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全体会Ⅱ

司会者 それではただ今より，全体会Ⅱを行い

たいと思います。

全体会Ⅱの司会を担当させていただきます

八万中学校３年のｐ，八万中学校３年のｔで

す。よろしくお願いします。後半も２本の意

見発表があります。

まずは後半１本目の意見発表です。瀬戸中

学校３年，西山明里さん，「私にできること」

です。よろしくお願いします。

「私にできること」

瀬戸中学校 ３年 西山 明里

私は，週に３回，オンラインで英語の勉強

を教えてもらっています。その先生の名前は，

クリフといいます。クリフは，アフリカのマ

ラウィ出身です。

勉強が分からないときは，日本語で分かり

やすく教えてくれたり，励ましてくれたりす

るので，やる気をもって頑張ることができま

す。また，お互いの最近の様子についても情

報交換できるので，毎回とても楽しみです。

クリフとの出会いは，三年前です。大学で

勉強するため，日本に来たクリフは，母の勤

めるホテルでアルバイトを始めました。私は，

母の仕事場の歓迎パーティに参加し，それか

らクリフとの交流が始まりました。

いつも優しく，明るいクリフですが，日本

で暮らしていたときは，悲しいことや悔しい

思いをしたことがあると聞きました。

アルバイトを探していたとき，肌の色が違

うという理由で，なかなか雇ってもらえなか

ったそうです。母の職場のように理解ある職

場でも，中には

「黒い人がおったら，お客さんがびっくり

する。」

などの発言をする人がいたそうです。

「黒い人」と肌の色で人を判断したり，決

めつけたりしたことが，どれほどクリフの心

を傷つけたことでしょうか。私はその話を聞

いて，怒りが込み上げてきました。

実際にこんな出来事がありました。ある日，

クリフと一緒に，スーパーに買い物に行った

ときのことです。すれ違う人たちがクリフを

見て，驚いたように振り返ったり，じろじろ

見たりすることがありました。友好的な雰囲

気は全く感じられませんでした。そのとき，

私はとても腹が立ちましたが，クリフを見て

も怒ったり気にしたりする様子はありません

でした。

しかし，何度か一緒に買い物をしたり，話

をしたりするうちに，クリフがどのように思

っているのかが分かってきました。やはり平

気なわけではなかったのです。クリフは，日

本に来てから，いつもそういう目で周りから

見られていることや日本の人に受け入れても

らえないことをとても悲しく思っていたので

す。

母が，仕事でクリフに後片付けを頼んだと

きのことです。

「自分が後片付けに行っても大丈夫です

か。」

と，心配そうに確認していたそうです。母

が理由を聞くと，クリフが手伝うことを，お

客さんが嫌がらないかどうかを心配していた

そうです。クリフは，周りの人に嫌な思いを

させないために言ったのだと思いますが，私

は，その話を聞いて，間違っていると思いま

した。クリフではなく，周りの人たちがです。

クリフは，一生懸命に日本になじもうと努

力をしているのに，受け入れようとしない周

りの人の偏見が，クリフを傷つけているので
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す。じろじろ見られることを当たり前だとク

リフに思わせているのは私たちなのです。ク

リフが日本に来てから感じている冷たい対応

を当たり前だと思わせないようにすること

が，今，私たちがやらなければならない第一

歩だと思います。

私たちは，同じ人間として，肌の色の違い

に基づく偏見や差別を解消していく努力をす

ることが大事だと思います。今は，いろいろ

な方法で，とても簡単に世界各地の人たちと

コミュニケーションをとることができます。

もっと広い視野をもって世界中の人たちと交

流を深めていくべきです。今でも，クリフは，

「日本の人は，みんな優しい。また，日本に

行きたい。」と，言ってくれます。

私は，これから身近な人にクリフたちの思

いを伝え，偏見や差別をなくすために，発信

を続けていこうと思います。そして，自分と

異なる意見や考えも尊重しながら，すべての

人が生きやすい社会をめざしていきます。ご

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，後半

２本目の意見発表です。瀬戸中学校３年，米

田杏珠さん「臓器提供について考える」です。

よろしくお願いします。

「臓器提供について考える」

瀬戸中学校 ３年 米田 杏珠

人権学習の時間に，臓器提供について学習

しました。日本では，臓器提供について，自

分のこととして深く考えている人が少なく，

臓器を提供する人も世界に比べて少ないそう

です。私自身も臓器提供意思表示カードを見

たことはありましたが，内容についてはほと

んど知りませんでした。

日本の年間死者数のうち，約１％（約1376

0人）の人が脳死と診断されるそうです。つ

まり，１日の脳死者数は，約38人になります。

私はこの結果を見て，脳死となる人の多さに

驚きました。

また，病気やけがで，臓器の提供を待って

いる人もたくさんいることを知りました。

私たちは，４つ＋１つの権利を持っていて，

中学生でもこのカードを使って自分の意思を

示すことができます。「提供する権利。しな

い権利。」「提供を受ける権利。受けない権利。」

そして，先生は，「悩んでもいい権利。」もあ

ると教えてくれました。

授業で，「もし自分が脳死状態になったら

どうするか。家族が脳死状態になったらどう

するか。自分が移植を必要になったらどうす

るか。家族が移植を必要になったらどうする

か。」の４つについて考えました。

私は自分が脳死状態になったら，臓器を提

供しようと思いました。なぜなら，どんな治

療をしても回復することがなく，人工呼吸器

の助けがないと呼吸ができないのであれば，

自分の臓器が元気なうちに移植され，新しい

人の中で生き続けてほしいと思ったからで

す。

しかし，私は，家族が脳死状態になったら，

臓器を提供するかしないかについては決める

ことができませんでした。なぜなら，脳死と

いう診断を家族の死としてすぐに受け止める

ことができるかどうか不安になったからで

す。脳死については，私が今まで自分のこと

として考えたことがない課題でした。だから，

まずは，家族が今どのように考えているのか

を知り，家族の意思を尊重するべきではない

かと思いました。
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このことを家に帰って家族と相談をしまし

た。母は，どれも決められないそうです。私

が自分の意思を伝えたときは，

「唐突すぎて考えがまとまらん。もっとじ

っくり考えさせてほしい。」

と，すぐには賛成してくれませんでした。

友達の家族も「少しの希望も捨てたくない。」

「脳死と診断されて意思表示があっても，提

供はできない。」という返事をもらった人が

多かったです。

私は，家族の思いを聞いて，自分のことや

家族のことを，こんなにも大切な存在として

考えてくれていることを知り，とてもうれし

く思いました。父や姉とも考えを伝え合った

とき，家族のことを大切に思う気持ちが強ま

り，話し合ってよかったと心から思いました。

この学習を通して，悩んでもいい。意思が

変わってもいいから自分や家族のことを真剣

に考え，判断をしていきたいと思います。そ

して，私は，この大事な命を大切にして目標

をもって生きていこうと決めました。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，前半で発言しきれてない人や，付け

加えるような内容のある人は，これが最後の

チャンスとなりますので，ぜひ発表してくだ

さい。

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。

瀬戸中学校 ３年 ｅ

さっき西山明里さんの作文を聞いて，私も

たぶんクリフさんみたいな肌が私たちと違

う，日本人と違うような人が街を歩いていた

ら，じろじろ「えっ何だろう」みたいな感じ

で見てしまうなと思ってとっても反省しまし

た。なので，これからはいろんな人がいると

思って，じろじろ見たり，見た目だけで判断

するのはやめようと思いました。（拍手）

八万中学校 １年 ｓ

黒人の方など，肌の色が私たちと違う人を

特別扱いするのではなく，今この場で集まっ

て交流しているように，同じように仲間とし

て，同じ人間として扱っていく，交流してい

くことが大切だと私は思いました。（拍手）
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城ノ内中等教育学校 ２年 ｚ

私は米田さんの臓器提供について考えると

いう作文を聞いて，私もよく医療ドラマを観

ているときに臓器提供の場面だったりが出て

くるんですけど，そのドラマを観た後に，母

が医療関係の仕事をしていることもあって，

「どうしたらいいんかな」ということを家族

と話し合ったりするんですけど，以前母に言

われたのが，脳死と診断されても生きている

わけだから，あんまり臓器提供はして欲しく

ないという意見を聞いて，やっぱり，大事に

思ってくれているんだなということを実感し

たので，それはすごく嬉しかったんですけど，

自分が臓器提供をすることで，生きられる人，

命が繋がれる人が少しでもいるんだったら，

私は臓器提供をしてもいいかなと思うんです

けど，やっぱり家族がなったりとか親族の人

がなったりとか，そういう場合に臓器提供意

思カードを見つけたときに，どうするかやっ

ぱり今は決められないので，臓器提供につい

て知らない人もまだ多くいると思うので，ま

ずは知って，よく考えて話し合うことが大切

なのではないのかなと思いました。（拍手）

八万中学校 １年 ａａ

全体会Ⅰの意見発表「見た目だけで」とい

う作文を聞いて，私が思ったことは，私も生

まれつき目が傾いて生まれてきて，そのせい

で軽いいじめみたいなことを受けたことがあ

って，見た目とかそんなものは関係なく，こ

の世に生まれてきた人間として，みんながみ

んな好きなように生きて欲しいなと改めて思

いました。（拍手）

瀬戸中学校 ３年 ｇ

前半の時の作文を聞いて，意見が言えなか

ったので今言いたいと思います。今世界でコ

ロナウイルスが広がっている中で，自分にで

きることは何だろうって思ったときに，徳島

県で人口が少ない分，初めは感染者数が少な

くて，みんなまだ安心してる状態だったけど，

徐々に１人２人３人て増えてきて，みんなも

自分自身を守ろうとする意識が高まってき

て，マスクを着用することが増えてきたと思

うけど，最近まで何日か連続で感染者数が０

人で出なかって，やっぱり気の緩みが出てき

て，買い物とか行くときにもマスクつけてい

る人を見るのがちょと少なくなったなと自分

で感じて，そしたらマスクをつけてないから

コロナに罹る人が増えてくるわけで，昨日も

一気に９人感染した人が出てきたから，一番

簡単にできることはマスクつけることなの

で，マスクつけることは本当に大切だなと思

いました。あと，自粛期間中にすることなく

て，自分はいつもはテレビとかあんまり見な

かったんですけど，おばあちゃんがお昼に絶

対ニュースをつけてて，毎日ニュースを見る

機会が自分でついてきて，コロナのことに関

しても自分全然知らなかったけど，情報を知

る機会が増えてきて，いつもはお父さんとか

お母さんとかから「コロナ何人出たよ。」と

か「気をつけなよ。」とかいうふうに教えて

もらってたけど，自分がいろんな所から情報

を得て，インターネットにも正しい情報と，嘘
うそ

というかでたらめな情報とかいっぱい混ざっ

とって，どれか本当なんだろうって分からん

けど，ニュースとか見て，自分でこれはあっ
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とる，これは間違えとるんかなとか自分の考

えを持つようになったから，ニュースとかを

見て正しい情報とかを自分で持つことが大切

なことなのではないかなと思いました。（拍

手）

板野中学校 ３年 ｎ

さっきの臓器提供とは少し違うかもしれな

いけど，日本は安楽死が認められない国で，

延命治療を行わなかった場合には，最近でも

裁判があったとか聞くんですけど，公民で社

会権だったっけ？を学んで，治療をどうする

かていう権利があって，その中に，安楽死が

なくて，他の国とかだったらあるって，ちょ

こちょこ聞いて，重症になればなるほどきつ

い薬が投与されて，長い長い治療があって，

後遺症の残るリスクが高まりって考えると，

無理をしてまで，後遺症が残ってまで，助か

ろうとする人がいないかもしれないし，いる

人もおるかもしれませんけど，いない人もい

るので，そういう人たちにきつい思いをさせ

てまで，生きさせる必要はないのではないか

なと思いました。家族のこととかも考えると

あれですけど，家族のこととかを考えないで

いうと，そうなのではないかなと思いました。

（拍手）

八万中学校 ３年 ｏ

クリフさんの話なんですけど，ここは日本

やけど，誰が住んどってもいいし，もし自分

が海外に行ったときに，知らん人ばっかりで

自分が街を歩くたびに変な目で見られるって

いうんは絶対怖いことやと思うし，もし自分

が海外に行ったときにそうなったらたぶん二

度と行きたくないと思うし，でもなんかけっ

こうテレビとかを見よったら，日本人は礼儀

正しいとか，日本はいい国ってけっこういろ

んな海外の方が言うてくれよるけど，身近な

意見を聞いたときに，こういうのを聞いたら

日本に来たくない人も出てくるんじゃないか

と思って，やっぱりメディアの情報はいいと

ころだけを言よんかもしれんけん，報道され

ん部分，そういう日本人の対応とかの部分も

しっかり報道して，もっとよくしていったら

いいなと思いました。（拍手）

城ノ内中等教育学校 ３年 ｄ

そういった意見じゃないんですけど，思い

出した話があって，学校に来てくれた講師の

先生が，何とかの何とかっていう，記憶力壊

滅的すぎて，題名覚えてないんですけど。森

があって小鳥ちゃんがいました。ぴよぴよ。

火事が起こったんですよ。わーって。いろん

な動物たち逃げだしました。でも小鳥ちゃん

は水たまりか池から取ってきて，一滴燃えさ

かる炎の中に落としたんですよ。それでも無

理やん。でも小鳥ちゃんはあきらめずに，わ

んさかわんさか言って水を炎の中に落として

いったんですよ。そうしたら確か他の動物た
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ちもみんなで知恵を合わせようと言って，全

員で水を運んで，火事が消えたっていうお話

を思い出して，あ，これわしらやんと思って，

確かにコロナとか，顔の差別とか臓器提供と

か外国人差別とかはなくならんかもしれんけ

ど，確かに私ら小鳥ちゃんたちがいっぱいお

るけん，その小鳥ちゃんたちが全員他の人た

ちも感化して，されど一滴たかが一滴かもし

れんけど，だんだんこう世界はよくなってい

くんじゃないかなとみんなの意見発表を見て

思いました。頑張れ小鳥ちゃん。（拍手）

城ノ内中等教育学校 ３年 ｕ

西山さんの発表で，人種差別に近い話かな

と思って聞いたんですけど，人種差別と部落

差別でちょっと似ているなと思ったんですけ

ど。私たちから見て，外国人の人は同じ日本

人よりも違う地域で育ってきた人なわけだか

ら，ちょっと得体の知れないというか，その

人のことを詳しく知らないから，分からない

ことに恐怖を覚えたり，ちょっと見てしまっ

たりするのかなと思うんですけど，部落の人

たちも一緒で，当時差別をしていた人たちか

ら見て，部落はちょっと畏怖されていた，自

分たちとは違う民族みたいな感じで見られて

いたから，差別されていたのかなと思って。

私の校区の中に部落があったんですけど，当

時は部落みたいなことを言われてなかったけ

ど，今思えばそうだったんだろうなって。先

生が部落差別の劇をしてくれたりだとか，地

域の歴史学習みたいなので習ったことと照ら

し合わせてみたら部落だったんだろうなって

いう感じなんですけど。でも，部落だった地

域出身の子も，私の学年にいたんですけど，

普通に友達やから，うわ部落なんじゃみたい

な感じじゃなくて，ふーんみたいな感じだっ

たんですけど，やっぱりそれは知っていたか

らだし，西山さんもクリフさんのことも知っ

ているから差別をしないというか，よく分か

っているから，差別みたいな感じの考え方に

繋がらないのかなと思うんで，相手のことを

正しくちゃんと知るっていうことが大事にな

ってくるんじゃないかなと思いました。（拍

手）

瀬戸中学校 ３年 ｆ

学校の授業で臓器提供についてしたとき，

自分が脳死したときに，他人の中でも自分が

生き続ければいいかなと思って，臓器提供し

たいっていうふうにして，家帰ってお母さん

に言ったときに，それだとしても嫌だって言

われて。それでも死ぬかもしれないという人

が元気に過ごせるんだったら，やっぱり自分

は臓器提供したいって言ったけど，お母さん

はやっぱり分かってくれなくて，そのままそ

の話は終わってしまったけど，米田さんの作

文を聞いて，やっぱりもう１回自分の意見を

お母さんに言いたいと思いました。（拍手）
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瀬戸中学校 ３年 ｍ

西山さんの作文を聞いてなんですけど，日

本てすごい外国の方が働きに来ていることと

か多いと思うんですけど，コンビニとかめっ

ちゃおるんですけど，その人たちが努力する

んじゃなくて，こっちがウエルカムっていう

気持ちっていうか，働きやすい環境をつくっ

てあげることが大事だと思いました。（拍手）

八万中学校 ３年 ｑ

私は臓器提供について，自分が脳死状態に

なったときに，提供することができるならし

たいなと思いました。でも，家族が脳死状態

になったときとか，家族が提供する意思があ

ったとしても，やっぱり嫌だなと思って決め

られないなと思いました。でも，臓器提供は

人のためになるすごくいいことだなと思った

ので，家族でまた話し合えたらなと思いまし

た。（拍手）

松茂中学校 ３年 ａ

ちょっと２つ言いたいことがあったんです

けど，１つは全体会Ⅰの部で，コロナ，コロ

ナじゃないもう一つの方や。あの整形の方な

んですけど，ボクもね小４から小６にかけて

ね，謎のナルシスト疑惑というものがでたん

ですよ，謎の。理由もなく意味不明で，同学

年ほぼ全ての人たちから「ナルシスト～」と

かなんかほんな感じに，ず～っと言われよっ

たんですよね。まぁ何に原因があったのか，

５年ぐらい考えても一切分からないんですけ

ど，見た目とかでまぁされたんでしょうね。

鏡とかで確認しよったら，その時になんか言

われたりもしたんで，髪型とか寝癖とか。今
ね ぐせ

の時代見た目で判断するのが多いんかなと思

って。まぁそれは，この西山さんの外国人の

あれも一緒になってくると思うんですけど，

結局人の第一印象って見た目で決まるんで，

まぁそれがそもそもおかしいことなんですけ

ど，どんだけ見た目がいかつかったり，すん

ごいやばそうな見た目でも，中身はすんごい

いい人もいっぱいいるから，ちゃんと相手の

心を見るというか，なんか相手の行動とか見

た目だけで全部判断せんと，しっかりと見て

判断することが大事と思いました。二つ目は，

臓器提供のことなんですけど，臓器提供を道

徳で勉強したんですけど，まだお母さんとか

と話してないんです。話したいという気持ち

はあるんですけど，話したくないという気持

ちもあって。その理由としてやっぱりこう，

親として嫌がるだろうなっていう気持ちもあ

って，やっぱり産んでもらったから，脳死は

人の死として判別されたとしても体が生きて

いるから，そういうことは嫌だろうなと思う

し，植物状態とかもあるから判断がまだ完璧

でないということもあるだろうから，簡単に

言うのもちょっとあれやなと思ったんですけ

ど。まぁ今日の作文発表をきいて，やっぱり

どういうことを感じても意思をしっかりと表

示していくことが大事と思ったから，親と今

日できるかは分からんけど，できるタイミン

グが合ったらやりたいなと思いました。（拍

手）
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松茂中学校 ２年 ａｂ

臓器提供の作文を聞いて，私のお父さんの

方のお母さん，私から見たらおばあちゃん，

腎臓が片方機能しなくて，私のお父さんが提

供をするように，おばあちゃんに言ったけど，

やっぱりおばあちゃんは子どもの臓器をもら

いたくないと嫌がったんですよ。いろんな場

面で私も臓器提供っていう言葉を聞いて，人

のために力になれるんだったら，私もしてみ

たいなと思ったけど，やっぱり親としても嫌

なんだろうなと思ってなかなか言えなかった

んですけど，ちょっと今日みんなの話を聞い

て頑張って親に伝えてみたいなと思いまし

た。（拍手）

城ノ内中等教育学校 ３年 ｕ

私の通学路に徳島駅があるんですけど，わ

りと人が集まるところなので，いっぱいいろ

んな人がいて，それこそ外国の人とか，体が

不自由そうだったりする人もけっこう会うん

ですけど，そのたびにちょっと考えるという

か，思うことがあって。私自身はじろじろ見

られたくないみたいな話をよく聞いているか

ら，見ないようにしようと思って，普通にす

っと通り過ぎるんですけど，体が不自由な人

だったりしたら，ちょっと助けを申し出た方

がいいのかなみたいな感じでなんか薄い罪悪

感みたいなのがあって。そういうすれ違うと

きとかの接し方というか，自分の態度とか考

え方をどういう所に落としていけばいいんか

なっていうのが分からなくて，解決策という

か，こうしてるよみたいなことがあったら教

えて欲しいです。（拍手）

八万中学校 ３年 ｊ

昨日ｍさんが臓器提供のことについて話し

合おうとしていて，臓器提供について考えた

ことがなかったので調べました。脳死状態に

なった人の意思やカードがなかっても，家族

が臓器提供の判断をしてもいいということで

した。で，もし自分の家族が脳死状態になっ

たら，テレビとかで奇跡的に生き返ったとか

見たことがあって，もしあったとしても体は

生きとるから，まだ希望があるから残された

家族は信じたいと思うし，臓器提供で中身（臓

器）がなくなってしまったら希望はなくなっ

てしまうし，親とか，骨になるんだったらシ

ョックになるという意見もあるかなと話して

いました。脳死状態の人の立場からしたら，

自分は死んだも同然の体になってしまって，

だったら臓器提供で生き返るかもしれない人

に１つでも与えて，大切な命を救いたいから

提供したいと思います。家族もそう思うだろ

うし，脳死になった人の立場になって考えて

みたら，やっぱり提供した方がいいんかなと

か思うけど，それは単なる憶測であって，そ

の人が言葉を発することができんかったら，

今さら意思も分からんと思うし，仮に脳死状

態になってしまった人が臓器提供したくなか

ったら，それこそ憶測が過ぎてしまうから，

私は今のうちに，手遅れにならないように家

族と話し合って聞こうと思いました。（拍手）
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板野中学校 ３年 ｎ

みなさん，24時間テレビ好きですか。24時

間テレビを見ていて，思うことがたまにある

んですよ。見た人には本当に申し訳ないんで

すけど。障がい者が無理難題にチャレンジし

たり，病気のこととかを訴えたりしていて，

おそらく許可はもらってあると思うし，伝え

る方もこういう人たちがいるんですよと伝え

ようとすることは分かっているんですけど。

なんだろう，芸能人とかそういう人ではない

のに，そういう人たちの意見を無視している

のではないのかと思うことがあるんですけ

ど。その中に，この病気があることを知って

ほしいと思う人がいるかもしれないし，知っ

てほしくないと思う人もいるかもしれないの

に，あからさまに知ってほしいという作り方

をしていると思うし，無理難題にチャレンジ

するところとかも，局からの圧力がかかって

いるんじゃないかな。圧力がかかっていてや

っているんじゃないかなって思っていて。チ

ャリティーの目的はあるんですけど，無理矢

理多く集めようとしているんではないかとい

う気がしてきました。24時間テレビが好きな

人には本当に申し訳ございませんでした。（拍

手）

八万中学校 ３年 ａｃ

全体会Ⅰの「新型コロナウイルス感染症に

よる差別」についてなんですけど，コロナが

はやり始めてから自分の嫌いな人のに対し

て，「コロナに罹って死んでしまえ」みたい

な言葉をよく耳にすることがあって。まず，

「死んでしまえ」のような言葉自体人に言う

ことないし，絶対に言ってはいけない言葉だ

と思うし，言われた側は，おもしろ半分で言

われたかもしれないけど，心にナイフを突き

つけられたように一生残るような傷を負う

し，そういうことを言う人も絶対悪いし。コ

ロナに罹った人は，自分は罹っていないので

よく分からないけど，症状がすごくつらいん

で。本当はコロナに罹らなくてずっと生きて

いける人が，コロナに罹って死にたくないの

に死んでしまった人とかいると思うし。後先

考えずに，言われた人の気持ちを考えずに，

そういう人を傷つける言葉は言うべきではな

いと思いました。（拍手）

城ノ内中等教育学校 １年 ｃ

さっきｎさんの24時間テレビの意見を聞い

て，私も以前24時間テレビを見たときに，障

がい者の，体に不自由がある人が画家をやっ

ている特集をみて，母が「障がい者がやって

いるのはめずらしいから特集をやっているの

は，これも差別に入っているのでは。」と言

ったことがすごく心の中に残っていて，障が

い者も結局は同じ人間なのに，普通に働いて

いるだけで特別扱いされたりするのは違うの

ではないかなと思いました。（拍手）
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松茂中学校 ２年 ａｄ

外国人差別についてなんですけど，見た目

で街中で冷たい目で見られたら，やはり腹が

立つので，こういうのを学校で学習すること

は，これから生きていく上で多分必要だと思

うので学習したい。（拍手）

松茂中学校 ２年 ｘ

西山さんの人種差別の作文を読んでなんで

すけど，私もすれ違う人に外国人の人がおっ

たら，どこの国から来たんだろうとか，自分

と肌の色が違うなとか，好奇心とかそういう

ので見てしまうことがあったので，それでそ

の人が傷つくんだったらやめようと思った。

肌の色で白いか黒いかで差別するんだった

ら，日本人の顔黒ギャルとかボディビルで日

サロに行っている人とかは，どっからが白で

どっからから黒にはいるんかなと思いまし

た。（拍手）

城ノ内中等教育学校 ３年 ｄ

臓器提供の話があって，私もママに「私が

死んだら臓器提供するよな」と聞いたら，「も

ちろん」と言われたし，逆に「私が死んだら

臓器提供してよ」と言われたんですよ。うち

は臓器提供に肯定派の家庭で，臓器提供で脳

死した人の臓器で救われる，救われた人の中

で臓器提供をした人は生き続ける。臓器提供

って救うこともできるけど，死んでも生き続

けるという意味もあるんじゃないかなって。

あと，臓器提供について家族と話し合おうと

思っている人は頑張ってください。（拍手）

松茂中学校 ３年 ｂ

家族の中で俺は，臓器提供の話とか全然知

らない。今裏で，ａくんに「何なん，それ」

って聞いて分かったんですけど。俺は臓器提

供って，家族とかにしちゃうってことはある

んですけど，親から見たら，やっぱ嫌だと思

うんですよ。子どもが脳死でも生きとるけん

せんでもいいよという意見があると思うんで

すよね。たまに自分ちで親とか口論するとき

に，子どもが子どもがっていう目線で見てく

るんですよ。息子だから娘だからとかね。そ

れって俺はめちゃくちゃ嫌いなんですよ。だ

から，俺と話すときは年は離れているけど一

人の人間として見てほしいというのがあっ

て。だから，親たちからしたら息子たちを助

けるのは当たり前かもしれない，臓器提供す

るの当たり前かもしれないけど，俺からした

ら俺って秀才でも何でもないないし，ただの

普通の人間やから，親たちに普通にまじめに

働いている人たちから臓器提供してほしくな

いし，別にいいんですよ，ボクは。人生長い

し，いつ死ぬかも分からないけど，もしかし

たら俺たちの方がもっと生きるかもしれない

のにそんな可能性捨ててまでも臓器提供され

てもなって。こちらとしても親は大事なんで，

子どもだからっていうのは何なんだろうなっ

て。だから，みんなそうなんですよ。大事な

人を生かしてほしいっていうのはそうなんで

すよ。だから，臓器提供とかではないんです

けど，人が死んじゃうともうその時点で終わ

りなんで。めっちゃ話変わるんですけど，最

近葬式に行きました。名古屋のお母さんの実
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家のおばあちゃんが死んだので，北島のおじ

いちゃんが死んだのもあったんですが，その

ときひいおばあちゃんが死んだことに自分何

の関心ももたなかったんですよ。なぜかって

全然関わってなかったからですよ。顔を見た

こともなかったですよ。徳島県から愛知県に

行くことも年に２，３回あったかなかったか

で。でも，北島のじいちゃんちに行ったとき

は，涙がいっぱいあふれたけどこらえたのは，

親にとっては実の親だからというのがあった

んで。子どもの俺らが泣くところなのかなっ

て。子どもというより一人の人間としては，

お父さんお母さんじゃなくて，自分の父親を

一人の人間として見たら，ここは俺らが支え

るべきなんじゃないかなって。涙で頭が真っ

白になっていたらそこは支えるべきなんじゃ

ないかなって，子どもが子どもとしてではな

く一人の人間として。いざ死体というか，化

粧をされていい感じに眠っているところを見

ると，うちのおじいさんってずっと寝ていた

んで，これ起きるんじゃないのって，すごく

気持ちよさそうに眠っているんですよ。それ

で考えると，もう起きてこないのだなってい

うのを感じると，もっと話しときゃよかった

という後悔とかが残ってしまう可能性がある

んで，臓器提供じゃなく今は家族と関わった

方がいいです。だから俺の個人的な感想だっ

たら，臓器提供するもしないも相手の意見を

参考にしようとも，もう分かんないです。正

直言って。俺だったらしますし，してほしく

ないです。当たり前じゃなくて一人の人間と

して見るんだったら，相手の意見を尊重する

のが一番なんですかね。俺も分かんないです。

だから，自分の正義を主張しましょう，ここ

は。自分こうしたいんだってぶつけ合って負

けたら終わりです。それは相手の勝ちだ。自

分がこうしたいんだという意見，掲げましょ

う。そしたら，もしかしたら勝てるかもしれ

ませんよ。だって，年的に考えてけっこう広

いんで。だから，もう，頑張ってください。

俺はもう，家族と話す気はほぼほぼないです。

その状況によって人間って考え方変わるん

で，どうしようもなく固まっているんで，み

なさんは頑張ってください。（拍手）

松茂中学校 １年 ｖ

「私にできること」を聞いて，だいぶん前

の話になるんですけど，ある日家族で沖縄に

行って，外で昼ご飯を食べているときに，い

きなり兄が黒人の家族を連れてきて，「俺，

友達つくったんじょ」と言ってきて，そのと

き私は何も知らなかったので，私も友達にな

ろうと思って，そのときはワイワイしていた

んですけど。今ニュースで，黒人を見た目で

判断したり，黒人の命を奪ったりするのを見

て，見た目で判断してほしくないし，いろん

な人がいて，いろんな個性をもっている人が

いるから，その人を尊重してほしいと思いま

した。（拍手）

瀬戸中学校 ３年 ｌ

米田さんの話を聞いてなんですけど，学校

で臓器提供の話を聞いたときに，もし自分が

脳死したときは提供したい派だったんですけ

ど，家族に言ったら「絶対いや」と言われて，

なぜかなと思っていたんですけど，もし家族

の誰かが脳死したときに，「提供するか」っ

て言われたときに，たぶん「します」とは言

えないと思うし。そういうところ難しいなと

思って。今日もう１回家族と話し合ってみた

いなと思いました。（拍手）
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瀬戸中学校 ３年 ａｅ

言葉をまとめるのが得意じゃないから，書

いたものを見ながらになるんですけど。さっ

きの作文みたいに，韓国は整形を勧める国み

たいな感じだけど，日本は多分逆で，女優さ

んが整形してましたみたいになると，みんな

「あぁ」みたいな感じになってしまうと思う

んです。それについてお姉ちゃんと話してい

るときに，私は静かな方ですが，お姉ちゃん

は明るくて，メイクとかする感じの人で。私

がお姉ちゃんにメイクとか整形する人をおか

しいって言ってしまったときに，お姉ちゃん

は，「きれいになろうと努力してる人を否定

するのはやめな」って言葉をかけられて，私

はそれがすごく心に刺さって。今コロナで差

別を受けるかもしれない状況の中で，みんな

に安全に暮らしてもらうために勇気を振り絞

ってPCR検査を受けた人も，外国人とかそう

じゃなくても，見世物みたいな扱いを受けた

としても，日々がんばって生きている人も命

がかかっている問題で，自分の意思をちゃん

ともって貫こうとする人も，それについて考

えられる人も，たくさんの人が自分らしくと

か，みんなのためにとか努力しているのに，

それに気づけなかった私はとてもショックだ

ったのか，その言葉がすごく心に残っていま

す。私の中で人権についてこれっていう答え

もはっきりした意見もないけど，私が間違っ

ていたことに気づけたのは，自分の性格とは

逆のお姉ちゃんの言葉だったので，今は，こ

の会みたいにいろんな意見をもっている人と

語り合えるというところがすごく大事なんだ

ろうなと思いました。（拍手）

松茂中学校 ３年 ａ

あの，ボク，ちょっと対立しようか。ボク

思ったんですけど，ボクがいっちゃん「えっ」

て思ったんは，意見が対立したときに，言い

合って勝った方が意見が通るみたいな。言っ

ただろ？言ったよなっ？言ってないとは言わ

さんぞ。言ったはずなんですけど，それはも

はや強い者勝ちの世界をつくるんじゃないか

なって。言葉に出せん人やってこの世の中に

いっぱいいるし，そういう人に口が達者な人

があーだこーだとずっと言って，それで勝つ

っていいんですかね。ボクは対立した意見の

間を取るというか，両方が合意するものをつ

くりだすために討論があると思うんですけ

ど。それを壊すものになるんじゃないかなと

ボクは思ったのと，臓器提供のことをしない

考えないみたいに言ったでぇ。ボクはちょっ

と違うかな。いついかなる時，人に何が起こ

るのかは分かりません。今大地震が起きるか

分かりませんし，太陽が急に光を失って終わ

るかもしれんし，この建物が急に崩れるかも

しれんし，何が起こるか人生波瀾万丈，何が

起こるか分からない。そんな中で，何も考え

ずに自分は生きているから一生を全うしよ

う，そういう考えも分かるけど，準備という

形で考えておく必要があるんじゃないかな。

それと，状況が変われば考え方も変わるとい

うのは分かるので，臨機応変に対応するのも

大事じゃないかなとボクも思いました。（拍

手）

松茂中学校 ３年 ｈ

「臓器提供について考える」を聞いてちょ
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っと思ったんですけど，前に学校で臓器提供

について授業したんですよ。正直私は，自分

が脳死したら臓器を提供したいと思います。

でも，やっぱり家族が脳死したら，もう断固

拒否で，絶対に提供したくないです，正直。

脳死って確実に死んでいる訳じゃないです

か。臓器を提供するのは，なんかもう嫌って

いうのが絶対強くて。でも，その一方で，自

分が脳死したら提供したいっていうのが強い

んですよね，ほぼ矛盾の意見なんですけど。

やっぱり脳死，さっきの言葉とほぼ矛盾する

んですけど，もう死んでいると思うときもあ

る。やっぱり，生きたいと思っている人に提

供したいなって思うのもある。ほぼ矛盾した

意見ですけどね。でも，家族に全く話してな

いんですよね。多分家族に話したら否定され

るのがオチになると思うんで。話したくない

っていうのが強いし，話したらいいのかなと

いうのもあって正直迷っています。でも，い

ろんな人の意見を聞いて，やっぱ話そうかな

って思いました。（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Ⅱを終了したいと思いま

す。みなさん，ご協力ありがとうございまし

た。有意義な話し合いができたと思います。

今日の話し合いをきっかけに人権問題をさら

に深く考え，各学校に持ち帰ってください。

それでは，全体会を閉じることにします。

ありがとうございましたー！

それではこのあと引き続いて，閉会行事に

うつらさせていただきたいと思いますので，

準備ができるまでの間，しばらくお待ちくだ

さい。


