思います。しかし、『イクメン』は私に
とって「子育ては母親がするものだが、父親も参
加する家庭は素晴らしい」というイメージがあり
ます。コロナウイルスにおける自粛期間中、『コロ

ナ離婚』という言葉が誕生しました。不仲の理由
の一つに父親である男性が家事や子育てに無関心
で、母親が苛立ってしまうということが挙げられ
ていました。実際に私の家でも似たような光景が
見られました。私の父は普段から深夜に帰宅する
ため、家事はほぼ母がしています。しかし自粛期
間中は二人とも家にいたにもかかわらず、父が家
事をしなかった為、母は困惑していました。この
ような環境も幼児たちにジェンダーバイアスを植
え付ける原因となっているのです。
　昨年の冬、男女の差別をなくすことを目標とし
ている NPO 法人が主催するイベントに参加しま
した。そこでは、ジェンダーバイアスの例や様々
な環境で過ごす参加者の体験談を聞くことができ
ました。このイベントに参加した教育者や保護者
の中には「男の子らしい、女の子らしいは誉め言
葉だと思っていたが、イベント以降使うのをやめ
た」「ママロッカーという場所の名称を保護者ロッ
カーに変更した」など、環境を改善する方が多く
みられました。そのことから私は、教育者や保護
者にジェンダーバイアスについて理解してもらう
ことが、ジェンダーに基づく偏見をなくす近道に
なるのではないかと考えました。
　埼玉県には、『埼玉県男女共同参画推進センター』
があります。そこでは男女が助け合いながらあら
ゆる分野で対等に参画できるよう、情報収集や相
談、交流ができます。足を運んだ際、男女共同参
画社会を目指すためのパンフレットが沢山おいて
あり、自分の参加したいイベントがすぐに見つか
るというのが魅力的でした。特に女性を対象にし
たものが多くありました。また、同じ場所に『埼
玉県女性キャリアセンター』もあります。そこは
女性の仕事についてカウンセラーがサポートをし
てくれる場所です。どちらも仕事や日頃の環境に
困っている女性にとって悩みの解決に繋がる施設
であると感じました。
　高校生である私に今出来ることは何でしょうか。
それはこのように自分の意見を発信できる場を探
し、聞いてくださる方にジェンダーバイアスの現
状や自分の考えをわかりやすく説明することです。
ジェンダーバイアスの影響を受けやすい成人女性
ではなく、第三者の立場から意見を発信できるこ
とも未成年である私にしかできないことです。
ジェンダーバイアスをなくすことを目標に活動を
している成人の方は沢山いるかもしれませんが、
未成年の私が発信することにも意味があるのです。
今後さらに知識を深めていき『ジェンダーバイア
スが生まれにくい生育環境』を研究し、将来的に
はそれを発信するイベントを開催したいと考えて
います。
　私はこれからも、男女共にお互いの生物学的な
特徴を理解し合い、且つジェンダーバイアスがな
くなっていく社会を目指すべく、発信し続けます。

　優秀賞をいただけたことで自
分に自信がつき、これからも色々
なことに挑戦していこうと思いま
した。これを機に生活の中のジェ
ンダーバイアスに気付き、行動す
る方が増えていけば嬉しいです。

高校生・一般の部　優秀賞

「ジェンダーバイアスの
ない世の中に」

淑徳与野中学・高等学校 ２年
加藤　心渚
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　選挙権年齢を 20 歳から 18 歳に引き下げる「改
正公職選挙法」が施行されてから今年で 4 年が経
ちました。私も 6 月で 18 歳になり、いよいよ選挙
に参加することができます。選挙は私たち国民が
主権者として政治に参加し、その意思を反映させ
ることのできる最も重要で基本的な機会です。
　しかし総務省によると、令和元年 7 月に行われ
た第 25 回参議院議員通常選挙では、10 代の投票
率が32.28%にとどまっています。これは全世代の
投票率 48.80% からすれば、低い水準であることは
明らかです。
　その要因は、私をはじめ多くの若者が「選挙」
を教科書の上では理解していても、体感的には理
解していないことにあると思います。例えば父母
が小学校に投票しに行く光景は思い浮かんでも、
親子で投票しに行く光景はなかなか想像できませ
ん。18 年間選挙から無縁だった若者が、いきなり
選挙に参加しようとすれば、自分が如何に選挙に
無知で無関心であったか実感することになるで
しょう。
　私も、いざ選挙権を獲得して困惑しました。確
かに選挙について学校で勉強をしてきたはずなの
に、政党や立候補者の情報、具体的な公約を全く
知らなかったからです。今まで素通りしていた街
頭演説に初めて耳を傾けてみると、どの立候補者
も熱心に理念を語っていて、周囲にはプラカード
を持った支持者の方や、輪になって聴いている有
権者の方がいました。しかし不思議なことにその
中に若者の姿は全く見えません。私のように選挙
演説を聴いている高校生は誰一人いませんでした。
若者の参画意識の低さを目の当たりにした時、私
にできることは何か考えました。
　そして今回、私は若者が意識すべきと考える三
つの意見を声を大にして主張します。
　一つ目は選挙権は行使しなければならないとい
うことです。歴史を鑑みると、日本が民主主義国
家になったのはこの数百十年の出来事であり、男
女の平等参画権を獲得したことに注目すればたっ
た75年前の出来事です。それまでの日本は市民が
参政権を持たず、一部の人間が国を仕切っていま
した。たとえ農民が飢饉に苦しみ、重税に苦しん
でも、農民には政府に意見する権利がありません
でした。つまり参政権は倫理や学問が時間をかけ
て成長していく中で市民がようやく勝ち取った権
利なのです。私たちが当たり前のように選挙に参
加できることは、数多くの人の努力があっての事
であり、簡単に無碍にしていいものではありませ
ん。私たちの生活は私たちで変えていき、掴み取っ
ていくものなのです。

　二つ目は若者も自分の生活を豊かにする努力を
しなくてはならないということです。たとえば、み
なさんの小学校にクーラーは設置されていました
か。私の母校は私が卒業した後に設置されること
が決定しました。今では多くの小中学校にクー
ラーが設置されていますが、少し前まで夏場の授
業を扇風機のみで受けていた人もいると思います。
ところが職員室には昔からクーラーが設置されて
いました。つまり児童と職員では待遇が違うとい
うことです。
　当時の私にはこの不公平を是正する手段があり
ませんでしたが、18 歳になった私はまさにその手
段を手に入れました。世の中で私たちが被ってき
た不平等や不公平は私たちの行動一つで変えるこ
とができるのです。私たちの主張を行動に変えて、
実現させていかなければならないのです。

三つ目は、友人や家族と選挙の話をしてみよう
ということです。皆さんは普段、誰かと選挙の話
をしますか。多くの中高生は友人と選挙の話をし
たことがないと思います。理由は単純で選挙を話
題にするほど詳しく知らないからです。しかし投
票するためには少なからず立候補者を知る必要が
あります。今日、インターネットが広く普及して
いるので情報を得ることは比較的簡単なことだと
思いますが、一番簡単で沢山の情報を得る手段は
今も昔も変わらず会話です。例えば食卓で親に

「僕は〇党を支持しているよ」と言ってみて下さい。
親はそれに対して何か意見してくれるでしょう。
例えば「〇党は増税に積極的だからだめ」とか

「△党は子どもに対して厚く支援をしてくれる」な
ど、会話することで自分の意見を客観的に評価し
てもらうだけでなく新しい情報も手に入れること
ができます。そうして得た知識を学校で披露する
とその周囲の人はその意見をポジティブにもネガ
ティブにも評価して持って帰ってくれます。
　このように会話は若者の身近に選挙に関する意
見を波及させてくれます。それは、プラカードを
持って選挙演説に参加したり、校内放送で自分の
意見を高らかに発表してほしいなどという無理難
題では決してありません。ただ、選挙について会
話するだけです。しかし雫はあなたの小さな疑問
から滴り、社会に大きな波紋として現れることを
忘れないで下さい。
　結びに、私たち若者は本来得られる利益を自ら
の無関心がために搾取されていることを自覚せね
ばなりません。若者はカモです。「わカモの」です。
しかしあなたが周りを巻き込み自分の主張を声に
して、文字にして、一票にすることが、明るい未
来への一歩であると確信しています。

　青少年を代表して大会で発表
したことを通じて、自分の言葉に
覚悟と責任の重みを感じました。
大変貴重な経験ができたことを誇
らしく思い、また親子二代で大会
に臨めたことを光栄に思います。

「　『わカモの』　」

早稲田大学本庄高等学院 ３年
小藥　空

高校生・一般の部　優良賞
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　私の家は専業農家をしています。祖父母はおも
にネギや人参、父母はハウスでトマト、キュウリ
を中心にたくさんの野菜を作っています。
　私の幼い頃は、祖父母や父と畑に行くことが大
好きだったので、野菜を採るのを手伝ったり、時
には畑で遊んだり、じゃまをして困らせたりした
こともありました。それでも、祖父母達は私に笑
顔で接してくれました。私はとても嬉しく、楽し
かったことを覚えています。家族はこの頃の私を
見て「農業を継いでくれるのかな」と思っていた
と、最近母から聞きました。
　私が中学生になり、部活動や勉強、休みには友
達と遊びやゲームをしたりして、祖父母達と畑や
ハウスに行くことがなくなり、しだいに会う機会
も少なくなって、話すこともなくなりました。農
業に興味がなくなっていたのです。それでも、農
家に生まれてきて、父達の背中を見て育ってきた
ので、農業高校に進むことにしました。
　ある休みの日、祖父が私に畑の仕事を手伝って
欲しいと頼みに来ました。「いいよ」と返事をし
て手伝うことにしました。その時、驚きました。そ
れは、年をとり、背中が丸まって重い荷物を持つ
姿を見たからです。祖父母は、「年をとってもうだ
めだ。重いネギの束を持つのが大変だ。」と言いな
がら、思うように動かない体で仕事をしていまし
た。私はたくさんの重いネギの束をトラックに一
生懸命に乗せてあげました。
　ふと周りの畑を見ると、働いている人達も祖父
母と近い年齢みたいでした。私は高齢化の現実を
知り、農業に真剣に取り組もうと考え始めました。
　その後、学校で校外農業実習があり、農家さん
の家に行きました。その農家さんは、家族経営で
はなく、従業員を雇って経営する、農業法人いわ
ゆる会社経営をしていました。そのときの話では、
後継者不足、耕作放棄地や高齢化など地域の農家
さん達が衰退している話をしてくれました。

　今後の農業はどうなっていくのだろう、と思い
ながら作業の手伝いをしました。やはり家族経営
ではなく、私の家も農業法人にした方が良いので
はないかと考えました。そのことを父に話すと、今
の家の現状では人を雇うほどの面積、収入源が無
いことを知りました。父は、少ない面積で多くの
収入を得るのか、田畑の面積を広げるかの二つだ
と言いました。少ない面積で多くの収入を得るに
は、生産効率を上げることが一番良いと私は思い
ます。小規模農業は機械などあまり使わないで、手
作業で植えたり、収穫したりするので時間がかか
り生産効率が悪いと言えるからです。また、田畑
の面積を広げると、収穫量は上がるのはもちろん
のこと機械を使って生産できるので効率は良いと
思います。しかし、大きい面積で育てると野菜の
管理が大変になると思います。さらに、機械を必
要とするためお金がかかると思います。田畑の面
積が大きい場合と小さい場合でメリット、デメ
リットがあり、農業法人にはどちらが適している
のかを考えています。それに作る野菜によって収
入源も変わると思うので、もっとたくさんの野菜
をこれから研究したいと思い、農業を継ぐことを
決心しました。そのためにも大学に進学しようと
思いました。
　私は大学に行き、農作物の試験栽培や生産技術
を学び、農業法人にするためにもコミュニケー
ション力が必要だと思うので、多くの人とふれあ
い、視野を広げていきたいと思っています。そし
て、家に帰って家族と共に大学で学んだことを活
かして、家族経営から農業法人に変えたいと思っ
ています。それから雇用を増やして、たくさんの
野菜を作り、大きな会社にし地域の農業の活性化
に役立つ担い手になりたいです。明るい未来を信
じて農業への熱い思いを忘れることなく、自分を
信じて前を向いて行こうと心に誓いました。

　今回、自分の農業への思いを

文章にして発表できたことを、と

ても嬉しく思います。この貴重な

経験を自信に、これから先、農業

の担い手として頑張りたいと思

います。

「農業への思い」

埼玉県立熊谷農業高等学校 ３年
坂田　忠大

（高校生・一般の部　優良賞）
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　私は差別の無い世の中にしたいと本気で思っ

ています。なぜなら、差別には沢山の種類があり、

差別された側は心に深い傷が残るし一人が差別

をはじめるとどんどん増え、「誰かがやっている

から私もやろう」とか面白半分でやっている人達

が増えるからです。

　私は次のような差別の種類を知っており、中に

は経験してきたものもあります。

　例えば、学校生活でよくあるいじめや、外見で

差別される人達が多いと思います。他には暴力や

体罰、日本では外国人の方を国籍が違うし、「な

んて話しているのか分からない」などの理由で人

種差別をしている人を多く見かけます。私は今ま

で人種差別といじめって何が違うのだろうと

思っていました。調べて見ると同じことだと分か

りました。ということは、人種差別はいじめと同

じで、自分は差別しているつもりはないと思って

いても相手からすればあなたのしていることは

差別だととらえられてしまうことが少なくない

ということです。

　私は 18 年間生きてきた中で沢山の光景を見て

きました。その中で一年間過酷ないじめを見てき

ました。それは中学三年生の頃、私は特別支援学

級にいてその学級ではある一人の子が、「あの子

はきらいだから」と仲間外れをしていました。そ

の仲間外れをしてくる子は結構自分勝手に行動

してしまう人で先生達も困っているように見え

ました。月日が経つにつれて、いじめもエスカ

レートして暴言を吐くようになっていきました。

私は見ていることしかできませんでした。なぜな

ら、この頃の私は自分に自信がなく自分の行動が

正しいのかと迷ったり、もし自分が口出したり注

意したら、自分にも被害が来ると怖くなったから

です。

　今思うと「なんであの時すぐに行動できなかっ

たんだろう」と自分が情けないと後悔していま

す。きっと世の中には私と同じような経験者が多

くいるのでしょう。

　そして、私は今現在あの頃の自分のように後悔

しないため、差別している人に注意ができるよう

になりました。この行動は正しいと自分で思える

ようになりました。

　この過ちから私は、自分の行動に段々と自信が

持てるようになり、人それぞれには色々な性格や

個性、行動力があるということを学びました。

　しかし、この世の中には人種差別をしている

人、されている人がまだまだいます。

　差別のことを調べてみると色々な言葉が沢山

出てきます。私には少し難しい言葉「これはひど

すぎる」と感じてしまう言葉が沢山あります。こ

の主張をきいてくださった方々に私と同じよう

に差別の無い世の中にしたいと同感した人がい

るのなら一緒に世界を救ってみませんか。私が今

できることは色んな世界の人達や過去に辛い思

いをした人達の心にそっと寄り添い、気持ちを軽

くしてあげる事だと思います。

　この大会を通して、私は世界
中の差別や偏見がない、平和な
世界にしたいと強く思い、今より
もっと知識を深め、数年後には
誰もが暮らしやすく、人種差別の
無い世界に変えたいです。

「差別のない世の中にしたい」
埼玉県立特別支援学校
　　　さいたま桜高等学園 ３年
竹内　萌音

高校生・一般の部　優良賞
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特別賞の紹介

　本年度の最終審査の対象になられた方は、家庭、社会、
政治などさまざまなテーマで参加されました。その中で、
寺澤 翠さんのテーマは、家族と自分との心の繋がり、絆で
した。
　核家族化が進んでいること、さらに両親が就業している
家庭環境の中で、子供自身と親との、特にご本人と母親との
関係についての発表でした。
　早朝から出勤し、帰宅時間も遅い母の仕事が幼少から
続き・・・ある時、娘の行動･表情の異変に気づいた母が、

「私にどうしてほしいの？」という二人の対話から、母は、仕
事を替え・・・翠さんとの時間をとれる選択をした。
　しかし、その母の自分への配慮に、経済面でも課題を抱
える家庭環境から、翠さんは心の中で「自分のために仕事
を替えた母への感謝とともに、そのことへの申し訳なさ」に
葛藤する。
　そして、社会と家庭のあり方に課題･疑問を感じ、親と子
の絆、つながりを持てる社会になってほしいとの「真摯な願
い」を誠実に切実に心に伝わる発表をされました。
　そのような発表をされた、寺澤 翠さんに、Humming Bird 
未来基金 特別賞を授与することとなりました。

「Humming　Bird未来基金」特別賞
狭山市立入間野中学校 １年　

寺澤　翠さん

　母国・ベトナムを離れ、何もかもが初めての地で、日々努
力を積み重ねている秋元さんのひたむきな姿勢に大変感動
いたしました。
　また、母国のためだけでなく、日本との交流の懸け橋に
なれるように、日本語を学んでいる志の高さにも深く敬意を
表します。未来を担うこどもたちの幸せのために活動する
国際奉仕団体「埼玉キワニスクラブ」は、秋元さんの今回
の発表に賛辞をお贈りし、これからの健やかなご成長を心
よりお祈りいたします。

「埼玉キワニスクラブ」特別賞
加須市立加須北中学校 ３年

秋元　重人さん

　「障がいという名の個性」と題して、家族や自身の身近
な事から、地域や社会、世界へと発信する願い、特に「誰
もが助け合える世界を」「困っているときに自然とサポート
し合える社会を」との主張が、YMCAが掲げる「互いを認
め合い、高め合う『ポジティブネット』のある豊かな社会の
創造」というVisionと、「みつかる・つながる・よくなってい
く」というスローガンにも合致したことにより選出いたしま
した。
　次代を担う青少年が、自身の思いを地域や社会に発信
し、実際の行動に移していくことを、YMCAは支え続けて
いきます。

「ポジティブネット　ＹＭＣＡ」特別賞
三郷市立新和小学校 ６年

大屋　玲菜さん
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　無関心から行動へ―。若者の「選挙離れ」が社会問題
化する中で、小藥さんの主張は「私たちの１票でより良い社
会をつくりたい」という情熱がダイレクトに伝わる内容でし
た。若者の投票率が低い水準であることを自身の体験を踏
まえて冷静に分析した上で、選挙権を得るまでの歴史的な
重みや１票を投じる行動の大切さを強調。まずは身近な友
人や家族と選挙・政治の話をすることで投票行動につなげ
ようと訴えました。しゃべり口も力強く、若者のパワーを実
感する主張に元気付けられました。

「埼玉新聞社」特別賞
早稲田大学本庄高等学院 ３年

小藥　空さん

　受賞おめでとうございます。蓮見さんの好きな書道
に打ち込む情熱そして未来に書道を受け継いでいくと
いう意気込み、とても感動しました。弊社も約60年間
学校給食の牛乳を供給しています。書道も歴史のある
文化芸術である点が弊社的に非常に共鳴出来て、今回
の選出となりました。弊社も今後、さらに学校給食を
通じて食育活動に従事していきますので、蓮見さんも
書道の今後の発展に尽力していくことを期待していま
す。

「ＷＡＴＡＢＯＫＵ」特別賞
行田市立太田中学校 １年

蓮見　優さん

　「私は私」、その人らしさのキーワードがとても印象的で
した。
　双子を持つ父親として、双子の子は生まれた時から「セッ
ト」のように思われる環境であり双子にしかわからない日常
や学校での生活もまた協働している関係性が特徴でもあり
ます。「らしさ」を活かし前向きにチャレンジしていくことを
願った主張発表に率直な思いがつづられており心うたれま
した。
　埼玉県の子供たちがより多く世界に羽ばたき、多様な考
え方や価値観を認め合い、学びを深め一生懸命頑張ってほ
しいと思います。
　夢や未来の姿に向かい、実現に向けた自信と決意のある
作品が希望のキーワード「輝け・明るく・裕（ゆたか）」とな
るように特別賞を贈りました。

「輝け・明るく・裕（ゆたか）に」特別賞
飯能市立飯能第一中学校 １年

只木　郁乃さん　

　家族の姿を見て現在の農業全体に通じる課題を発見し、
農業を継承しながら新しい形を模索しようという姿勢に感
銘致しました。
　農家の規模、高齢化いずれも打開は簡単ではありません
が、バイオ、第五次産業化、環境問題など多岐分野に関わ
る農業は新たなステージ展開が期待されています。問題意
識を持って学び続ける坂田さんなら、弊社も日々心掛けて
いる「NextAction」を体現し続けられると確信し選出いた
しました。

「Next Action 埼玉りそな銀行」特別賞
埼玉県立熊谷農業高等学校 ３年

坂田　忠大さん
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　15人の発表者の皆さん、本日は誠におつかれさまでした。そして各賞の受賞、誠におめでとうございます。
　今年は3部門で約44,000を超える応募があったと聞きました。今日発表された皆さんは、その中から選ばれた
15人です。どの作品も素晴らしく、審査会場でも選ぶのに時間が掛かりました。それぞれが自分の体験に基づい
て論理的に文章をまとめ、立派な態度で、身振り手振りを交えながら主張してくれました。新型コロナウイルスの
影響で社会が沈みがちな中、皆さんの堂 と々した発表に、私自身も勇気づけられました。ありがとうございます。
　審査は、発表内容と、表現力及び発表の態度の2点の合計得点で行いました。先ほども言いましたが、どれも甲
乙つけがたい内容でした。私の所見ですが総じて、小学生・中学生の部は、家族・兄弟との絆を通して知る「気付
き」についての発表が多かった印象です。高校生・一般の部は、福祉問題や男女格差、また、若者の選挙離れなど
社会的なテーマの主張が多く、考えさせるような内容でありました。
　新型コロナウイルスの影響で学校が休校になる中、勉強の「やる気スイッチを発見した」という発表は、自身の身
近な生活から導き出した秀作でとても印象的でした。「脳の5秒間の法則」、これを私も試してみたいと思っていま
す。また、グローバルな視点で環境問題を語った発表や、母国と日本の懸け橋に将来なりたいという希望、書道や
農業など自分の将来の生き方を力強く語る主張なども、若者の情熱が伝わる内容で、大変心に残りました。
　これからの時代に必要なキーワードとして、3つの言葉が挙げられると思います。1つは、みんなが一人一人のこと
を想って生きていこう、協力しようという「共生」社会の実現。もう1つは、様々な価値観を持つ人たちと一緒に暮ら
していくという「多様性」。そして、地球規模で様々な問題を考え、解決していかなければならないという「国際
性」。この3つが令和の時代には必要だと思います。今回の皆さんの主張も、身近な生活の中から、様々な意味でこ
れらのキーワードに関わる作品が多かったと思います。
　「障害を持つ人をかわいそうと思うことは障害を持つ人を見下している」「障害を個性として捉えてほしい」。この
主張に私も共感します。障害を個性として捉えてほしい、これはパラリンピックのアスリートも言っていることです。
また、日本では誰もが飲める「コップ1杯の水から、地球人として世界の水不足を考えよう」。こういう考え方を大勢
の人々がもたないと、地球温暖化などグローバルな問題は解決しないと思います。
　今年に入って、人種差別に関する問題がアメリカを中心に世界的に広がりました。「差別とは区別したものに差
をつけること、差別を受けた側の誰もが苦しむ」という主張は、実体験に基づいていて非常に説得力がありまし
た。また、「私たちは知らないうちに幼少期からジェンダーバイアスを植え付けられている」「施設のバリアフリー化
だけでなく、心のバリアフリー化を進めていくことが大切だ」という訴えは、私たち大人も大いに学ぶところがあり
ました。
　今、新型コロナの影響で世界の日常は一変してしまいました。またアメリカを中心に人種差別の問題が世界規模
でクローズアップされています。コロナの影響で、アジア人が差別されているという実態があります、他人ごとではあ
りません。他にも紛争やテロ、環境汚染等、多くの国が力を合わせて解決しなければならない課題が山積みです。
一方、国内を見渡しても身近な差別、様々ないじめや偏見、社会問題等がたくさん横たわっています。若い皆さん
が、それらの問題を解決する一人として、さらに広い視野と柔軟な発想で論理的に自分の考えをまとめ、伝える力を
もっともっと高めていってくれることを期待します。
　自分の考えを文章にまとめて発信することは、自分の内面と向き合うことでもあり、非常に力がつく。人間力を高
める行いです。これからもこのような青少年を対象とした主張大会が広がってほしいと思います。
　結びになりますが、このコロナ渦で開催のために尽力してくれたスタッフの方々に、まず感謝申し上げたいと思い
ます。また、本日発表した児童生徒さんのために、この制限された状況の中でも駆け付けて主張を聞いてくれた保護
者・関係者の皆様、さらに、この大会だけでなく、日々の青少年健全育成活動に尽力されている方々、企業関係者の
皆さまに敬意を表しますとともに、次代を担う若者たちの明るい未来を祈念し、講評を終わらせていただきます。

講　評

埼玉新聞社 編集局長
澤田　稔行
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令和２年度少年の主張埼玉県大会の概要
1　主催

　　埼玉県・埼玉県教育委員会・青少年育成埼玉県民会議
　　独立行政法人国立青少年教育振興機構

2　協賛
　　Humming Bird未来基金・埼玉キワニスクラブ・公益財団法人埼玉YMCA・
 羽石電氣工業株式會社・森乳業株式会社・埼玉りそな銀行・埼玉新聞社

3　後援（順不同）
 埼玉県市長会・埼玉県町村会・埼玉県市町村教育委員会連合会・
 埼玉県公立小学校校長会・埼玉県中学校長会・
 （一社）埼玉県私立中学高等学校協会・埼玉県高等学校長協会・
 埼玉県特別支援学校長会・埼玉県PTA連合会・
 埼玉県高等学校PTA連合会・埼玉県特別支援学校PTA連合会・
 埼玉県私立小学校中学校高等学校保護者会連合会・読売新聞さいたま支局・
 NHKさいたま放送局・テレ玉・FM NACK5

4　応募作文数
　　小学生の部 21,445点
　　中学生の部 18,412点
　　高校生・一般の部 4,553点
　　　　計 44,410点

5　大会の概要
 （日時） 令和2年9月6日（日）　午後1時00分〜 4時30分
 （場所） 知事公館　大会議室
 （進行） 
  ・開会
  ・挨拶（青少年育成埼玉県民会議副会長　前島　富雄）
  ・審査員紹介
  ・主張発表
  ・審査結果発表
  ・講評（埼玉新聞社 編集局長　澤田　稔行）
  ・表彰
  ・閉会
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6　審査員（敬称略、順不同）
（1）第一次審査員
　  小学生の部・中学生の部　（令和2年8月6日（木）審査実施）
　  　荻田　哲男 埼玉県退職校長会
　  　小島　健司 埼玉県退職校長会
　  　羽島　隆夫 埼玉県退職校長会
　  　眞嶋　廣久 埼玉県退職校長会

　  高校生・一般の部　（令和2年7月27日（月）審査実施）
　  　伊古田　陽子 埼玉県高等学校等退職校長会
　  　小林　一郎 埼玉県高等学校等退職校長会

（2）第二次審査員
　  　村越　新 埼玉県公立小学校校長会 幹事長
　  　中山　明広 埼玉県中学校長会 副会長
　  　飯田　敦 埼玉県高等学校長協会 会長
　  　篠宮　尚 埼玉県PTA連合会 副会長
　  　枡田　幸弘 埼玉県高等学校PTA連合会 会長
　  　前島　富雄 青少年育成埼玉県民会議 副会長
　  　柿沼　トミ子 青少年育成埼玉県民会議 副会長
　  　中根　將行 青少年育成埼玉県民会議 副会長
　  　澤田　稔行 （株）埼玉新聞社 編集局長
　  　日吉　亨 埼玉県教育局県立学校部長
　  　市川　善一 埼玉県県民生活部副部長

令和２年度　賛助会員の皆様
　青少年育成埼玉県民会議は、次代を担う青少年の健全育成のために以下の企業・団体に賛助会員として御協力を
いただいています。（５０音順）

赤城乳業（株）
アルディージャ後援会
（株）イワコー　
浦和北ロータリークラブ　
（株）エフエムナックファイブ　
化研興業（株）　
カネパッケージ（株）
関東自動車（株）　
関東信越税理士会埼玉県支部連合会
（株）コア　
（株）サイサン
（学）埼玉医科大学　
埼玉県小売酒販組合連合会　
埼玉縣信用金庫
埼玉県信用金庫協会　
（公社）埼玉県農林公社　
埼玉県ボウリング場協会  
（株）埼玉シミズ

（株）埼玉新聞社　
埼玉信用組合　
埼玉トヨペット（株）　
埼玉ホーチキ（株）
（株）埼玉りそな銀行　
三州製菓（株）　
三輪精機（株）　
（株）篠塚製作所　
（株）秀飯舎　
（学）城西大学　
生活衛生同業組合埼玉県映画協会　
生活協同組合コープみらい
たつみ印刷（株）　
（有）つじ　
テクノデザイン工業(株)　
（株）テレビ埼玉　
東洋パーツ（株）　
（株）東和銀行

中沢乳業（株）
（学）日本工業大学
日本生命保険相互会社さいたま支社
（株）日本標準統合物流センター　
（株）ハイデイ日高
羽石電氣工業（株）　
Humming Bird未来基金
東日本電信電話（株）　埼玉事業部
平田精工ジャパン(株)　
（株）広野　
富士ゼロックス埼玉（株）
本田技研工業（株）埼玉製作所　
増幸産業（株）　　
みはし（株）　
（株）武蔵野銀行　
望月印刷（株）　
森乳業（株）
（株）八木橋 



（小学生の部　優良賞） （中学生の部　優良賞）

「家族で花火大会」
飯能市立飯能第一小学校 ４年　細田　葉月さん
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（小学生の部　優秀賞）

「家庭の日」
春日部市立上沖小学校 ５年　佐々木　心菜さん 

（中学生の部　優良賞）
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（小学生の部　優良賞）

「みんなでダムを見にいったよ」
狭山市立御狩場小学校 1年　押野　倫大さん

（中学生の部　優秀賞） 

　「心の中まで温かい」
川越市立川越第一中学校 １年　宮田　深央さん

令和２年度「家庭の日」ポスターコンクール入賞作品大会発表者の皆さん
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令和２年度令和２年度

埼玉県マスコット
「コバトン・さいたまっち」

主催：埼玉県・埼玉県教育委員会・青少年育成埼玉県民会議
　　　独立行政法人国立青少年教育振興機構
協賛：埼玉キワニスクラブ・Humming Bird未来基金・公益財団法人埼玉YMCA・
 羽石電氣工業株式會社・森乳業株式会社・埼玉りそな銀行・埼玉新聞社

彩の国
埼玉県

少年の主張埼玉県大会
作品集

少年の主張埼玉県大会
作品集

私たちの 熱い思いを届けます!

「家庭の日」ポスターコンクール 最優秀賞・特別賞作品
令和２年度

「みんなで水あそび」
川口市立元郷南小学校 2年

山本　彩葉さん

（埼玉県美術教育連盟　特別賞）

「Dance at stayhome！」
吉川市立東中学校 2年

鯉渕　ひまりさん

（テレビ埼玉　特別賞）

「思い出たくさん、家庭の日」
美里町立東児玉小学校 6年

藤澤　芽生菜さん

（ポジティブネットＹＭＣＡ　特別賞）

埼玉県マスコット「コバトン」

　埼玉県マスコット「さいたまっち」

（小学生の部　最優秀賞）
 「自しゅく期間は家族が先生」
 三郷市立前谷小学校 
 　５年　益子　美海さん

（中学生の部　最優秀賞）
 「気球の前でハイポーズ！」
 桶川市立桶川西中学校
 　２年　矢澤　史哉さん


