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全体会Ⅰ

司会者 それでは定刻がきたので着席してくだ

さい。ただ今より，全体会Ⅰを行いたいと思

います。全体会Ⅰの司会を担当させていただ

きます松茂中学校３年のｈ，松茂中学校３年

のｉです。よろしくお願いします。

本年度の全体会は，前半のⅠと後半のⅡの

２部構成になっています。最初に意見発表を

２本していただき，その内容を通して，みん

なで人権について語り合い「うちらでHappy

な地球を作りたい」と思いますので，みなさ

ん，どうぞご協力，よろしくお願いします。

まずは前半１本目の意見発表です。松茂中

学校３年秦野玲夢さん「新型コロナウイルス

感染症による差別」です。よろしくお願いし

ます。

「新型コロナウイルス感染症による差別」

松茂中学校 ３年 秦野 玲夢

現在，新型コロナウイルス感染症が流行し

ていて，それに伴い，新型コロナウイルス感

染症に罹った人や治療に従事された医療関係

者，その家族，外国の方や県外の方に対して，

ばい菌扱いをし誹謗中傷するなどの差別が社
ひ ぼう

会問題になっています。

新型コロナウイルスは死の危険もあり，ま

だ分かっていないことが多く，人々はとても

恐れています。緊急事態宣言が出され，休校

・自粛で人々の行動も制限されました。そし

て，経済や医療が不安定になり，世の中も一

人ひとりの心の中も疲れとストレスがたまっ

た結果，こういう差別が起こったのではない

かと思います。

私は，去年「人権を語り合う中学生交流集

会」に参加し，学校でも様々な差別やいじめ

のことを勉強し，絶対に差別やいじめはいけ

ないことだ，もし差別やいじめに出会ったら，

それを解決する努力をしようと思っていまし

た。しかし，新型コロナウイルスによる差別

問題で，自分は誹謗中傷などはしないにして

も，「差別」と同じ行動をとってしまったの

ではないかと思うことがありました。

それは，新型コロナウイルス流行地域の県

外ナンバーの車を見かけると，新型コロナウ

イルスが持ち込まれているような気がして，

正直来ないでほしいと思ってしまったこと，

マスクをしていない人や咳をしている人に冷
せき

たい視線を向けてしまったこと，新型コロナ

ウイルスに罹った人の個人情報が気になり，

うわさ話に耳を傾けてしまったこと。これは，

大切にしていると思っていた人権や個性を無

視した恥ずかしい行動だったのではないかと

反省しています。もしマスクをしていない人

や咳をしている人がいたら，嫌な態度をとる

などその人を排除せずに，安全とその人の権

利を踏まえて，どうしたらよいかを考えてい

きたいです。

５月の下旬に高齢者施設で働いている母が

高熱を出しました。時期が時期なだけに新型

コロナウイルス感染症だったらと思うと，母

の体調も心配でしたが，差別を受けてしまう

のではないかと不安になりPCR検査を受けな

いでほしいと思ってしまいました。幸い，母

の高熱はすぐに下がり元気になりました。本

当に悪いのは新型コロナウイルスであって，

罹った人ではありません。だから，新型コロ

ナウイルスに罹った人が差別をされるのは本

当におかしいことです。もしこの差別を心配

してPCR検査をためらう人がいるとしたら，
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このような状態では新型コロナウイルスには

勝つことはできないと思いました。

新型コロナウイルスによる差別は，日本だ

けでなく世界中で起こっているようです。ア

メリカのトランプ大統領も新型コロナウイル

スを『中国ウイルス』とくり返し呼ぶなど，

いろいろな国でアジアの人々に対する外国人

差別が広がり，暴行を受けることや人種差別

的な扱いを受けることがあったとニュースで

知りました。

差別をなくし人権を守ることが，世界のコ

ロナ危機を乗り切ることにつながっていくと

思います。コロナ危機の中で，私たちは差別

だけでなく，多くの医療従事者の人々の優し

さや温かさに触れる場面もたくさんあったこ

とを知っています。人々が互いに思いやり，

みんなで協力して，新型コロナウイルス感染

症と戦っていくべきだと思います。ご清聴あ

りがとうございました。

司会者 (拍手)ありがとうございました。どう

ぞ元の席に戻ってください。

続いて，前半２本目の意見発表です。八万

中学校３年，ｊさん「見た目だけで」です。

よろしくお願いします。

「見た目だけで」

八万中学校 ３年 ｊ

休校中に，私は韓国の歴史について興味を

持ちました。その時から，韓国の番組やニュ

ースをよく見るようになりました。

ある時，私は韓国の番組を目にしました。

その番組は，顔に長年悩まされてきた女性た

ちを整形して美女に生まれ変わらせるという

番組でした。

韓国は見た目がとても重要視される国で，

整形が盛んな国だと認識している人も多いの

ではないでしょうか。韓国では，日本よりも

見た目による差別やいじめ，嫌がらせなどが

頻繁に起こっているそうです。私はこのこと
ひんぱん

を知っても，見た目でいじめなどが起こるの

は子どものうちだけで，大人になれば見た目

など関係なくなると思っていました。しかし，

そうではなかったのです。

番組に整形を依頼した女性は，見た目が原

因で大人になっても嫌がらせをされるのはも

ちろん，会社へ面接に行っても，顔をひと目

見ただけで追い払われ，就職ができないとい

うのです。しかも，それは一部の会社だけで

はなく，どこの会社へ行っても同じ状況でし

た。

接客などの顔を合わせる職業では，その人

の良さも知らないまま，見た目だけで判断す

るのが韓国では当たり前なのです。万が一，

店が雇ってくれたとしても，お客さんから見

た目についてひどく言われ，結局は仕事を辞

めざるを得なくなってしまいます。そのため，

韓国の人たちは整形をすることで，自分の仕

事を得ているというわけです。

このようなことは，日本人である私や私の

家族からするとあり得ない話でした。見た目

が良ければ，どうなるのでしょうか。韓国の

常識からすると，見た目と仕事の出来では，

最終的には見た目を優先していることになり

ます。客観的に見れば，それでは意味がない

と思うはずです。少なくとも私には，韓国の

常識を理解することができなかったので，思

わずテレビに向かって大声で異論を唱えたく

なりました。

しかし，実は日本でも韓国と同様のことが

起こっています。それは，「ブス」や「デブ」

などといった言葉を相手に浴びせることで

す。そのほとんどは，面白半分で言っている
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ことが多いでしょう。今の時代では，そうい

った言葉を日常的に言っている人も少なくは

ないはずです。冗談だと分かってお互いに言

い合ったりすることもありますが，会話を面

白くするために使っているつもりの言葉で

も，本当は相手を嫌な気持ちにさせていたり，

心に治ることのない傷を作る刃物になってい

たりします。このようなことは，自分勝手な

気持ちから生まれます。

私もこの作文を書くに当たって，自分自身

も，この子なら言ってもいいだろうという自

分勝手な気持ちから軽はずみな言葉で，相手

の心に言葉の刃物を突き付けていたのかもし

れないと思いました。韓国の番組を見て，な

ぜこんなひどいことをするのだろうという気

持ちでしたが，実は他人事ではなく，自分の

身の回りで起こっていることかもしれず，は

たまた自分自身が起こしていたのかもしれま

せん。見た目だけで差別されている人に対し

て，「かわいそう」の一言で終わってしまう

のではなく，この人権問題は決して他人事で

はないという気持ちで向き合っていくべきだ

と思います。

ご清聴ありがとうございました。

司会者 (拍手)ありがとうございました。どう

ぞ元の席に戻ってください。

それではこれから，意見発表を通しての討

議にうつりたいと思います。発表についての

感想や意見交換，参会者のみなさんの思いを

語っていただければと思います。

また，マイク係として，松茂中学校３年の

ｋさん，瀬戸中学校３年のｌさん，ｍさんの

３人がフロアをまわります。

なお記録の関係上，発表者は学校名，学年，

名前を言ってから発表してください。

それではよろしくお願いします。

板野中学校３年 ｎ

さっきのコロナウイルス感染症による県外

への差別のことでは，自分も似たようなこと

を思っていました。かなり徳島県の感染が少

なかった時に，県外の人がやって来て，自分

たちも移動を控えているのに，これも偏見か

もしれないんですけど，大学生とか，そうい

う人たちが地方に逃げたりとかしていて，後，

ニュースとかもそういうことを，今はしてい

ないんですけど，聞き方によったらそう聞こ

えるようなことを言っていて，それで，自分

も反省しなければならないところがあったな

あと思いました。

この感染症は，いつでもどこにいても罹る
かか

リスクがついていました。初め５～６人だっ

た徳島ですけど，今は150人の人が罹ってい

て，これは，どこにおったとしても日本にお

るんやったら，罹るリスクはあるなと思って

いて，…それで，県外の人をのけ者扱いにし

たり，犯罪行為に走ったりとかしないで，感

染症対策を取っているということを確認し

て，行政がそのことを守っているようだった

ら，非難せずに温かく迎えてあげることが大

切だなと思いました。ありがとうございまし

た。(拍手)
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八万中学校３年 ｏ

さっきのコロナの話なんですけど，アメリ

カのトランプ大統領が中国人のことで言って

いたんですけど，この前，朝のニュースで中

国の人がコロナウイルス感染症に罹って家族

を亡くしたというのを見て，それを見て，中

国から広がったウイルスやけど，中国がああ

いうふうになって，その中で，ウイルスが悪

いので，(トランプ大統領の言っていたのは)

中国をまとめて一つにしただけと違うかなと

思ったので，今必要なのは，みんなで協力し

て，コロナウイルスをなくしていくというか，

おさめていくことが大切なので，自分たちの

近くでもできることをしていきたいなと思い

ます。(拍手)

松茂中学校３年 ｂ

コロナウイルスに関してで，人間にとって

の生命防御なので，俺にとってもどうしよう

もないことだと思います。なくそうとするこ

とは大事なんですけど，自分たちは時間があ

るので行きたいという人もいるでしょうし，

自分が行きたいと思う気持ちを誰かが軽蔑し
けいべつ

てしまうことも仕方がないと自分は思ってい

ます。

人権に関して，軽蔑するもしないもそれも

一緒だと思います。でも，自分にとって命と

いうのは大事なことなので，コロナウイルス

の薬やワクチンも作れていないのに，そんな

に軽々とどこかへ行ってウイルスを持ってき

て最悪だと思うのも仕方がないと思います。

後，トランプ大統領のことは，中国ウイルス

と言ったのは，俺が聞いたのは，中国の方か

らウイルスが伝染してきたというのを聞いた

ので，もしそうだったら，自分は，「ここか

ら来たのならここで収束したら，自分たちで

封じたら」と思うのは仕方ないと思うんです

ね。

ウイルス自体が悪いのはそうなんですけ

ど，ウイルス感染症に罹ってしまったら，そ

の人のせいでもあるので，罹らないように予

防していなかったくせにということもあるの

で，人の心を考えるのはなになんですけど，

自分が自業自得になっていたかなという話に

もなってきたかなと思うところもあります。

以上です。(拍手)

城ノ内中等教育学校３年 ｄ

私は，後半のｇさんの「見た目だけで」を

聞いて，どうだろう。私も韓国の人の整形の

ことを見て，韓国の人は，なぜかわいくなり

たいために整形するかというと，職場とかで

差別とかを受けてしまうけん整形すると言っ

ていたんですけど，YouTubeを見ていて，あ

るメイクのYouTuberさんが，男ウケとか他人

ウケとか知らねえ，自分ウケねらっていると

いう発言をしていて，「ああっ」と声に出て

しまったんですけど，やっぱり自分らしさが

一番なので，私は全然メイクとかも自分が正

しかったらそれでいいのかなと思います。ま

あまあ現実は厳しいかもしれんけど。(拍手)



- 13 -

八万中学校３年 ｐ

さっき，コロナで県外から車とかで来てい

る人がいて，それが感染するのは自業自得や

って言っていたけど，その帰省して来てる人

とか，ほんまに用事があって来ている人だと

思うし，実際にお兄ちゃんが帰ってきて，大

阪から帰ってきてたけど，その理由がおじい

ちゃんが病気に罹ってて，おじいちゃんが危

なくて帰ってきてたから，そういう声は絶対

言ってほしくないです。(拍手)

板野中学校３年 ｎ

コロナの恐怖心はもともとあるのはあるん

ですけど，絶対的にそれが悪いとは言えない

ですけど，やっぱり，マスコミとかの影響力

が多少はたらくのではないかなと思いました

ね。

なんて言うんだろう。自粛の時に，番組の

名前はさすがに言えませんけど，その番組の

中で，討論式の番組で，なんて言うんだろう

…。討論式だったからかもしれませんけど，

否定的な意見を言う人がかなりいて，なんて

言うんだろう…。こんな状況下で県外に出て

感染して，自治体は何をしよるんかとか言っ

ていて，すごく腹が立ったというか，悪意を

感じましたね。

メディアってすごく力が強いのにそういう

ことを言って，メディアが言ったことが世の

一手になることもあるので，それで，ある程

度的なことになって，叩いたりするのは良く

ないなと思いますね。あと，メディアで逆の

こともよく言っていますね，ニュースとかで。

さっき言ったことと逆に，徳島の県外ナンバ

ーのすごくヤバイやつの叩きで，すごく否定

的な意見がマスコミからも出てきて，どっち

やねんと思います。

正直。県外を受け入れないのが悪いのか，

行くのが悪いのかどっちやねんって思いまし

たね。なので，影響力がマスコミにはあって，

それに踊らされないことも大事なんじゃない

かなと思いました。(拍手)

八万中学校３年 ｑ

コロナの影響で，コロナウイルス感染症が

発生してから，いろいろ自粛とかあって，Go

Toトラベルが開始されたと思うんですけど，

最初は東京が除外されていて，結構，東京が

何でというふうに反発していたんですけど，

GoToトラベルをするにあたって，これ以上感

染者を増やせないし，店側も厳しいので，し

ょうがないことなのかなと思いました。

東京の人たちは，今はGoToトラベルに参加

できているけど，東京が一番コロナの感染者

が多いので，トラベルは，私的にはもう少し

治まってからの方がいいのかなと思ったりし

ました。でも，やっぱり，店が閉店というか

潰れたりしている場所がいっぱいあるので，

そういうところの面を考えると，GoToトラベ

ルも必要なことだったのかなと思いました。

(拍手)
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松茂中学校２年 ｒ

新型コロナの発表を聞いて，ボクも買い物

などに行って，県外ナンバーの車を見て嫌な

気持ちになってしまったので，それは偏見な

のでダメだなと反省しました。(拍手)

松茂中学校３年 ａ

コロナの話になっているんですけど，ボク

は，県外から来るのも，悪いとも言えないし，

かといって良いとも言えないと思うんです

ね。

さっき言っていたように，仕方なく来る。

病気とかいろいろな事情があって来ざるを得

ないような状態だったら，それは来るしかな

いし，かといって，自粛中や感染が広がりや

すいような時期に，旅行に来たりするのは，

世の中のことを考えなければいけないんじゃ

ないかなと思います。

あと，GoToトラベルとかは，正直言って政

治家や政府が悪いです。だって，ボクが考え

るに，GoToトラベルで東京を除外したのは，

東京にいる感染者をできるだけ外に出さない

ためということだと思うんですけど，それな

ら，確かに東京を除外したから東京都民が反

発するのは普通だと思います。

ただ，政府はそこで旅行に行ったり，東京

都民の過去２週間３週間の行動履歴などを把

握したうえで，安全性を確かめたうえで旅行

を許可するみたいな対処がとれれば，それは

問題なかったと思うんです。それをしない政

府がおかしいです。だから，…まあ，ちょっ

と言っちゃったけど，ボクは，旅行とか県外

に出るのは，政府がそういう承認を取ったう

えでやるのなら問題なかったと思うし，一人

ひとりがしっかりと感染対策，マスクや手洗

い，うがい，消毒などをきちんとしていたら

何も問題はないんじゃないかなと思います。

かといって，外で，マスクもせずにゲホゲ

ホとずっと咳やくしゃみをして，それを平気

としているのもおかしいと思うので，そうい

うところの対処も必要だと思います。以上で

す。(拍手)

八万中学校１年 ｓ

GoToトラベルや最近始まったGoToイート

で，少し前の話になるんですけど，10万円入

るという，あれも政府が始めたことだと思う

んですけど，GoToトラベルも，私はまだ仕組

みもあまり分かっていない状態で，GoToイー

トも，最近インターネット予約の事件という

か，悪い利用の仕方もあったりして，政府が

土台を固める時間がなかったにしろ，あまり

にもいい加減な対処のし過ぎじゃないのかな

と思いました。(拍手)

板野中学校３年 ｎ

今回のコロナのことで一番見過ごせない

な，とんでもないなと思うのは，やっぱり，
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なんていうんだろう。アメリカのトランプ大

統領の中国への発言じゃないかなと思いま

す。そんなに仲が悪くなかった中国とアメリ

カが，コロナを機にものすごく関係が悪くな

って，それで，一手に叩き続けるというので，

それで，選挙がもうすぐ控えていて，もしそ

れを支持獲得のためにやっているのだとした

ら，アメリカの国風が中国が悪いみたいな危

ない状況になっているなって，今感じていま

す。

後，日本政府は一部外国からの人の流れを

戻そうとしているけど，一部のその人たちが

悪いというわけではなくて，当たり前のこと

なんだけど，一部の外国人差別と，一部のコ

ロナのことが日本国内でこれだったら，外国

のことになったら，とんでもないことになる

だろうなと思って，差別とかヘイトとかが増

えるんだなと思って，ヘイトとかが増えると

思うと，コロナの原因をもう少し分かって，

分からないにしても，中国が原因じゃなくて，

これはもうしょうがないことだと思ってやる

ことが大切なんじゃないかなと思いました。

(拍手)

八万中学校３年 ｔ

私は，ｊさんの「見た目だけで」という作

文を読んで吉成先生から教えてもらったこと

なんですけど，見た目差別，肌とか，顔とか

よく見えてしまうところにもってしまうもの

です。

私も，実は，生まれたときに腰にあざがあ

って，それを母が見た時に，お医者さんに，

これはどうやったら消せるんですかとたくさ

ん聞いたらしいんです。そして，お医者さん

からそこまで言うのならレーザーで消しても

いいけんと言われました。

そんなに目立たないところなのに，お母さ

んは申し訳なさそうに言ってくれたのが，私

も悲しくなりました。私はそこにあざがある

ことは，この世界に生きている証拠だと思っ

ていて，それをよく見えるところにあざがあ

る人に対して，「わっ，気持ち悪」とか言う

のは，おかしいなって思いました。(拍手)

八万中学校３年 ｑ

ｊさんの作文の話なんですけど，整形した

有名女優のお姉さんの話があって，その理由

が，顔のことですごく悩まされていたという

ことなんですけど，整形前の顔を見て，私は

全然きれいだなと思ったんです。

でも，その本人は，整形するにあたってど

ういう経緯があったのかは，私は全然知らな

いので，本人のことをとやかく言えるんじゃ

ないんですけど，整形するくらい，たくさん

の人に差別されるような言動を浴びせられた

のかなと考えると，本人にとってはすごく苦

しいことであって，整形することが一番の対

処法だったのかなと思いました。

だから，本人のことを何も知らないのに，

ブスとかデブとか，そういう言葉を使うのは

ダメなことなんだなと再確認しました。(拍

手)
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八万中学校３年 ｊ

新型コロナウイルスの話を聞いて，第２波

が来る前の時に，徳島の感染者が少なかった

時に，ある女性が高熱が出ただけで，PCR検

査をこれから受けるというニュースが出てい

て，コロナでなくても熱が出ただけで，こう

して出るんだったら，もし自分が熱を出して

しまったり，コロナかもしれなかったら，自

分はどうするかな，検査を受けるかなと考え

た時に，親は仕事上，親が罹ってしまったら，

全国の職場にその知らせが行くらしくて…。

徳島は東京みたいに大都会じゃないから，

自分の住んでいる地域に感染者が出たら，報

道されなくてもすぐに身元とかも分かってし

まうと思うし，自分も徳島から出て行かない

かんのかなとか思って，親にもそのことがあ

るから，自分の部活のコンクールとかで県外

に行くのも全部やめたし，外食も全然できな

くて，そうやって自分の生活をしていて，自

分が罹ってしまったら，家族にも迷惑をかけ

ると思うし。

なんか…ずっと…顔に出さなくても，悪い

評判とかが広がるかなと思って，自分的には

罹った人とかが悪いんじゃなくて，コロナ自

体が悪いと分かっているけど，自分が現実を

見た時に，自分だったら検査を受けに行く勇

気がないのかなと複雑な気持ちになります。

(拍手)

城ノ内中等教育学校３年 ｕ

マスメディアの話が結構出たかなと思うん

ですけど，仕方ないけど罹っちゃったという

人よりも，みんなでカラオケに行ったとか，

会食に行ったとかして，いまさらという人の

方が大きく取り上げられている感じがして，

それは，マスメディアも商売なので，話題性

を呼ぶ記事を大きく取り上げるのは，まあ，

それはそうかなという感じなんですけど，全

員が全員故意に会食とかカラオケで罹ったわ

けじゃないし。

さっきも言ってくれたように，仕方なく県

外に出ていたりだとかしている人も多くいる

と思うので，マスメディアが報じていること

をすべてと思うんじゃなくて，自分で考えて，

情報の正確性だとか，全体の実態を把握する

力がいるのかなと思って，感染症対策と人権

のはざまみたいな時が結構準備期間でも話題

として出たと思うんですけど，人を傷つける

か否かというところが，結構ボーダーライン

になってくるかなと思っています。

県外から人が来たりだとか，マスクを着け

ていない人を見て，嫌だなと思うのは仕方な

いと思うし，その人が別に故意にしたんじゃ

なくても，自分の気持ちとして，もしかした

ら罹るかもしれないという不安が高まるのは

解きようがないと思うんですけど，それを，

いろんな人に言いまわって，「ほんと，やめ

て欲しいよね」みたいな感じを広げるのはち

ょっと違うかなと思ってしまいます。

思うのは仕方ないけど，それを相手に言っ

たりだとか，悪い風に広げたりして，どうし

ても，それこそアレルギーとかでマスクを着

けれなかったりだとか，仕方なく着けていな

いという人を傷つけないというのが大事で，

でも，その自分の気持ちを抑え込むのも，自

分に悪いというか，考えを無理やり変えるの

は違うと思うので，心の中で思っても，人を

傷つけないということが大事なのかなと思い

ます。

「見た目だけで」の作文で，子どもと大人

のいじめの違いというか，子どもの時だけな

のかなと思っていましたというような自分が

あったと思うんですけど，実際どうなのかな
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と思って，子どもの時には友達とか親と関わ

る機会が多いかなと思って，関わる人との親

密度も高いんじゃないかなと思うんです。

だから，親しい人がいじめとかにあったら

気づくけど，大人の一人暮らしとかだったら，

全然気づかれずに一人で抱え込んでしまう人

も多いんじゃないかなと思って，実際に，子

どもと大人のいじめの違いみたいなのはどう

なのかなと思いました。(拍手)

城ノ内中等教育学校１年 ｃ

さっきのｊさんのコロナの意見を聞いて，

私も自分に熱とかあったら，この差別の中だ

ったら，PCR検査は受けるのをためらってし

まうというか，そう思ったので，確かに自分

はコロナに罹りたくないので，やっぱり，本

能的に嫌だなと思ってしまうのは，仕方ない

と思うんですけど，ｒさんの言っていたよう

に，マスメディアばかりにとらわれず，もっ

と，誹謗中傷や差別とかじゃなくて，違うよ

うな方法で対処しないと，やっぱり，PCR検

査をためらう人がおったら，コロナには打ち

勝つことはできないので，何かもっといい対

処の方法はないのかなと思いました。(拍手)

板野中学校３年 ｎ

自分は遠い場所とかに出るのが好きで，よ

く車を運転できるおじいちゃんにどこかに連

れて行ってもらうんですけど，コロナのせい

でそれができなくて，よくそれで親ともめご

とになったりすることがあります。

そこで親が言った一言がね，いつも気にな

るんですよ。お母さんが県の総合教育センタ

ーの教員をしていて，お父さんが鳴門の介護

施設でケアマネージャーをしていて，それで

よく言われるのが，罹った時に，絶対に実名

でなくても報道されるって，言われたんです

よ。

深く報道されるって言われた時に，「ああ，

仕事柄しょうがないな」と思ったんですけど，

考えてみると，いくらそういう仕事柄とはい

え，確かに命がかかっているのは認めますし，

感染があるのは認めますけど，命がかかって

いると分かっていても，それを実名で報じた

り，職場とか，そういう場所を報じたりする

のは，何だろう，人権にあたるのかなって思

います。そういうのが人権。公務員とはいえ，

こういうことをしていいのかなって思いまし

た。(拍手)

八万中学校１年 ｓ

コロナに罹って実名で報道される人と言え

ば，有名人とかって，よく「誰々が罹りまし

た」って，報道されるって思うんですけど，

私の好きなアーティストも１人コロナに感染

してしまって，その人のYouTubeに上がって

いる動画を見た時に，アンチって言うんです

か？ちょっと叩いたりする人が，コロナ関係

のことでいろいろ叩いていたんですね。

コロナで本当に苦しんでいる人がたくさん

いる中で，報道されて，知れ渡って，それを

きっかけに叩かれて，それをまた，その人だ

けでなく，コロナに関係する人，コロナに罹

って苦しんでいる人が，それでまた傷つくの

であれば，なぜ，報道するのかなって，私は
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ずっと思っています。(拍手)

松茂中学校１年 ｖ

じいちゃんから聞いた話なんですけど，あ

る日電話がかかってきて，大阪に住んでいる

友達がいきなり実家に帰りたいって言ってき

て，じいちゃんは，その時は結構怒っていて，

私も最初は来ないで欲しいと思っていたんで

すけど，後で考えてみれば，１人の人間を追

い出しているような感じがして，例えば，そ

の人が無茶苦茶仲が良くても，それでもなん

か追い出しているという風に自分は感じたの

で，自分だったら，大阪は今ちょっとやばい

から，もうちょっとおさまってから来なよと

私だったら言います。(拍手)

城ノ内中等教育学校３年 ｄ

今日はみんなの意見を聞いて，今回のコロ

ナが広がっていったのって誰が悪いんだろう

と思って，まず，感染した人，でも，それも

自業自得か自業自得じゃないか知らないけ

ど，仕方がないことだけん，私は感染した人

は悪くないと思う。

次，政府。結構みんな，GoToトラベル，Go

Toトラベル言っていって，マスクが小さい布

マスクが腹が立つと思っていた。みんな，安

倍晋三になってみて。経済が停滞する，けど，

感染者は増えてきている。もし，ここでGoTo

トラベルとか出さんかったら，もっとたくさ

んの失業者の人が増えて，逆にまた日本がや

ばくなっている。コロナの感染者数が増えて

くるけん，やっぱり，安倍さんたちも自分た

ちの信念とかを，日本を守りたいという気持

ちで，GoToトラベルとかいう変なものを出し

たけん，私は，仕方がない，悪くないと思う。

次，コロナをつくった人が悪いのか。あま

りよく知らんのだけど，つくってよと言われ

てつくったのかも知らんけど，違うと思う。

次，コロナウイルスが悪いのか。不謹慎で

すけど，みんなコロナウイルスになったと思

って。地上に降りてきた時に，目を覚ますん

ですよ。コロナだってウイルスだから生きと

る。やっぱり自分も生きたいやん。コロナや

けど。コロナも生きたいからどんどん増殖し

ていって，子々孫々を増やしていく感じ。だ

けん，私はコロナは悪くないと思う。

じゃあ，誰が悪いのか。変な感じになって

きたけど，私は仕方がないかなと思って，前

に吉成先生が，コロナは人類が越える壁だと

か言ってくれたけど，壁なんかなあ。誰も悪

くないと言えるかどうかはちょっとよく分か

らんけど，やっぱり，壁やけん，私らが結束

して壁を越えていかないかん？コロナを害と

みなすというのは変な感じやけど，壁ってみ

なすのか，だから，みんないろんな人を批判

してほしくはないかなと思いました。(拍手)
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八万中学校３年 ｏ

さっき，ｊさんが言っていた，もし自分が

コロナに罹ったらという話で，実際にお父さ

んが高熱が出て，検査を受けたんですけど，

その時は結果が違っていて，その時３日間学

校を休んでいたことがあったんですけど，そ

の休む前に，クラスのみんなが例えばお腹が

痛くて保健室に行った時に，あれコロナと違

うんとか言っているのを聞いて，しんどい人

だってあるのに，何でもかんでもコロナのせ

いにして。

もし，実際に自分が休んでいる時に，お父

さんがコロナだったらどうしようと思って，

その時に行っていたバスケのクラブチームの

子とかにも迷惑をかけるし，お母さんが結構

身体が弱くて，もしお母さんに罹ったら困る

なというのもあったけど，一番は，周りの人

からどういうふうな目で見られるんだろうと

いうのがありました。

住所も特定されて，知らん人が家に来て消

毒するのかなとか，本名とかさらされるのか

なというのが怖かって。でも，今話し合って

くれたみたいに，いろんな人が，誰が悪いと

かじゃなくて，みんなが乗り越えていこうと

いう考えを持ってくれたら，しんどい思いを

する人が減ると思うので，この考えは学校に

持ち帰って話し合ってほしいなと思いまし

た。(拍手)

松茂中学校１年 ｗ

私も，誰が悪いというのじゃなくて，罹っ

ちゃったらしょうがないので，そういう報道

とかで広めたりするのはやっぱり，ニュース

とかは仕事だけど，そういうのをSNSで叩い

たりするのは違うと思うし，誰が悪いとかじ

ゃなくて，やっぱり，今はみんなで支えてい

かなあかんから，このスローガンの通りです。

私たちでHappyな地球を作っていくのが今後

の課題だと思いました。みんなで助け合って，

この，コロナを乗り越えなあかんなあと思い

ました。(拍手)

司会者

そろそろ定刻が近いようで，最後になりま

す。

松茂中学校２年 ｘ

最後の発言なんですけど，私の学校で，イ

ケメンの俳優とかキラキラした女優さんとか

がコロナに罹った時は，「早く治って欲しい

な」とか，「いけるん？」「大丈夫？」みたい

な感じの子がたくさんいたんですけど，一般

の人が罹った時は，「何しよるん」みたいな，

「何で行ったん」みたいな，嫌なことを言う

子が多かったから，コロナの差別って，マス

クとか外出とかの前に，感染した人によって，

会話が変わるのが一番の差別なんじゃないか

なと思いました。(拍手)

アドバイザー ｙ

すみません，無理やり入れてもらったんで

すけど，応神中学校出身で，一般で今日参加

させてもらっています。ｙと言います。

最初の方の発表とかで，勘違いとか思い込

みの中での発言があるかなと思ったので，発

表させてもらいたいなと思ったんですけど，
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意見の中で，県外ナンバーがという話が何回

か出てきたと思うんですけど，県外ナンバー

＝県外在住の人というのが偏見かなとちょっ

と思ったんですよ。

私の職場は，職種柄いろんな地域とか，い

ろんな県から勤めに来ている方もいて，その

中には，滋賀県ナンバーだったりとか，香川

県ナンバーだったりとか，いろんな県外ナン

バーの車とかあったりするんですよ。

その県外ナンバー＝県外から今来ている人

ではなくて，２～３年こっちに住んでいたり

という人たちももちろんいたりして，コロナ

が流行る前から徳島県に来ている人とかもも

ちろんいるので，県外ナンバーだから県外ナ

ンバーの人がコロナを持っているかもしれん

という，その偏見の中でいてほしくないなと

思ったのが一つと，県外にいる県外の人とい

うのは，それがみんながみんな遊びに来てい

るわけじゃない。

もちろん遊びに来ている人もいるとは思う

んですけど，今言ったように，県外出身で徳

島県に働きに来ている人とか，やむをえない

用事で来ている人とかもいると思うので，県

外の人だからどうこうという見方はあまりし

てほしくないかなと思いました。

自分たちの思い込みの中で，ああなんじゃ

ないか，こうなんじゃないかと判断するのは，

だんだん差別とかにつながってくると思うん

ですよ。なので，差別意識につながるような

ことというのを，私がやっていることなんで

すけど，差別とかというのじゃなくて，疑問

として持ってほしいんですよ。

例えば，県外ナンバーの車を見た時に，「あ

の人はどうして今ここにいるんだろうな」「何

をしているんだろう」みたいな感じで。その

答えが見つかることってないと思うんですけ

ど，そうやって疑問に変換していくことによ

って，差別をしていくことってなくなってい

くんじゃないかと思ったので，もしよかった

ら参考にしてもらえたらなと思います。以上

です。(拍手)

司会者

まだまだ発表はあると思いますが，このあ

たりで全体会Ⅰの話し合いを終了し，10分間

の換気と休憩をとりたいと思います。10分後

には，元の席に戻ってきてください。


