第１２回 個人部門
優秀賞
「日本の若者は…」
福岡県立八女高等学校 ２年
岡 春菜子さん
積極性やコミュニケーション力が足
りない、規範意識が低い、夢やビジョン
がない、といろいろな批判をされるのが
近頃の若者で、私もその中の一人だ。い
つの間にか自分の中に外国の同世代の
人に対する劣等感を抱くようになって
いた。
そんな私が、外国に滞在する機会を持
った。一度は二年前の三週間のイギリス
でのキャンプ。十ヵ国以上の国籍を持つ
同世代の人々が集い、自分の国こと、将
来のこと、毎日行うイベントの企画につ
いて話し合う機会があった。私の英語力
の問題もあったが日本人である私は他
国の子 たち に圧 倒さ れ、「 あぁ 、こ れが
よくいう日本の子どもの消極性か」と思
ったものだ。また今夏は、オーストラリ
アに二 週間 滞在 し、 現地の 学校 に通 い、
授業を受けながらホームステイをして
異文化交流をするという機会を得た。子
どもに家事分担が厳格に行われ、節水の
ためシャワー時間も制限されていると
事前に聞き、やはりこの時も日本と違っ
て子どもをきちんとしつける文化があ
るんだと、緊張感を持って出国した。交
流先の学校でバディになったジャスミ
ンは、先生方にも自分の思ったことを率
直に伝え、何をするにも堂々と振る舞っ
ていて「すごい。イメージ通りの外国人
だ」と思った。
しかし一方で、私はこの二度の体験か
ら、日本文化の良さも実感した。焼いた
だけの肉、ブロック状のチーズ、丸ごと
の果物をドーンと出して、さぁ食べまし
ょうというイギリスの食文化にはまず

驚いた。多国籍キャンプで子どもたちを
受け入れるプログラムには食に関する
配慮というものは全く欠けていた。様々
な調味料を駆使し、切り方を工夫し、時
間をかけて丁寧にご飯をつくる文化に
は、日本人のキメ細やかさが表われてい
ると実感できた。
またオーストラリアで驚いたことは
教育だ。子どもは家庭内ではメディア漬
け。清涼飲料水もスナック菓子も自分の
好きな時に好きなだけ摂る。掃除、洗濯
などの家事も最低限の回数で、要するに
家庭内で自分のノルマを厳格に果たせ
ばよく、家を整えることで家族の気持ち
を一つにしようという哲学的な目的は
毛頭ない。自動車運転も荒く道の真中に
は日本人の私からみれば希少なカンガ
ルーが車にはねられているのを毎日見
なければならない悲しさがあった。学校
の授業でも、とても規律があるとはいえ
ず驚きの連続だった。何にでも当てはま
る印象、それは「大雑把」ということだ。
これらの体験を経て、日本の文化や社
会は思っていた程悪くはなく、そこで教
育を受ける私は、外国の同世代に様々な
点で劣っているとは思わなくなった。む
しろ、勤勉で誠実で相手の立場を深く考
えているという点では、コミュニケーシ
ョン力にも優れているのではないかと
思う程だ。今年訪問した神戸大学国際文
化科では「日本の英語の授業法が文法主
義に偏っていてよくないとやり玉に挙
げられるが、決してそうではない。早く
から適当にしゃべっている海外の子ど
ものそれよりも文法の基礎を厳格に身
につけた日本人の英語力の方が国際舞
台の中ではより重要で役立つ」という頼
もしい話も聴いた。今の私は親や学校の
先生をはじめとする大人たちから、多く
の制限を与えられていると感じること

病気に対する考え方を変えた時、この
病気は私へのプレゼントなのではない

もある 。で も私 も親 になれ ばお そら く、 ったろうと、自分の至らなさを悔やんで
しまう。
似たような方法で子ども世代を育てる
だろう。
それでも、病院に通えば治るだろうと
「制限の文化」は自分で考えて行動で
思いながら入退院を繰り返し、多くの薬
きる人間になるための大切な日本の教
も服用した。ところが、治るどころか健
育のやり方だと思う。実際に海外の様子
康だった左足までもが痛みと共に腫れ
を垣間見た私からすれば優れた独自性
あがり、杖がなければ生活できないよう
のある方法だと思う。
になってしまった。不慣れな杖を使って
私が消極的なのは遠慮深さと慎み深
の歩行は難しく、前からベビーカーを押
さの表れ。なりふり構わず行動しないの
した母子がやって来てもうまく避ける
は、周りの様子をよく見てからという深
ことができず、いつも母が私を支えてく
いコミュニケーション力の裏返し。規範
れていた。歩くこともできず、身の回り
意識や、真面目さは他国の誰にも劣って
のこと もで きな い。 そんな 自分 の心 が、
はいない。きちんとした語学力の基礎と、 どんどん荒んでいくのを感じた。
ものを考え続けるしっかりした力を身
ある日、母は私を鹿児島県の病院へ連
につけて、国際社会に出て行こうと思う。 れてい った 。「 どう せ また『 原因不明で
す』と言われるだけだろう」とあまり期
待しな いで 診察 室に 入った 。と ころ が、
担当になるＴ先生は各種の検査結果を
観なが ら、「こ の症 例 は世界 に例がない
がリンパ系の損傷が原因だろうと私は
考えています。諦めずに頑張りましょう。
私も全力で調べて治療にあたります」と
勇気づけてくれた。思いがけない「頑張
りましょう」の言葉に「自分のことを考
えてくれている。本気で病気を治そうと
してくれている」ということを強く感じ
ることができた。
Ｔ先生とのこの出会いで気持ちが安
らぎ、生きて行く希望が湧いてくるのを
感じた。そして現実を受け入れることに
加え、出来る事と出来ない事を割り切る
ことの大切さにも気づくことができる
ようになった。原因不明の病気は、最先
端の医療知識や技術を身に付けた医師
でも簡 単に 治療 でき ない。 だか ら私 は、
この事実を冷静に受け止めて病気と闘
うことが大切だと思えるよう に な っ た 。
個人部門
優秀賞
「天からのプレゼント」
佐賀県東明館高等学校 １年
手嶋 拓耶さん
小学校五年生の時、突然、右足に痛
みが走り、歩くことはもとより立ってい
ることも出来なくなってしまった。突然
襲ってきた激痛に私も母も狼狽し、苦痛
で顔をゆがめる私を背負って、母は色々
な病院を回った。しかし、どの病院でも
原因が分からず、検査と薬で様子を見る
だけの治療で終わるのだった。中には
「他の病院を紹介します」と無碍に治療
を断る病院もあった。私は原因不明の病
気に不安が募り、また定期的に襲ってく
る痛みの恐怖で苛つき、あまりの激痛に
耐えられず、足を切り取ってほしいと言
って、母を困らせたこともあった。今思
えば、母に与えた苦悩が如何ばかりであ

かと思えるようになった。最も喜べない、
そして最も受け取りたくなかったプレ
ゼントではあるが、この病気に出会った
ことで色々なものが見えるようになっ
たからだ。
世の中には、目や耳が不自由な人や手
足に障害の人たちなど、さまざまな病気
や障害を持った人たちが存在し、バリア
フリーが叫ばれて、公共施設や交通機関
など、ひと昔前と比較すると大きく改善
されていると思う。しかし、障害者に優
しい施設や機器などのハード面の進歩
に比べて、ソフト面である人の心、障害
者を尊重し思い遣る心は開けて行って
いるのか心もとない。
私の主治医であるＴ先生は、患者の治
療にあたるかたわら、病気や障害で苦し
む人々を救済するために、日本ばかりで
なく海外でも講演を行っている。
私も将来、Ｔ先生のように、治療を受
ける患者さん達に同じ目線で病気への
対処を考えながら、勇気と希望を与えら
れる医師になりたい。医師の方からの一
方的な治療ばかりでなく、病気にかかっ
て苦しむ人の立場、そしてその患者のた
めに心を傷める家族の立場で、決して諦
めることなく治療を行いたいと思う。ま
た、病気や障害を持つ人々が苦しむ、も
う一つの見えない苦痛、つまり人々の不
用意な 言動 が少 しで もなく なる よう に、
優しい社会を創る講演活動を行いなが
ら、人々に労りの心の大切さを伝えてい
きたいと考える。
世界でも「特異な病気」というプレゼ
ントは、私に不安と苦痛を与えたが、同
時に生きる目標と私を見守ってくれる
人々の存在の大切さを教えてくれた。
いつまた病魔が再び襲ってくるのか
分からない身体だが、例えどんなに苦し
くても、今までのように苛立ち、途方に

くれるのでなく、私を思い遣ってくれる
人々の温かい心を忘れずにしっかりと
目標に向かって、前進していきたいと思
う。

個人部門
審査委員特別賞
「自分が日中の架け橋に」
東京都 早稲田大学高等学院２年
松村健太郎さん
私にとって語学とは、自分が学び、吸
収する対象であった。それは私にとって
の語学が、英語など日本語以外の言語で
あるからだ。私はずっと、自分は語学を
学ぶだけの立場にいるものだと思って
いた。そこに新しい視点が加わったのは、
中学校三年生の頃だ。私は友人たちと共
に、中国の大学生たちに教科書を贈るボ
ランティア活動をした。送ったのは国語
の教科書。彼らは日本語の勉強をしてい
たのだ。
私たちが国語として勉強している日
本語を、彼らは外国語として勉強してい
る。当たり前と言えば当たり前だが、日
本語も日本人以外の人々にとっては語
学の一つである。私はそれまで、そのこ
とをほ とん ど意 識し ていな かった。「彼
らにとって、語学とは日本語である」こ
れは私にとって新鮮な発見だった。
そして今年の春休み、私は中国の大連
にその大学生たちを訪ね、彼らの勉強の
様子を間近で見た。大学に日本語のネイ
ティブスピーカー（これも新鮮な響きを
感じる 言葉 だ） はほ とんど いな いの で、
私はとても貴重な存在だったそうだ。彼
らは一言一句さえも聞き洩らすまいと
いう感じで、熱心に私の話す日本語に耳

を傾けていた。私が語学を学んでいる時
の姿勢と比べると、かなり積極的だ。私
は「自分も、もっと勉強しなくては」と
強い刺激を受けた。また同時に、自分の
いる立場についても考えた。
私は日本では、教師が提供してくれる
語学の知識をただひたすら吸収する立
場にい る。 しか し中 国のこ の大 学で は、
正反対の立場にいるのだ。私は、自分が
語学を学んでいる時の気持ちを想像し
てみた。それは「どんなに些細なことで
もいいから、できるだけ多くのことを教
えて欲しい」ということだ。他の言語を
学ぶことは、未開の領域に踏み込んでい
くのと同じで、大きな不安や苦痛を伴う。
語学の勉強に行き詰った時、私は藁にも
すがる思いで問題解決の糸口を探る。と
にかく 、何 か取 っ掛 かりが 欲し いの だ。
自分と同じように語学を学んでいる大
学生たちも、似た気持ちを感じることが
あるはずだ。使い慣れない言語を学ぶこ
との大変さはよくわかる。私は、彼らが
より親しみを持って日本語学習に取り
組めるように、少しでも彼らの力になり
たいと思った。そして、一人でも多くの
人に日本をもっと知ってほしい、と思う
ようになった。
そこで始めたのが、学生との日本語メ
ールの交換だ。内容はその季節に合った
日本の 文化 や、 私の 近況な ど。 さら に、
まだ日本へ来たことのない彼らのため
に日本 の写 真を 添付 してい る。 返信 で、
彼らが中国の文化を教えてくれたりす
ることもあって、メール交換は互いに新
鮮な発見に満ちている。
私はこれらの体験を通じて、日中の学
生たちの架け橋になりたいという志を
持つよ うに なっ た。 私は中 国へ 行く 前、
中国の人々、特に若い世代は日本人に冷
淡だと思っていた。ところが行ってみる

と、会う人すべてが私を歓迎してくれて
感激した。メディアなどで報道されるこ
とだけを信じて、お互いに感情がすれ違
ってい る部 分が ある と感じ た。 だか ら、
実際に中国で中国の人々と交流してき
た人間として、このすれ違いを修正した
いのだ。
私が交流し、日本語知識を提供してい
るのは、ほんの数人にすぎない。いわば、
私たちのつながりはまだ一本の細い糸
のようなものだ。しかし、細い糸は紡が
れて縄となり、それがさらに紡がれてい
って、太い綱になる。このような小さな
交流でも、やがては大きなつながりを生
むかもしれない。とにかくどんなに些細
なことでも、やってみなければ何も始ま
らないのだ。——小さなことでも、自分
のできる限りを——私はこの言葉をモ
ットーに、志の達成に向けてこれからも
交流を続けていきたい。

個人部門
審査委員特別賞
「日本の心を受け継ぐ」
福岡県立大牟田北高等学校３年
永井 靖久さん
私は将来、神職として神社を継ごうと
考えています。私の祖父が宮司をしてい
る神社は八二三年の歴史があり、父で十
七代目、私は十八代目の宮司となります。
神社の正式名は宇佐八幡神社といいま
す。大分県の宇佐市にある宇佐八幡神社
と同じく「八幡様」と呼ばれる神社です。
この江浦宇佐八幡神社には古くから「粥
占い」という、神事があります。毎年二
月に、前年秋に収穫された新米を粥にし
て神殿 に安 置し 、一 ヵ月後 にカ ビの 色、

形、広がり方を見て、その年の、天候と
帰っていきます。農家の人々の稲作の収
作柄を占うのです。藩政時代には、柳川
穫の無事、赤ちゃんの健やかな成長、交
藩に報告されていました。粥を開いて占
通の安全。このような人々の願いを祭祀
う日の午後に地元の小学生たちによる
という形で行うのが神職という仕事な
奉納相 撲大 会が 行わ れ、私 も小 学 生の
のです 。だ から 祭祀 が終わ ると 人々 は、
時には参加していました。
安心した顔をするのだと考えるように
私が、神社を受け継ぎたいと思った理
なりました。
由は、 この 歴史 ある 神社の 伝統 を守 り、
「鎮 守の 森」 とい う言葉 があ りま す。
さらに祭りや行事を通じて、より活気あ
昔から神社は、村を守る森でした。人々
る町づくりをしていきたいと思ったか
の願いを受けとめ、平和に過ごせるよう
らです。
人々を見守る森です。神職は、そういう
そん な私 も、 小・ 中学生 の頃 まで は、 大切な仕事をしているのです。
神社を受け継ぐ気は、まったくありませ
近年、子どもが減り、行事や祭りに昔
んでした。しかしある日、祖父が「いい
のよう な活 気が なく なって きて いま す。
ものを見せてやろうか」と言って、五代
私は、神社がもっと地域の人たちの交流
目が書いたというぶ厚い巻物を見せて
の場になり、これからも祭りや行事が活
くれました。達筆で、神社の歴史が書い
発に行われるようにしたいと強く思う
てあり、私には、何と書いてあるのか意
ようになりました。
私は、進学先として、皇學館大学を選
味は分かりませんが、とても長いもので
び、入試のために、神社新報を読みまし
した。また、その後、見せてもらった家
た。その中に印象に残る記事がありまし
紋や刀は、私を遠い歴史の中に引き込ん
でしま いま した 。そ れから とい うも の、 た。それは、歴史的仮名遣いに関するこ
とです。この記事を読んで、私は、日本
私は、日本の歴史にも興味を持つように
古来の言葉や文章にも興味を持ちまし
なり、日本史の勉強も意欲的にするよう
た。そして、その大切さに気付くことが
になりました。
祖父は八十四才ですが、今でも夜遅く
できました。
までかかっても、自分で考えた祝詞を筆
大学には無事、合格することができま
で書き、お祭りのお祓いの準備をします。 した。祖父を初め、家族みんなが喜んで
一年の間には、人間にとって大切な農業
くれました。私も今、来年の四月からの
が順調に進むよう祈願のためのお祭り
生活を楽しみにしています。四年間、伊
がいくつかあります。虫祈祷や夏祈祷と
勢神宮のそばで過ごします。神社につい
呼ばれる祭祀です。また、年の初め、月
て、多くのことを学んで帰ってきたいと
の初めなどにも歳旦祭と呼ばれる祭祀
思っています。そして、みやま市の無形
をします。赤ちゃんのお宮参りや自動車
文化財である「粥占い」を大切に受け継
のお祓いも時々あります。
ぎ、日 本人 の心 のよ りどこ ろ、「鎮 守の
私は、その様子を見ながら育ちました。 森」の宮司になりたいと思っ てい ま す 。
そして、だんだんと神職という仕事につ
いて考えるようになったのです。お宮に
来られた人たちは、お祓いが済むと穏や
かな顔 にな り、 祖父 と笑顔 で話 をし て、

グループ部門
優秀賞
「〜二十一世紀は
海が世界を変える時代〜」
長崎県立猶興館高校 １年
久原 里菜さん 曽川 紗希さん
関
修平さん 鈴木 悠斗さん
一．活動の動機
私たちが通う猶興館高校は海にとて
も近く、毎日といっていいほど海を見て
いる。しかし、だからと言って海に住む
生物、海の利用方法、海の抱える諸問題
などを深く考えることはあまりなかっ
た。身近なはずの海について詳しく知ら
ないということに気づいた。
しかし、私たちが暮らす日本は、海に
囲まれている。海には多種多様な生物が
生息しており、膨大な量の資源や恵みを
私たちに与えてくれる。昔から海は私た
ちの生活にとってかけがえのない存在
である。身近な海について知識や理解を
深めることで、海が持つ豊富な資源をよ
り良く活用できるようになるはずだと
考えた
なぜ、私たちがこんなに海について興
味を持ったのか、それは海についてのあ
る興味深い話を聞いたからである。その
内容は 、「 海に は豊 富 なエネ ルギ ーがさ
まざまな形で蓄えられており、それは化
石燃料に代わる環境にやさしいエネル
ギーとなる。つまり、海のエネルギーを
利用することで環境問題が解決できる
のではないだろうか、また、海を利用す
ることで世界に良い影響をあたえるの
ではないだろうか」というものであった。
そこで私たち猶興館理数科１年生は、サ
イエンス・パートナーシップ・プロジェ
クトを利用し、実験・観察をとおして海

洋エネルギーの利用や海洋生物につい
て学び、海を知ることで海洋利用社会に
ついて考えを深めた。
二．受身の漁業
日本人は昔から魚を食してきた。刺身
や寿司のような生で魚を食べるという
日本独特の食文化があるように、魚は日
本人にとって大変身近な食材である。現
在、その文化が世界中に広まり、魚の需
要が増えた。そのため、近年魚が減少す
るという問題が起こっている。
そこで私たちは、長崎大学の山口教授
らと連携して定置網漁業の体験をし、漁
獲した魚の分類や形態観察を行い、魚に
ついての理解を深めた。まず、定置網の
分類や構造について学習した。定置網漁
業とは、代表的な沿岸漁業の一つである。
壁にそって泳ごうとする魚の行動習性
から、移動する魚群を網の囲いの中に誘
い込んで漁獲するという漁法で、受身の
漁業と して も知 られ ている 。そ のた め、
餌を用いずに漁獲できる、魚群を根こそ
ぎ獲らないので生態系への影響が少な
い、魚を傷つけずに漁獲できるという利
点を持 って いる 。網 を仕掛 ける 際に は、
目的の魚がエサを求め、あるいは産卵の
ためにどの時期に、どの場所を選んで泳
ぐかという魚の習慣を知り、潮の流れを
読んで 網を 仕掛 ける ことが 大切 であ る。
定置網には魚群の移動を遮って網内へ
誘導す る「 垣網 」、 入 った魚 群を網の奥
へ迷い込ませて滞留させる「身網」の二
種類の網が使われている。しかし、網の
欠点として、付着する生物やごみなどに
よって網目がふさがれるという問題が
あり、これから解決策を考えていかなけ
ればならないということであった。
私たちは、解剖班と付着生物班に分か
れて活動した。解剖班では定置網で漁獲

された魚を解剖し形態観察を行った。結
果として、食性によって体や内臓のつく
りが異なることが分かった。付着生物班
では、網目の大きさ、網を沈めている期
間、基板の違い等で付着生物の生息密度
や組成の違いがあるかを検証した。結果
として、表層の付着生物の方が深層の付
着生物より比較的大きいことなどが分
かった。今回いろいろな魚について理解
を深めたことで魚を食物としてだけで
はなく、生物として興味を持つことがで
きた。
三．縁の下の力持ち〜干潟〜
さらに私たちは、生物が多く生息して
いる干潟に魚の減少・海の環境問題の解
決策のヒントがあるのではないだろう
かと思い調べてみた。長崎県佐世保市の
水族館（海きらら）と連携して干潟の特
徴や役割、干潟に生息する生物などにつ
いて学習した。実際に干潟の環境を体験
することで、干潟に関する知識や保全意
識を高めた。
まずは、干潟についてのさまざまな知
識や考え方を学んだ。干潟とは、干潮時
に沿岸域に現れる砂や泥がたまった場
所で、内湾や入江など外海の波の影響が
少なく、河川が流れ込み砂や泥を運んで
くる場所にできる。特徴としては、①渡
り鳥の中継地や生物生産地となる。②生
物群による水質浄化作用がある。③マン
グローブなどの植生の場となる。など多
くの利点を持っている。また、津波災害
が軽減され、バードウォッチングや潮干
狩りの 散策 の場 とし て利用 され るな ど、
人間にとっても重要な場所である。
今回、長崎県平戸市にある若宮浦へ行
って実際に干潟へと足を踏み入れた。干
潟や海辺にいる生物を探し、海きららの
方から干潟に生息する生物の説明を聞

くという、貴重な体験をした。見つけた
生物の中には、絶滅危惧種であるカブト
ガニも含まれていた。干潟には多種多様
な生物がたくさん生息していることは
知っていたが、実際に行ってみると想像
よりも多くの生物が生息していた。この
ような 生物 にと って 素晴ら しい 環境 が、
故郷平戸にあるということを大変誇り
に思った。
活動中の気づきとして、干潟のにおい
がしなかったこと、干潮時と満潮時とで
の生物の行動の違いがあったことなど
多く挙げられた。それに対して海きらら
の方が丁寧に解説してくださった。干潟
のにおいの原因は硫化水素であるが、水
が循環している上層ではにおいはしな
い。ただ、汚れた干潟では上層でもにお
いがす る。 また 、生 物の行 動の 違い は、
干潮時に生物は姿を現すが、満潮時には
巣や石の裏に潜んでいるとのことだっ
た。
近年、各地の干潟は工業用地や農用地
の造成のため開拓され、減少傾向にある。
西日本で近年失われて干潟として、九
州・有明海の諫早湾の干潟が挙げられる。
今後消えそうな干潟も存在する今日、私
たちは多くの恵みを与える干潟の保全
にも努めなければならないのだと感じ
た。海と切っても切り離せない干潟を守
ることが海の環境を守ることにもつな
がるのだ。
四．海の温度差を利用して
次に、エネルギー面での海洋利用法に
ついて調べた。現在、クリーンな発電方
法として注目されている海洋温度差発
電について佐賀大学の池上教授らと連
携して学習した。
海洋温度差発電とは表層の温海水と
深層の冷海水の 15
度から度 25
度程度の

温度差を利用して蒸気を作り、タービン
を回して発電するという火力発電と同
じ仕組みである。しかし火力発電では蒸
気を作るのに水を使用するところを、海
洋温度差発電では水の代わりにアンモ
ニアを 使用 する 。水 よりも 沸点 の低 い、
沸点マイナス３３度のアンモニアを使
用することで、小さな温度差でも発電が
可能になる。また気圧を高くすると液体
の沸点が上がることを利用して、さらに
アンモニアの沸点を上げる工夫が施さ
れている。この発電では電気を作り出す
だけでなく、水素の製造、海水の淡水化
などのメリットがあることが わ か っ た 。
次に、佐賀県の海洋エネルギー研究セ
ンターを見学し、実際に海洋温度差発電
で発電されるところや、水素の製造など
を模型で確認した。
海洋温度差発電はメリットが多く、有
害物質も出さないので、地球温暖化や環
境汚染などの深刻な問題を抱えるこれ
からの地球環境にとってとても重要だ
と思う。
五．未来の海洋エネルギー
また、温度差発電とは別の海洋エネル
ギーを利用した発電方法について調べ
た。
九州大学の経塚教授と連携して潮流
発電の学習を行った。まず、講義をうけ
潮流発電の仕組みについて学んだ。潮流
発電とは、潮の満ち引き（潮汐）を利用
した発電方法で、自然地形を活かしたも
のである。潮汐とは天体、特に月や太陽
と地球の間にはたらく力によって、海水
が引きずられて起きる現象である。潮流
発電の 原理 は風 力発 電と同 じで ある が、
違いは、潮流発電は潮汐によって駆動さ
れるので潮汐の状態によって決まるこ
とである。潮汐は規則的であり、予測可

能である。潮位差が大きい場所ほど潮流
発電の適地になりうる。また、潮位差自
体が小さくても流れが速いところは適
地となりうる。よって、潮流発電の適地
は世界中にあるといっても過言ではな
い。また、潮流発電は橋脚の下などに設
置することがポイントだ。理由は、流れ
の増速効果や発電した電力を送電しや
すいなどの利点があるからである。
潮流発電はまだまだ開発が進んでい
く発電方法であると感じた。自然を利用
して発電するため、安定性などに問題が
ある。こうしたことを改善していくこと
が今後の課題となる。
六．海が世界を変える
今回の活動で、身近な海に触れ、多く
の貴重な体験をすることで新しい知識
を学び、自らさまざまな問題点について
考えることができた。そのなかで、現在
懸念されている生態系の破壊や地球温
暖化、大気汚染などの地球環境問題は海
を有効利用することで解決できると考
える。例えば、海洋温度差発電や潮流発
電等の海洋エネルギーを利用した発電
は、クリーンで環境にやさしく、大気汚
染や地球温暖化の解決に少なからずつ
ながる。また、海は利用するだけでなく
守るべき存在でもある。魚の減少に対し
て私たちは考えたり、干潟の保全に努め
たりすべきである。私たちは、次のこと
を提案したい。まず、近年問題視されて
いる海洋資源の減少に注目し、今後は資
源には限りがあることを世界規模で認
識する必要があること。次に、海洋や太
陽光などの自然エネルギーを利用した
クリーンな発電方法の利用地域の拡大
や、発電量の安定性の問題などに力を入
れていくべきだということ。そして、海
を守ること。これらの提案はその原点で

ある地球にとって、人類にとって重要視
されることのひとつであると私たちは
考える。
私たちは学び・考えることを止めては
ならない。
将来の環境・生活を決めるのは私たち、
つまり次世代の科学者なのだから…。

グループ部門
審査委員特別賞
「私たちのフェアトレード」
山口県立厚狭高校 １年
三隅 遥さん 柴川佳奈子さん
村上 舞さん
【はじめに】
毎日三度の食事をする。高校に通い勉
強や部活動に励む。それは普通のことだ
と私たちは思っていた。しかし、世界人
口約六十数億人のうち、今なお、 12
億人
の人々が貧困に苦しんでいるといわれ
ている。
フィリピンの首都マニラの東南にあ
る小さな島の貧困地区ペレーズに暮ら
す人々は、私たち厚狭高校新聞部の友人
である。私たちが六年前からさまざまな
形で支援を続け友情を培ってきた。しか
し、彼らの生活はこの六年間、全く向上
五㎞の狭い土地に、
していない。十五㎞ ×
約一万人もが暮らしている。その約半分
が、四人家族で日本円にして月額約六千
円から七千円の収入しかない貧困家庭
である。職業は自分の土地を持たないコ
コナツ小作農民で、収入の六割を地主に
収めねばならない。しかも、ココナツの
仕事は季節労働であり、収入が極端に少
ない時期もあるという。そのため、三度
の食事もままならず、食事内容はご飯と
塩だけというのが普通なのだそうだ。ま
して、子どもに教育を受けさせる余裕な
どない。教育は貧困克服の最大の鍵であ
る。しかし、ペレーズでは、そのことも
機能せず、貧困の再生産になかなか歯止
めがかからない。
私たちは、同じ時代、同じ地球に生き
る仲間の五分の一が貧しい生活をして
いることに目を背けてはならないと考
える。私たちにできることは限られてい

るが、それでも何もしないよりは、何か
をすることにより、少しは前進できると
考えている。
【私たちの支援】
私たちは、ペレーズに支援を続けてき
た。特に力を入れていることは、教育へ
の支援である。貧困克服の第一歩は子ど
もたちが教育を受ける機会を増やすこ
とである。フィリピンでは、無償の義務
教育を受ける前に、有償の未就学児教育
を受けなければならない。しかし、これ
が貧困のため受けられず、教育の第一歩
が踏み出せない子どもが多くいる。そこ
で、私たちは、ボランティアが設立した
未就学児教育施設に教科書や給食費を
支援するという活動を続けてきた。更に、
子どもたちに英訳した絵本や洋書など
を贈る 活動 を続 けて きた。 送っ た本 は、
現在、ぺレーズの人々がみんなで読める
巡回図書館として活用してもらってい
るという。この活動を通して、ぺレーズ
の人々は、私たちを「友だち」と呼んで
くださっている。私たちにとってもペレ
ーズの 人々 は大 事な 友だち だ。「友 だち
が困っているからお手伝いをする」とい
うのが、私たちが先輩から引き継いでき
た私た ちの 支援 の根 幹だ。「フ ェア 」と
いう言葉は私たちの支援活動にとって
大切なキーワードなのだ。
【フェアトレードとは】
そのような中で、私たちが出会った言
葉と活 動が 「フ ェア トレー ド」 だっ た。
フェアトレードとは、発展途上国で作ら
れた作物や製品を適正な価格で継続的
に取り引きすることによって、生産者の
継続的な生活向上を支える仕組みであ
る。一方的な資金援助は、援助する側の
都合によって左右され、継続性に欠ける

という問題点がある。フェアトレードは
消費者が自分の気に入った商品を購入
することができる国際協力の形だ。この
方法であれば、無理なく継続的に行うこ
とができる。募金活動と異なるところは
「与える側」と「与えられる側」という
主従の関係がないことだ。フェアトレー
ドは商品取引を通して「売る側」と「買
う側」という平等な関係が成立する。よ
りよい製品を開発して販売することに
よって、現地の生産者団体はよりたくさ
んの貧しい人たちの生活を安定させる
ことができ、生産者も自尊心を持って働
くことができる。支援に頼らない自立し
た生活は、貧困脱出の可能性を秘めてい
る。
【私たちのフェアトレード】
私たちも、ペレーズの住民の方たちや
フィリピンの貧困に苦しむ方たちの、経
済的自立をお手伝いしたいと考えた。ペ
レーズでは、ココナツ小作農民が新たな
収入を得る方法として、ココナツヤシの
殻を使った小物作りを行っている。これ
は、日本のボランティアが日本で売れそ
うな小物作りを指導し、それを日本で販
売し、ボランティアの団体も活動費のた
めの利益を得る形のフェアトレードと
して行われている。フィリピンのマニラ
のスラム街でも、自立のために、グリー
ティングカード作りが行われフェアト
レードが行われている。そこで、私たち
は、ペレーズのココナツヤシ殻の小物や
マニラのスラム街のグリーティングカ
ードを仕入れて販売するフェアトレー
ドを行うことにした。
私たち厚狭高校新聞部が最初に取り
組んだフェアトレードは文化祭での販
売だった。私たちは利益を得る必要がな
いので、売上金をすべて送ったが、決し

て十分な金額ではない。
昨年の文化祭終了後、私たちは、フェ
アトレードについて再考した。文化祭な
どの行事だけで販売していては、継続性
も安定性もなく、あまり、経済的なお手
伝いにはならないのではないかという
結論に至った。そこで、何とか継続的な
フェアトレードの取り組みをしたいと
考える よう にな り、 そこで 、地 域の 祭、
小学校のイベントなどにも出向いて販
売したが、それでも、非定期的な販売に
しかならない。私たちは、ペレーズやマ
ニラの生産者が少しでも安定した収入
が得られるようにしたいと考え、恒常的
な販売 を目 指す こと にした 。今 まで は、
仕入れた商品について、売れた金額のみ
を送っていた。多くのボランティアが行
っている従来の方式である。しかし、そ
れでは生産者にとって安定した収入に
ならない。そこで私たちは、仕入れた商
品の金額は全額入荷時に支払うことに
した。この資金は私たちが活動を報告す
ることでいただいた奨学金を 活 用 し た 。
また、私たちは金銭的利益を得る必要
がないため、販売価格は仕入れ価格のま
ま販売した。その結果、同じ商品が他の
場所での販売価格の半額から三分の二
程度になり、数多く販売することができ
た。
また、今年四月から約一ケ月をかけて、
フェアトレード商品のカタログ作りに
取り組んだ。商品の写真と価格、簡単な
商品説明を入れ、カタログの最終ページ
には、フェアトレードの説明や商品購入
の持つ意味の解説も入れた。そして、こ
れらを恒常的に販売可能な場所、本校の
図書館や事務室、公立図書館に設置して
いただいた。さらに、テレビや雑誌で話
題になっている雑貨屋さんに、カタログ
を置いていただくこと、商品販売をして

いただくことをお願いしたところ、利潤
なしで 引き 受け てく ださっ た。 その 上、
お店のブログでも紹介してく だ さ っ た 。
私たちの大きな目的は、フェアトレー
ドを通して、世界の貧困について、また、
ペレーズについて知っていただくこと
である。その方法の一つとしてフェアト
レード 商品 に、「ラ ベ ル」を つけ る活動
がある。最初にオランダ人のボランティ
アが考えついた方法だそうだ。その役割
は多く の人 に「 フェ アトレ ー ド」 とい
う存在を知ってもらうことと「フェアト
レード」の商品と分かってもらい、なお
かつ証明することである。
私たちの仕入れた商品にも、英語のラ
ベルが入っているが、さらに、私たちは、
日本語でフェアトレードの主旨を説明
する紙を一つ一つの商品に手作りして
入れている。フェアトレードの説明や
「この商品を購入することにより、フィ
リピンの貧しい子どもたちのお母さん
が子どもたちに一キロのお米を買うこ
とができます」という具体的説明を入れ
ている。このことにより、多くの人が貧
困についての理解を深め、国際理解や国
際協力にもつながると考えている。
【私たちの課題】
まず、フェアトレードを知ってもらう
機会をもっと多くし、世界の貧困と向き
合ってくださる方々を増やしたいと思
う。今年の文化祭ではヤシの実の殻で作
ったサンダルのキーホルダーが完成し
た。手 作り グリ —テ ィング カー ドで は、
立体的なバースデーケーキがあしらわ
れてい るカ ード が人 気だっ た。 これ ら、
日本のニーズをフィリピンに伝えてい
くこと によ り売 上ア ップを 目指 した い。
そしてまた、フェアトレードを続けるた
めにさまざまな工夫もしていこうと考

えている。今、私たちは、商品を送って
もらうだけでなく、日本でのニーズを考
え、私たちの感性を反映した商品デザイ
ンの提案もしている。また、ヤシの実の
殻で作ったキーホルダーのストラップ
部分を、私たちが日本で付けることも提
案した。ストラップ部分を遠くの町まで
購入にいかなければならず、そのために
お金が かか って しま うと聞 いた から だ。
私たちのフェアトレードは、お互いの友
情と思いやりに支えられている。ペレー
ズの人々と、私たちの協同作品を販売す
ることを楽しみに前進したい。
私た ちは 、フ ェア トレー ドを 通し て、
更にペレーズの人々とのつながりや信
頼が強 くな った 。「 高 校生と して、多く
のことを学び、経験ができたこと」。
「海
をこえた たくさ んの友 人ができたこと 」。
「国内でも私たちの活動を理解し、支え
て応援してくださる方々がおられるこ
と」。 これ らが フェ ア トレー ドによる私
たちの 最大 の収 益だ 。「あな たたちが、
ペレーズの自然の材料で作った私たち
の作品を買ってくださったら、貧しい私
たちへの大きな助けになります。私たち
はみなさんにすてきと言ってもらえる
商品づくりを目指します」先日ペレーズ
から届いた手紙の一節が私たちの活動
を支えてくれる。
私たち厚狭高校新聞部は、小さなグル
ープだ。その私たちはフィリピンの小さ
な貧困地域ペレーズの人々のお手伝い
をしている。そのことをさまざまな場や
手段で多くの人々に伝え、それを聞いた
人やグループが、自分が知った貧困地域
のお手伝いを始め、その輪が広がってい
く。そして、世界の中から少しずつでも
貧困が減少していく。私たちはそう信じ
て今日も活動している。

