青少年と大人がともに学び、考え、語りあい、そして行動するための情報誌
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特集：
勇気をもって、
伝えよう
「変える力」 〜「少年の主張大会」から〜
いじめについて考える

ひとりで悩まず、相談してみませんか？
今、私たちにできることー災害ボランティア−
気軽に立ち寄れる『居場所』があるって知っていますか？

写真提供：社会福祉法人 三沢市社会福祉協議会

特 集

勇気をもって、
伝えよう

第32回青森県少年の主張大会

最優秀賞

（平成22年
「少年の主張全国大会〜わたしの主張2010〜」
努力賞）

「変える力」
青森市立沖館中学校（平成22年度）
２年

ある日のことでした。学校のトイレで用を足している
と、突然後ろから蹴られたのです。うさばらしのための、
いたずらでした。中学に入ってまもないぼくは、突然の
出来事に、納得できず、くやしくて泣いてしまいました
――。
ぼくの周りでは、こんなことがときどきあります。理
由もなく、人に体当たりしたり、ものにあたったりする
人がいるのです。
そして、一番気になるのは人を馬鹿にする言葉が、ひ
んぱんに聞こえてくることです。
「クズ」
「キモイ」
「死ね」
……。こんな言葉が、軽々と口から吐き出されているの
です。聞けば、どのクラスも、どこの学校も、まるで当然
のようにそうだと言います。
ぼくは、それが普通だとは思えません。そんな言葉を
簡単に言えることに、
抵抗を感じます。
教室の中で、また、いつものように、
「クズ！」という言
葉が聞こえたときのことです。ぼくは、言われた人を見
て愕然としました。みんなの前で「クズ！」と言われたの
に、ただ黙って、それどころか、その人に合わせて苦笑ま
でしているのです。
そして、その言葉を発した本人は、何の悪気もなく、む
しろ、
言ってスッキリしたような顔をしているのです。
「おかしい！」そう感じました。言った人も、言われた
人も、その空気を当然のように感じている周りも、これ
ではいけません。どうして、
「ダメなことをダメ！」と言
えないのでしょう。これが当たり前になったら、世の中
はおそろしいことになります。
ぼくは、
「変わらなければならない」、そう思いました。
こういう日常が当たり前になるからこそ、
「小さなこと
だ」と見過ごされるからこそ、やがて取り返しのつかな
い「いじめ」や事件に発展するのです。ぼくたちの身の周
りには、
そういう危険な芽が、
あふれているのです。

比 内 男 樹

ぼくは、トイレで蹴られたとき、しばらく考えてから、
「このままではいけない」と思い改め、勇気を出して先生
に相談しました。先生は、本人とつき合わせて、話す機会
を与えてくれ、注意もしてくれました。その後、相手は同
じことをしなくなりました。
自分にいやなことをした人に、面と向かって気持を伝
えるのは、本当に勇気がいることです。でも、自分がされ
たことを「いやだ」と、伝えなければ、その人は一生気づ
かず、
どんどんエスカレートしてしまうのです。
ぼくたちは、だれでも変われるし、人を変える力も
もっていると思います。正しいことが正しいと、まち
がっていることをまちがっていると、声に出せない現状
を変えていかなければなりません。しっかりと、人と人
とが向き合って、対話しなければならないと思うので
す。
携帯やメール、ネット…。ますます、人と人とが、顔と
顔をつき合わせなくなって、言葉だけが行き来する時代
になってきました。でも、人と人が向き合うことが大切
なのです。人と人とが向き合うということは、心と心が
向き合うことです。そうして、その表情や雰囲気から、文
字からはうかがいしれないその人の心を読み取ること
ができるのです。
ぼくは、今のぼくたちにとって、それが一番大事だと
思います。決して、暴力や、言葉という武器で解決しては
いけません。自分自身が変わろうとする「心」、そして、正
しくない人を変えていこうとする「心」を、ぼくたちはみ
んなもっているのです。
ぼくは今、変わろうとしている最中です。今度は、自分
以外の人が、いやな思いをしているときに、勇気を与え、
相手を注意したいと考えています。ぼくたち、一人一人
がもっている「変わる力」は世の中を「変える力」だと信
じて―。
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いじめについて考える
事務局長

神

重

則

（いんがおうほう）」という言葉があります。
「因果」とは、
「原因」とその「結果」という意味ですから、良い種をまけ
ば良い実がなり、悪い種をまけば悪い実が必ずなるとい
うことです。この「果」はすぐに現れるものと、ずっと後
で現れるものがあります。人に優しくする、人に嫌な思
いをさせないというのは、実は自分自身にとって大切な
ことなのです。

人に嫌な思いをさせて許される権利なんて誰も
持っていない
皆さんは、
「人権」って聞いたことがありますか？辞書
には「人間が人間として当然に持っている権利」と書い
てあります。
学校ではどうでしょうか？一人ひとり全員が持って
いる権利、それは「他人に嫌な思いをさせられずに学校
生活を送る権利」です。そして、誰一人持っていない権
利、それは「クラスメートや後輩など他人に嫌な思いを
させても許される権利」です。嫌な思いをさせられたら、
我慢していないで先生にお話ししてください。担任の先
生や部活の顧問の先生に話しにくい場合は、保健室の先
生や教頭先生、校長先生に。早ければ早いほど良いです。

きこつ

「気骨の判決」に見る真の強さと優しさ
第２次世界大戦のさなか、
昭和17年に行われた衆議院
とうじょうひでき
議員選挙では、当時の東條英機内閣のもとで、国の体制
に非協力的な候補者に対する組織的な選挙妨害活動が
行われました。落選した（させられた）候補者により次々
と起こされた選挙無効訴訟で、唯一「選挙無効」判決を書
よしだひさし
いた大審院（今の最高裁判所）判事がいました。吉田久判
しょうにんじん
事は様々な圧力に屈することなく、
180人以上を証人尋
もん
問し、選挙無効と判決したのでした。これが名高い「気骨
の判決」です。彼は、戦後、
「正義とは何か」という問いに、
「正義とは、倒れているおばあさんがいれば、背負って病
院に連れて行ってあげるようなことだ。」と答えていま
す。
英国の文豪レイモンド・チャンドラーは、
「強くなけれ
ば生きてゆけない、優しくなければ生きる資格がない。」
と著書「プレイバック」で書いています。私は、法を守る
という自らの信念を貫いた吉田久判事に、人間としての
真の強さと優しさを感じます。皆さんも、何が正しくて、
自分はどうすべきなのか、現実から目を背けず判断し行
動できる人であって欲しいと願っています。

「いじめ」はシグナル・・
・
もっと親にかまって欲しい、ほめて欲しい、話を聞い
て欲しくてもそれができないさみしさを「いじめ」では
らそうとする子ども、親から期待されすぎて自分で思う
ように生きられず、ストレスをためて「いじめ」に走る子
どももいます。

「自分のために」人に優しくしよう
「いじめ」を見て見ぬふりをする人、誰かに言われるま
まに「いじめ」に加わる人も「いじめ」を受けている人か
らすれば「いじめ」をしている人と違いはありません。人
間として恥ずかしいことです。なぜなら、人間として何
が正しくて何が間違っているか、自分の考えや行動に責
任を持たなければいけないからです。仏教に、
「因果応報
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【タテのカギ】
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１． 見つけると飛び上がるほど嬉しいことが
由来と言われるキノコ。
２． 鱒と一緒に扱われることが多い魚。
海で３〜４年過ごし、成魚になって生まれ
故郷の河に産卵のために戻ってくる。
３． 日本では長崎が発祥と言われる洋菓子。
４． 物事が存在しない。持っていない。 ⇔ 有
５． 火消しが目印として火事場で使ったもの。
６． バラ科の落葉高木樹の果実。
平成21年度の青森県の収穫量は全国１位。
８． 心がひかれること。気に入ること。
10． 英語で、
場所・位置などを表す前置詞。
⇔ アウト
13． 10本の腕をもち、敵にあうと墨を出して逃げる。
14． ○○○応変。
15． ７月24日でアナログテレビ放送が終了し、
地上○○○○放送に完全移行する。
16． 小麦粉を食塩水でこね、薄く延ばして
細長く切った麺（めん）の一種。
17． 粘土を一定の形に作り焼いたもの。
主に屋根に使われる材料。
18． 今年の夏は、15％節電のためエアコンの
設定○○○を28度にしよう。
19． 青森県は三方を○○に囲まれ、おいしい魚が
たくさん獲れる。

ܾ
ၕ
ၫ
ၭ

5

6

8
B
9

10

11
D

12

13

14

16

15
E
17

18

19

20

【ヨコのカギ】

C

7

１． 下北半島は、その形から○○○○半島と
呼ばれることがある。
４． 標準語・共通語とは異なった発音。
７． 漁獲した魚貝類を一定期間飼育しておくための施設。
８． 小麦粉の団子（だんご）を入れた汁物。
地方によっては「ひっつみ」とも呼ばれる。
９． あることが行われる時期が定まっていること。
また、一定の期間や期限。
11． 白黒の石を板へ交互に配置し２人で対戦するゲーム。
しばしば将棋（しょうぎ）と並んで語られる。
12． にわとりの卵。
15． しきたりなど古くから受け継がれてきた事柄。
18． 平たいガラス製・陶製の小さい玉などをばらまき、
一人ずつ順番に指先ではじいて当てたものを
取り合う遊び。
19． 人間の意志を超越したはたらき。天命。
「○○を天に任せる」。
20． 小学生が学校に背負っていくかばん。
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今、私たちにできること
−災害ボランティア−
今年３月11日に発生した東北地方太平洋沖地震は、
私たちの住んでいる青森県にも大きな被害をもたらしました。
県内の市町村では、八戸市と三沢市に災害ボランティアセンターが設置されました。このセンターでは、ボランティ
アの依頼と派遣のマッチングなどの支援活動が行われ、家屋からの泥掃除、避難所の清掃、救援物資の運び出しなど
様々なボランティア活動が行われました。こうした中、日頃から社会のために役立ちたいという思いを抱き、震災を機
に行動に移した青少年の姿もたくさん報道されています。
すけがわ すみれ

すだやま よう

べつぷ

今回は、多くの災害ボランティア活動の中から、青森県立三沢高等学校３年生の助川純麗さん、須田山耀さん、別部ユ
リアさんの３人にお話を伺いました。

今回どうしてボランティア活動をしようと思ったので
すか？
停電で学校が休みだったこともあり、何かやりたいと
思ったんです。最初は、海岸のがれきの撤去をやりたく
て市役所に問い合わせてみました。その後、三沢市のボ
ランティアセンターに登録したら、翌日にすぐ要請があ
りました。
３月17日（木）に、三沢市勤労青少年ホームでがれき撤
去のボランティア活動をしている人たちのための昼食
を作りました。その日は、高校生は私たち３人、あとは大
学生と大人の人たち20人くらいでした。停電していたの
で、大人の人がガスでご飯を炊いて、みんなでおにぎり
200個くらい作りました。
いろんな人と一緒に実際にボランティア活動をする
ことができ、
とてもいい経験になりました。

長谷川先生
（ボランティア部顧問）
本校はボランティア活動が活発で、ニュージーランド
大地震の際には、生徒会が中心になって募金活動をしま
した。また、
「ボランティアバンク」というシステムがあ
り、
生徒たちは日頃からいろいろな活動をしています。
このバンクは、県立田名部高校（むつ市）の取組みを参
考に、５年前から本校でも取り入れているシステムで、
生徒が自主的にボランティア活動をするための登録制
度です。地域団体から依頼のあったボランティア活動を
生徒玄関に掲示し、生徒たちが自分でやりたいと思った
ボランティア活動を自主的に行うことができます。希望
する生徒は誰でも登録できます。昨年度は、延べ259人の
生徒が様々なボランティア活動に参加しました。
また、今回の災害では、助川さんたちやボランティア
部の他に、生徒会や吹奏楽部員による募金活動などが行
われました。
上野先生
（柔道部顧問）
柔道部では、米軍三沢基地で消防士として働いている
保護者の方から、
「是非、子どもたちにも体験させたい」
というお話をいただき、部員７人が二川目養豚場で泥掃
除活動を行いました。

左から別部ユリアさん、須田山耀さん、助川純麗さん

３人ともボランティア部に所属しているのですか？
私たちはボランティア部ではなく、３人ともバスケッ
ト部です。だから、体力にも自信があったので、実際に被
災地にいって活動してみたかったし、口だけではなく、
実際に行動に移さないと意味がないと思いました。
今は学校のボランティアバンクにも登録しているの
で、これからも機会を見つけてボランティア活動をして
いくつもりです。

横山教頭
こうした活動は、生徒自らが積極的、自発的に行った
ものであり、学校や部活動以外のいろいろな人との関わ
りを経験できることから、地域社会の一員としての意識
を深めたり、地域づくりへの参画などを進める上で、非
常に良い機会になると考えています。
生徒たちにとっ
て、活動を通して
学んだ思いやりの
心やコミュニケー
ション力が大きな
財産になり、将来
きっと役に立つも
のと信じていま
す。
柔道部員：二川目養豚場

今回の震災は、
青少年が、
何か社会のために役立ちたい、
自分にできることからはじめてみよ
うという「思い」を行動に移すきっかけになったようです。今後も青少年がこうした活動に取
組んでいけるよう、学校、関係機関そして地域が連携し、活動の輪を広げていくことが大切な
のではないでしょうか。
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●ひまわり保育園
●
章士会三上医院

むつ市「ティーンズステーション ぽれぽれ 」
（運営：ＮＰＯ法人むつ下北子育て支援ネットワークひろば）
住
所：むつ市柳町１−８−１ 木村ビル１Ｆ
開設時間：１３：００〜１９：００
（土曜日は１０：００〜１９：００、日・月・祝日はお休み）
問 合 先：０１７５−３４−９９１９
ホームページ：http://www.geocities.jp/hiroba̲mutsu/

●十和田市
現代美術館

●裁判所

ひまわり幼稚園●

むつ
●パークホテル

むつ松木屋
●

●
十和田署

●十和田
商工会館

●
むつ来さまい館

●
旅館
旅
とびない本館
と

中央交番
●
●益川外科医院

●写真館

十和田市「ハピたのキャンパス」
（運営：ＮＰＯ法人十和田ＮＰＯ子どもセンター・ハピたの）

●
五所川原第一高等学校
高等学
高等
学校
校

住
所：十和田市稲生町１５−２４ パルコビル４Ｆ
開設時間：１１：００〜１９：００
（日・祝日はお休み）
問 合 先：０１７６−２３−０８５３
ホームページ：http://www.hapitano.jp/

五所川原市「ティーンズステーション ふらっと 」
（運営：ＮＰＯ法人子どもネットワーク・すてっぷ）
住
所：五所川原市元町５３
開設時間：１５：００〜１８：４５
（土・日・祝日はお休み・小学生は１７：００まで）
問 合 先：０１７３−３４−２１７０
ホームページ：http://kodomostep.fc2web.com/

弘前公園
●
中南地域県民局
地域農林水産部

高橋医院●

●
宮沢歯科
矯正歯科医院
●
スマイルホテル
八戸

●
いづみや
薬局

●MAC
弘前コート
サンモードスクール
オブデザイン
●
倉田医院●

●三春屋
岩手
銀行
●
三元
●

●グローリア
初穂弘前

三 堂
三成堂
三光堂●
●
●

弘前市「ぷらっとキャンパス（略称 ぷらキャン ）」

カワイ音楽教室
弘前センター
●

（運営：ＮＰＯ法人弘前こどもコミュニティ・ぴーぷる）
住
所：弘前市一番町５ 正阿弥ビル３Ｆ
開設時間：１５：３０〜１９：００
（土曜日は１３：００〜１８：００ 日曜日はお休み）
※祝日については、要確認
問 合 先：０１７２−３４−０１７１

●
スーパーホテル
十和田

●十和田市
視聴覚センター

●
●
サンクス 齋栄旅館

●
米澤
家具センター

●和風レストラン
●
とわだ

↑

●
びっくり
ドンキー

●澄月寺
月寺
寺

福原歯科医院●

松枝歯科●

●みちのく
銀行

●山田薬局
さくら野
パーキング
●

●さくら野
●青森銀行

大和ロイネット
ホテル八戸
●

八戸市「どりーむキャンパス」
（運営：はちのへ子ども劇場）
住
所：八戸市三日町１１−１ はっち４Ｆ
開設時間：１５：００〜１９：００
（毎週火曜日は休み）
問 合 先：０１７８−２２−５８２２
ホームページ：http://www.kodomohacchi.com/

ホームページ：http://hirosakipeple.blog134.fc2.com/

Ǘ Ϝ˘ـէᬹʝʬʊ˄ʟ Ǘ
青少年育成青森県民会議は、地域での青少年活動及び育成活動をより一層活発に進めるため、すべての県民による青少年育成運動の推進を目指しています。
この運動は、地域のすべての大人が、明日の地域社会を共に作っていく仲間としての青少年の育成に主体的に関わり、住み良い地域社会をみんなで作ってい
こうというもので、運動の趣旨にご賛同・ご協力いただける会員を広く募集しています。
加入の申込は随時受け付けておりますので、下記事務局までお問い合わせください。
会

個人会員：３,０００円
費 〔正 会 員〕青少年育成活動を協働して推進していただける団体・個人・・・年会費 団体会員：６,０００円
〔特別会員〕県民会議の趣旨に賛同して支援いただける団体・個人など・・・年会費 団体・個人とも １０,０００円以上
※会員には、①総会・研究大会のご案内、②機関誌「青少年あおもり」
（年２回発行）の送付、③青少年啓発情報誌「青い樹」の送付、
④「家庭の日」カレンダーの送付 の特典があります。

振込口座

青森銀行県庁支店：（普）８０５３３
みちのく銀行青森支店：（普）２４０７５７６
＊口座名義はいずれも「青少年育成青森県民会議 会長 石澤善成」

ゆうちょ銀行：０２３２０−３−１０８２０

青少年育成青森県民会議事務局
青森県環境生活部 青少年・男女共同参画課内 〒030−8570 青森市長島１−１−１
青森県庁ホームページ（http://www.pref.aomori.lg.jp）内で検索

TEL.017−734−9224

