第５回 最優秀賞
『をかしき』未来
福岡県立三池高等学校 ３年
野口 理沙さん
散っていく桜、早朝に光を放つ白い雪、
夜空を彩る大輪の花火、街頭のイルミネ
ーション、柔らかい絹のスカーフ、模様
や織の繊細な着物、大海原に落ちていく
青いサファイア、それは映画「タイタニ
ック」の一場面—これは、私が、現代の
「をかし」と呼べるものだと思っていま
す。そこには、平安時代からずっと日本
人が感じ続けてきた美もあれば、現代の
科学技術が生み出した美もあります。し
かし、クリスマスのイルミネーションは
樅の木がないといけないように、花火は
夜空がないと輝けないように、どんな美
でも、その根本には、自然の美というも
のが存在すると思っています。美しいも
のは、「を かし 」の 文 字通り 、人 をしみ
じみと感動させ、私達一人一人の感覚に、
何か、強烈な印象を残してゆきます。そ
れは、時には、人の人生を変えてしまう
ような、大きなものに膨れ上がるほどの
力さえ持っているように思われます。
私は、以前、染色や革工芸をしている
先生の所へ見学に行ったことがありま
す。その日は寒い日で、先生の学校に着
くとすぐに温かいカプチーノを振舞っ
て下さいました。そして、先日、海外か
ら購入してきたという数枚の衣を見せ
て下さいました。繊細で美しい模様の一
つ一つが、一瞬、触れたのかも分からな
くなったほどのその衣の柔らかさが、私
の心を揺さぶりました。その一枚の衣に
かけた 職人 の卓 越し た技巧 や息 遣い を、
一瞬、感じ取れたような気がしたのです。
その時、以前テレビ番組で見た職人の姿
が思い浮かびました。その職人は、一つ
の貝から少量しか採ることの出来ない

染料を、手作業で、丁寧に採っていまし
た。そ の染 料が 生み 出す色 は、 美し く、
上品な 紫で 、糸 にそ の色が 染ま る一 瞬、
私は息をのみました。最初は色が薄かっ
た一本一本の糸が、職人の手により空気
にさらされている間に、その美しい紫が
ますます映えてゆきました。私が先生か
ら見せていただいた衣は、紫色でもない
し、その職人が作ったやり方とももちろ
ん異なっていました。しかし、本当に人
を感動させる布を作るには、その背後に、
確かな腕を持った職人の丁寧さや繊細
さにかける思いが共通して必要だと実
感したのです。
先日、私は、十八歳の誕生日を迎えた
時に、服飾関係の世界に進みたいとその
進路を家族に初めて告白をしました。家
族には、将来どのように自立してゆくの
か、と 心配 をさ れま した。 確かに、「服
飾」を勉強したところで、医者のように
人の命を救うことは出来ませんし、科学
者のように新しい発明をして、人々の生
活を豊かにすることも出来ません。しか
し、私が、今まで生きていて幸せを感じ
る所には、必ず人の心を揺さぶることの
出来る服飾に関わる美の存在があった
のです。もし将来、私が、人を感動させ
る側の人間になって、皆に必要とされる
日が来れば、それは、この道を選択した
最高の喜びになると思うのです。
心に決めた服飾の世界では、大輪の花
火が大自然の夜空が在ってこそ美しく
映えるように、私は、日常の、ひっそり
とした、目立たないようにさえ思われる
美の根源である自然そのもののイメー
ジから生まれるものを大切にしてゆき
たいと思います。そして、花火のように
きらびやかなものでなくてもかまわな
いから、平安時代から、ずっと日本人の
心を伝えてきた源氏物語の絵巻物のよ

うな美しさを、過去から未来に橋わたし
をしていけるような人になりたいと思
っています。
私は自分自身最高にわがままな人間
だということは分かっています。しかし
仕事においては、そのわがままを、自分
の喜び を最 大に 高め たいと い う欲 望に
昇華させることが必要だと思います。こ
の沸きたつような喜びを発散できる道
に進むことを決心できたのも、今まで
様々に 進む べき 道を 示して くれ た家 族
や友人の存在があってこそだと思って
います。
今、私がすべきことは、何よりも周囲
の人々に感謝の心を示し、私の進路をよ
り深く理解してもらうことでしょう。私
は、「 大志 」と 呼べ る かもわ から ないこ
のささやかな思いを語ることで、ようや
く、私の夢「をかしき」未来を探す道の
一歩に足を踏みだすことが出来たので
す。

第５回 優秀賞
「正義」
福岡県立嘉穂高等学校１年
田村 麻菜実さん
中学 の時 に私 は、「 誠」と いう 劇を見
ました。その劇では登場人物の一人一人
が自分の正義を持っていて、学生運動と
機動隊の衝突を通してそれぞれの正義
がぶつかり合っていました。そして、主
人公は自分の正義を貫こうとするあま
りに大切な人や友人を次々に失ってい
きます。いったい何が、誰が正義だった
のだろう。
私は その 劇を 見終 わった 後、「正 義と
はいったい何なのか」と考えるようにな
りました。

「誠」は、小さな戦争でした。その印
象からか、私は「正義」という言葉を聞
くと、戦争をイメージします。過去には
国家が国民に押しつけた正義のために
多くの人々の命が奪われました。日本が
戦争の道へと進んだ時も正義がふりか
ざされ、アメリカで起きた同時多発テロ
の時も、一国の正義のみが強調されてい
ました。
私は基本的に正義という言葉を使う
時には、とても慎重になります。なぜな
ら、正義という言葉は不安定であり、独
りよがりな言葉だと思えるからです。
芥川 龍之 介は その 著書『 珠儒 の言 葉』
の中で 、「 正義 は、 武 器に似 たものであ
る。武器は、金を出しさえすれば敵にも
味方にも買われるであろう。正義も、理
屈さえつければ、敵にも味方にも買われ
るものである」と述べています。つまり
理屈を変えれば相反するものになって
も正義と呼べるということです。
正義とは、その時代の常識や多数派の
意見が定義となるため、流動的で可変的
なものです。時代によって流されるとい
ってもいいほどです。
同時多発テロを起こしたとされる国
の人々は、テロ行為を聖戦といい正義な
のだといいました。それに対してアメリ
カは正義のために報復するといいまし
た。正義は立場によってもその意味が変
わるものだともいえます。
戦争をする人間にとって、自分たちが
正義であり、国のため、国民のため、相
手を正しく律するために戦っている。そ
れは善いことであり、立派なことだとし
てしまいます。一方、相手も自分たちこ
そが正義であり、善いことを行っている
と信じ てい ます 。つ まり、 同じ 「正 義」
というものを主張する者たち同士が戦
っているのです。そこには、相手の正義

を認めようとする気持ちは存在しませ
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ん。正義を主観的にしか捉えられない時、 働｢くことの意義 ｣
正義は一つに減じてしまいます。だから、
大分県立大分雄城台高等学校 １年
自分の正義が善いものであり、相手の正
広末 雅代さん
義は悪いものになってしまうのです。
自分に夢というものはあるが、それは
広辞苑によると正義とは「社会全体の
単にぼんやりとしたあこがれや理想に
幸福を保証する秩序を実現し、維持する
止まるだけであり、実現を強く望む姿
こと」と書いてあります。幸福にするた
とは大きくかけはなれているように思
めに行うことの方法や手段にはいくつ
う。たとえ頭で必死に未来の自画像を思
もの考えがあり、またそれ以前に幸福感
い描こうとしても、浮かぶのははっきり
もそれぞれに違いがあります。だから正
とした形すらない、見えない自分ばかり
義も一つではないのです。拠り所が異な
である。社会に出されても一人でしっか
れば正義は異なり、それぞれの正義はそ
り生きていける。誰とでも穏便にやって
の拠り所からのみ判断すれば確かに正
いく力もある。そんな口をたたける自信
義といえます。だから、大切なのはどち
も強さも今の私にはないからだ。むしろ、
らが真 の正 義な のか という こと より も、 自 立 し て 社 会 の 厳 し さ の 中 で 生 き て い
人間として行うべきことと、行ってはな
くなんてとても無理なことだと妙に自
らないことを区別することではないで
信を持って断言している自分がいた。だ
しょうか。テロは行ってはならないこと
が、学校での職業学習を進めるにつれて、
だし、多くの人の命を奪う戦争もまた行
そろそろ将来と向きあわなければなら
ってはならないことです。正義とはある
ないという現実に少し焦りを感じた。私
意味自分の信念であり、それは人それぞ
は社会という枠の中で一体どんな役割
れ違うということだと考えました。
を果たしていくのだろうか。どの立場か
十六年間生きてきた私なりの正義と
ら何人の人々と関わりあうのか。それを
は、弱い立場の者に苦しい思いをさせな
明確なものにしていくためには、自分自
いということです。他の誰かと自分の正
身を客観的に見つめ直し、世間に通用す
義がぶつかった場合、自分の正義を押し
る人間へと形づくりをしなければなら
つけることなく、だからといって自分の
ないと思った。なぜなら働くということ
正義を安易に妥協したりせず、互いに納
は私が想像する以上に甘くない世界だ
得のい くま で話 し合 いたい と思 いま す。 ろうと思うからだ。時には自分の主張を
前にも述べたように正義とは変遷して
曲げられても、ぐっとこらえる我慢が必
いくものであるからです。
要になる場面もあるだろう。又、幾度も
今後多くの問題に当たった時、自分に
の苦悩に出会っても常に前進していく
正直な揺るぎない正義を多くの議論の
強さだって必要である。
中で貫 いて いけ たら 素敵だ と思 いま す。
私がそのように働くことへ不安を抱
そのためには、日々自分の正義を様々な
く原因は、いままでの自分自身の生き方
批判に耐え得るよう磨いていくことが
にある。本当に変わらなければならない
必要です。
自分に衝突しても、私の力では無理だと
自分の中で簡単にその問題を片付けて
しまっていた。自分を持たず、他人の考

えばかりに流され、結局手元に残ったの
は無力な自分だけだった。私がはっきり
とした夢を持たないのも、ひきずってし
まった弱さの表れなのかもしれない。だ
が、これからはそんなわけにはいかない
のだ。将来まで他人の意見に流されっぱ
なしでは自分の存在が消えてしまう。一
歩社会へ出たら、自分が前進するために
は世間へのわずらわしさからは逃げら
れないのだ。
そんな時、いわさきちひろさんの絵に
目が止まった。私は美術に興味があるの
で、将来は芸術方面の仕事についてみた
いという望みはある。だが、絵を描く仕
事というのは常に自分の能力を信じな
ければならないし、しっかりとした考え
を持つことも大事である。いわさきさん
も自分の能力に疑いを持ち、何度も絶望
的になったそうだ。出版社から絵の線が
ぼやけ てい るか らこ こを直 せと 言わ れ、
その通りに描けばお金は入るが、妥協し
たくないので断ったという。生活のため
だけに自分は出版社の職人になりたく
ない。画家としてのプライドを曲げられ
ても、そのようにはっきりと主張できる
強さが私にはあるだろうか。私ならば自
分に嘘をつかない生き方よりも、生活の
ためだけの仕事を選んだに違いない。い
わさきさんのように誇りを持てるよう
な深い考えが今の私にはないから。けれ
ども結果的に残るものは何なのか。いわ
さきさんの場合、心いっぱいに満たされ
た自信と喜びだったという。他人の言う
通りにしてもらったお金などより、それ
はずっ と価 値あ るも のだと 思う 。「 最後
に私が 得た もの はお 金だけ だ。」と 言う
より、「最 後に 私が 得 たもの は大 きな自
信であ る。」と 胸を 張 って言 える ほうが
すごく幸福な人間だと思うからだ。
働くことの意義。それは何か？それは

或いは自分の生き方を確認するための
重要な場であるかもしれない。またうま
くいったら自分自身の生き甲斐につな
がる可能性も秘めている。仕事で新しい
自分が発見できるのではないかと考え
てみると、将来を想像することにいちい
ち目をそらしてばかりでは時間の無駄
だという事にようやく気付いた。自分の
未来なのだから私が一歩を踏み出さな
ければ始まらないのだ。あいまいな理想
をくっきりとした形に実現するには、今
やるべき事と真剣に向き合う必要があ
ると思う近頃である。

第５回 審査委員特別賞
私の夢の『夢』
福岡県立伝習館高等学校２年
渡邉 美穂さん
私には今、夢がある。それはＣＧクリ
エーターになることである。それを目指
すようになったきっかけは、テレビのス
クリーン上に映った海との出会いだっ
た。その海はコンピュータグラフィック
（ＣＧ）で作られた映像だったが、本物
の海の美しさと何ら変わらなかった。そ
れまでの私は、地球の大自然をここまで
リアルに表現する方法があるとは知ら
ず、それは私にとって大きな衝撃だった。
そのときから、この世界にＣＧなるも
のがあると知って、意識してテレビや映
画など様々な映像表現の中で探した。そ
して見つける度に、その美しさに感動し、
本物とは違うもう一つの魅力があるこ
とに気がついた。例えば大自然で言うな
ら、本物は視界すべてを埋め尽くし、有
無を言わさぬ迫力で人々を圧倒し感動
させる。
それに比べるとＣＧには、そんなスケー

ルの大きさはないが、映し出すものの特
長を的確に捉え増幅し、よりリアルに迫
り、その映像に制作者の熱意と創意を感
じる。それは私の胸を高ぶらせ、夢を感
じさせてくれる。私はこの感動を他の多
くの人にも伝えたいと思った。
いつだったか、私は「悲しみで人は死
ぬ」という内容のテレビを見た。その中
では人間がいかに精神に支配された動
物か、ということを表していた。それは
人間があるときは強いイメージに左右
され、それによって死に至るケースもあ
るし、あるときは重い病気を克服するケ
ースもあるというものだった。そこに私
は人間の持つ神秘性と更なる可能性を
感じた。
そこで私は、人は病気が治るイメージ
を抱くと実際に治ることがあるという
ケースに目を付けた。この事例から、こ
れからの心理医療の分野で新しい治療
法の一つに、ＣＧによる映像が利用でき
ないものかと考えたのだ。既に医療の世
界では、ＣＧを駆使した画像処理技術が
導入され、検査、診断、手術のほか、患
者に治療・手術方法を分かりやすく説明
するための３次元ＣＧなど多様に利用
されているという。
もし ある 人が 治癒 力を高 める ため に、
その精神を良い方向へ導くイメージを
抱くことが出来たとしても、すべての人
が同じように上手くイメージングでき
る訳ではないと思う。上手くイメージの
できない人には、イメージづくりのきっ
かけとして映像の表現力を最大に発揮
できるＣＧが利用できると思うのだ。Ｃ
Ｇで具体的に映像化することにより、そ
の映像が核となり、患者の自己治癒力を
目覚めさせるイメージが膨らむ手助け
となる。ＣＧは現実では起こせないこと
も映像化できる。病む人の精神を高揚さ

せるためのイメージ画像制作にあたっ
ては、どんな注文にもこたえられるのだ。
最初に言ったとおり、ＣＧ作品には制
作者の創意工夫が様々に込められたア
ートであると言える。それが病気を持っ
た人に対して心理面から、生きようとす
る力、生命力を引き出してくれるプラス
の感情、又は病気を克服するエネルギー
を導き出すきっかけになる力を秘めて
いると感じる。患者の生きる力を喚起す
るＣＧ画像を医療現場に提供すること
は、患者の生きようとする生命の躍動を、
視覚から心へ、身体全体へと広げる新し
いフィールドになるのではないだろう
か。
今はＣＧアートの世界と医療現場に
は少しの関わりしか無い。しかし医療現
場にＣＧで創られるアートを採り入れ
ることにより、制作者の創作意欲の向上
や、治癒率の向上などにも役立つのでは
ないかと思う。ＣＧアートの世界と医療
のコラボレーションにとまどいを感じ
る人や 反対 する 人が いるか もし れな い。
しかし、これからの時代、今までの常識
にとらわれず、私たちにとって良い方向
性を考え生み出していけるかどうかが
重要だと思う。心理医療の分野ではまだ、
だれもやったことのないＣＧ映像の導
入に挑戦すること。それが私の夢の「夢」
だ。

