
 

 

 

  

令和３年度「ふくし」の作品募集にご応募いただいた

皆さま、誠にありがとうございました！ 

惜しくも入選に至らなかった９８名の皆さまの作文

をこちらに掲載いたします。ぜひご覧くださいませ。 
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「福祉についての体験」 

東高等学校 ２年  井川 こころ 

 

 私は、福祉のボランティアをしたことがあります。なのでそのボランティ

アで学んだこと、感じたことがたくさんありました。  

 まず、ボランティアの内容は高齢者の使っている車いすをふいて、きれい

にするというものです。最初はどんな会話をすればいいのかなどが分からず、

とまどうことが多かったけど最後のほうは、しっかりあいさつなどもできる

ようになりました。  

 次に私は、このボランティアでとても大切なことを学びました。それは自

分のちょっとした手伝いで人を笑顔にすることができるということです。私

は、やる前は親に行ってきてと言われてもずっと断っていて、絶対行きたく

ないと思っていたけど、やってみると車いすがどんどんきれいになっていく

のを見るのはとても気持ちよかったです。その車いすにのっている高齢者の

方も喜んで笑顔になってくれたりして、とてもうれしかったです。高齢者の

方が笑顔になると、まわりの人たちも笑顔になってくれるので、またやりた

いと思いました。そして、ボランティアでの体験について感じたことや学ん

だことをまわりの人にどんどん伝えてあげたいと思いました。まわりの人は、

ボランティアをあまりしない人なのでいろんなことを伝えていきたいです。

高齢者との会話もすこしずつできるようになったのでうれしかったです。初

めはあいさつですらも少しとまどっていたけど、なれてきたらあいさつを自

分からしっかりできるようになったのでよかったです。そして、私は他にも

いろんなボランティアをしてきたけど、一番難しくて、一番学ぶことの多い

ボランティアになりました。  

最後に、私はボランティアでたくさんのことを学びました。なのでまたい

ろんなボランティアをしたいと思いました。そして、もっといろんな人を手

伝っていろんな人を笑顔にしたいです。そのために、自分にできることをし

っかり探して他人任せにならないようにがんばりたいと思いました。そのた

めに積極的にボランティアを探したいです。  

  



「福祉について」 

東高等学校 ２年  池田 咲希 

 

 私は、初め「福祉」と言われて、一瞬で答えを出すことができませんでし

た。しかしそれは、今、私が自然と当たり前にしている、眠ったり遊んだり

美味しいご飯を食べたりと日常となっていることが「福祉」そのものだと、

調べてみて感じました。一人ひとりの中にある「福祉」の形は違ってくると

私は思います。その一人ひとり違うものを、自分で考えて自分なりの「福祉

（幸せ）」の答えや考え方をもつことが大切だと思います。そうして出した

答えが、その人にとっての「福祉」の形ではないのかと思います。そして、

自分だけでない他の人の声に耳を向け、良い悪いではなく一緒に考えていく

ことが、相手にとっての「福祉」につながるのだと思います。  

 「福祉」というものに、「弱者を助ける」というイメージがある人もいる

かもしれないけれど、それは少し違っていると思います。相手に対して、お

手伝いをしたり、サービスを提供したりすることは、相手の「福祉」のなか

で必要があるから手助けをし合っていると考えています。それは、１対１で

あっても大勢と１人であっても変わらないと思います。「福祉」というもの

は、社会全体で大切にしていかなければならないものだと思います。地域の

なかのお年寄り、障がいのある方、いろんな人との違いを認め合いながら毎

日の生活にたくさんの「福祉」があることが大切だと思います。  

 「福祉」とは、男女や年齢、人の価値観により変わるけれど、幸せかどう

かの判断を周りがすることはいけないと改めて思いました。そこを無視する

と、支援が必要でないのに、それを行うというズレが生じてきてしまうと思

います。人々が「支える」「支えあう」の繰り返しを行えば、明るく幸せを

感じられる未来があると思います。これからも、一人ひとりの幸せを求めて、

違った形で努力をするのだと思います。その願いにどのような支援を行うの

かが大切になってくると思います。「福祉」について一人ひとりが学んでい

けると社会がもっと明るくなると思います。  

  



「バリアフリーという言葉」  

東高等学校 ２年  池田 美羽 

 

 「バリアフリー」という言葉を知っていますか。私たち日本人のほとんど

は「バリアフリー」という言葉を知っている人は多くいます。しかし、何を

意味するか知識が薄い人がほとんどです。整理してみたいと思います。  

 バリアフリーという言葉は、直訳すると「障壁の除去」という意味ですが、

辞書では「高齢者や障がい者が社会生活を送るうえで障壁となるものを取り

除くこと」とかかれています。例えば、車いすの人が段差や階段のあるとこ

ろは行けないので、スロープやエレベーターに変えることです。他にも、お

年寄りあるいは目や耳に障がいのある方は小さな文字を読んだり小さな音

声を聞くのは大変です。そこで、大きな文字で表示したり、音量の調節がで

きるようになっています。  

 現在では、社会制度や人々の意識を含むあらゆる障壁を取り除くことを指

すようになりました。バリアフリーという言葉は、時代の流れとともに人々

の認識が変化していることから、正確な定義よりも、考え方という視点で捉

えたほうが良いようです。なぜなら内閣府がバリアフリーに対する考えをの

べたからです。「人の能力や個性はひとりひとり違い、自立し、お互い尊重

して社会生活を送ることができる環境を整備することが重要。」とても前向

きなイメージの言葉として聞こえます。政府がこのような考えならこれから

もっとバリアフリーの設備がふえていいと思います。  

 私が障がいのある人の心を知ることで簡単なことは解決できる問題もあ

ると思います。なので今まで見えていない差別や障がいという偏見を少しず

つでもなくしていきたいなと思いました。それぞれの違いを受け入れること

が重要だといえます。まずは「知る」「接する」「理解する」ことで偏見を減

らせると考えました。バリアフリーという言葉を知っている人はそれを広げ

ていって、知らない人はそれを偏見なく受け入れることができる社会になっ

ていけたらいいなと思います。  

  



「笑顔」 

東高等学校 ２年  石村 芽 

 

 私の祖母は、デイサービスに通っています。最初は行くことを少しためら

っていたのですが、最近は通う前より笑顔が増えた気がします。  

 人を笑顔にするというのはとてもすごい事だと思います。なので、デイサ

ービスのスタッフの人や他の利用者さんたちと楽しい時間を過ごしている

のかなと思うと、とても嬉しいです。  

 母は、デイサービスで料理スタッフとして働いています。コロナが流行す

る前に訪ねた時に利用者さんたちがとても笑顔で良いなとおもいます。  

 私の将来の夢は福祉の道ではないけど、人と接するということは変わりま

せん。将来、ホテルウーマンになることができたら、お客さんを笑顔にでき

るホテルウーマンになれたらいいなと思います。  

 今の日本では、介護職の人が減少しているという現状を知りました。今の

少子高齢化の社会ではなくてはならない職業だと思います。なのでもっと多

くなってほしいと思います。また、今は自分の家族を家で介護するために仕

事を辞める人も多くいるというニュースや、小学生の頃から親の介護をして

いる子どももいるというニュースも見ました。どちらも深刻なことだなと思

います。そういうニュースやインタビューを見ると、やっぱり笑う事が少な

いということを聞いたり、見たりします。そうするとストレスも多くたまる

と思います。なので、日常のちょっとしたことでもいいから笑って、ストレ

スがなくなることを願います。  

 なので、私は少しでも周りの人たちが笑っていると自分もうれしくなって、

自然と笑顔になっています。反対に自分が笑ったことは周りに共有して、一

緒に笑えたらうれしいなと思います。これからも、家族も友だちもみんなが

笑顔でいてほしいです。  

  



「暮らしやすい町」  

東高等学校 ２年  伊藤 寛悠 

 

 僕は今の暮らしに不満はあまりありません。しかし、不満に思っている人

はいると思います。  

例えば、年をとっている人は足があまり上がらないと聞きます。そういう

人は高い段差などがきついと思います。でも今もまだ高い段差などは多くあ

ります。あと細い道などがあり、車や自転車が通るときにすぐに避けたりす

るのは難しいと思います。年をとると足だけではなく目も悪くなると思いま

す。そうなると店などで商品の名前や値段などが見にくいと思います。この

ようなことがなくなるようになっていったらいいなと思います。  

年をとっている人だけではなく障がいをもっている人も使いやすいよう

になってほしいと思います。特に思うのが車いすを利用している人が高い場

所にあるものを押したり取ったりすることがきついと思います。自動販売機

などは上の方の段はとどかないと思います。車いすを利用している人も使い

やすい自動販売機などを置いたりしたらいいと思います。でもだいたいの自

動販売機は高いと思います。自動販売機だけでもなくスーパーなどの棚はと

りにくそうだなと思います。カップラーメンなどがあるところは少しでもあ

たると倒れたりしてしまうこともあると思います。あと冷やさないといけな

い野菜などはだいたい下の段が少し前にでているため上の段がとれません。 

 僕はこのことから、どんな人でも使いやすく暮らしやすい町にしていける

ようにしていけたらいいなと思います。今はどんな人でも満足していけるよ

うに町が工夫されているところが多いけど、まだできていないところもある

と思うし、自分たちはわからなくても、不満に思っているところがあるかも

しれないので、そういうところを理解していけるようにして困っている人が

いたらすぐに助けていけるような人が多くなっていけるような町になった

らいいと思いました。  

  



「高齢化」 

東高等学校 ２年  伊藤 紗英 

 

みなさんは高齢者の人口が年々増えていっているのは知っていますか。高

齢者の増加によって今、少子高齢化が一つの社会問題になっています。なぜ、

高齢者が年々増加していっているのでしょう。大きな理由としては日本の医

療の発達です。  

私の祖父は今年７８歳です。昔はすごく元気で、一緒にボールで遊んだり、

祖父の運転で色々なところにみんなで行ったりしていました。しかし、だん

だんと足が動かしづらくなっていき、病院で検査したところ、病気になって

いました。なので今は誰かに支えてもらいながら歩くか、車いすで移動する

ようになりました。  

私は小学校ぐらいのころに１度、高齢者体験をしたことがあります。体験

の内容は、おもりを足につけて、歩きにくくし、腰を曲げた状態にして、目

には視界がほとんどなくなるゴーグルをつけました。うでにもおもりをつけ、

ゴーグルをした状態で穴に糸を入れるなどといった体験をしましたが、視界

が見づらく、ぼやけているので私は全く糸を通すことができませんでした。

他にも、おもりなどが入ったジャケットを着て、階段を上り下りしましたが

すごく大変でした。なので私がこの体験をしたとき、祖父もこんなに歩きに

くかったのかなと思いました。私の周りにはまだ目が見にくいという人はい

ないけれど、いたら手助けしてあげたいと思います。祖父も歩くのが大変な

ので少しでも役に立てることがあったらしたいです。  

今は、コロナもどんどん増えてきていて、もしワクチンを打っていても感

染して、高齢者だと重症化するおそれもあるので、気をつけてほしいです。 

このように、高齢者には色々な危険が多いと思います。実際、よく最近ニ

ュースで高齢者が運転して事故するというのもよく聞きます。ただ、高齢者

といえど、１人の人間です。高齢者の中には年長者が正しいと言う人もいま

すが、私はそう思いません。同じ人間なので平等に生きてほしいです。そし

て、もし困っていたら助け合いたいです。  

  



「福祉について考えていること」  

東高等学校 ２年  伊藤 崇宏 

 

 僕は、福祉について、つい考えてしまうことがあります。例えばですが、

自分の身近な人が、交通事故にあって、とても重傷で病院に搬送されたけど、

まったく目を覚ましませんでした。その人は寝たきりの状態でした。幸い命

に別状はなかったけど、寝たきりだからその人がいつか目を覚ますことだけ

を信じてその人の身の周りのお世話をしました。それを数か月続けていると

寝たきりだった人が目を覚ましました。その時は、うれしくてたまりません

でした。その気持ちと同時に今まで苦労してお世話をして本当に良かったと

思いました。だいぶ状態も良好になって、お世話をしていた時のことについ

て感謝をされて嬉しい気持ちになりました。このような感じで苦労したこと

があっても、それをしたことによって誰かが幸せになるなら良い苦労だった

と思えると思いました。  

 他には、例えばよくある話ですが、電車の中で、椅子に座っていると目の

前にお年寄りが立っていました。なので、お年寄りに席を譲りました。みた

いなことがあると思います。でももしその時に、頭の中では譲ってあげない

と、と思っていてもそれをなかなか勇気を振り絞ることができず結局譲れな

かった。このようなことがあったら僕は、知識だけでなく、考えたことを行

動に移すことができる力も必要だと思いました。小学校の頃の先生が言って

いた、「気づき、考え、行動する」という言葉がまさにその通りだと思った

のでこの言葉をこれからも忘れないようにしたいです。  

 もし、このようなことが現実で自分に起きたとしたら、僕は実際にその場

で同じ行動をとることができるのかなと思いました。そして、もしも自分が

事故にあった時に、身の周りの人が助けてくれるのか、逆の立場からも考え

た時に、人は人との助け合いがないことはほとんどありません。なので、身

の周りで困っている人がいたら、助けてあげられるように行動していきたい

です。  

  



「認知症」 

東高等学校 ２年  今村 花菜 

 

 私には、おばあちゃんがいます。ですがそのおばあちゃんは認知症という

病気にかかっています。認知症は、病気と思う人も多いと思いますが、治る

ことはありません。言葉を忘れ動きも忘れ、さらには私たち家族の存在も忘

れてしまうのです。  

 おばあちゃんが認知症と診断されたのは私が小学１年生のころです。その

ときは物忘れが少しあるだけで、普段通り生活することができていました。

ですが日数がたっていくにつれ、物忘れがどんどんひどくなりました。私が

小学校４年生のころには人の区別がつかなくなり、私のことを母の名前で呼

んだり、母のことをお姉ちゃんと呼んだりしていました。私はそのとき、本

当に忘れてしまったのかと、とても悲しくなったのを今でも覚えています。 

 その頃からは一緒に住みだして、普段よりもおばあちゃんとの時間が増え

ていきました。ですが認知症はどんどん進行していくため、お箸をひとりで

持てなくなったり、よくわからない言葉で急にさけんだり、私たちがおばあ

ちゃんにかけている言葉はほとんど分からなくなってしまいました。そんな

時に私は、おばあちゃんのことを少しずつ嫌いになっていったのです。話し

かけた言葉も分からなければトイレも行けなくなり、歩くことさえもできな

くなって、今まで話したりしてきたことが全て意味のないように思えたから

です。私が誰かもわからないのに、何でおばあちゃんの手伝いをしなければ

ならないんだろう、と。  

 おばあちゃんは施設へと入り、一緒にいる時間はほとんどなくなりました。

様子を見に母と二人で行ったときに、「私だよ。来たよ。」と顔の真ん前でず

っと言いました。そうするとかすかに笑ったように見えたのです。どんどん

嫌になっていくにつれてコミュニケーションをとらなくなった私にとって

は、本当にうれしかったのを覚えています。  

 あのとき私は、おばあちゃんが認知症になって普通の生活ができなくなっ

たとしても人間なんだと思いました。当たり前だけどその状況になった時、

あるいは自分とは違う所にいる人だったとしても、私と同じ人間だというこ

と、これを改めて理解できたと思います。今でも会いに行って、また同じよ

うに言っています。それでいいんだと思って話して、おばあちゃんが長生き

できるように沢山話していこうと思いました。  

  



「妊婦さん達のために」 

東高等学校 ２年  宇野 柚海 

 

 私は「ふくし」という言葉を聞いて思い浮かぶものといえば、お年寄りの

方や、赤ちゃんがお腹にいる妊婦さん、障がいをもっている方、いろいろな

「人」を思い浮かべます。私には姉が２人います。その内の１人に今年の３

月に赤ちゃんが産まれました。それまでの約十月十日の期間、様々なことを

学びました。  

 まず、妊婦さんひとりの力だけでは生活していけないということです。お

腹がふくらんでくるとしゃがんで物をとることや、くつやくつ下もはくこと

ができません。もし母体に何かあった時に病院にすぐ連絡したりできなかっ

たりしてもとても危険です。入院していない時、体調が悪くなっても看病が

できないと苦しくてつらいと思います。私は少しのことでも手伝ってあげる

ことが、元気な赤ちゃんを産んでくれることにもつながるし、母親も健康の

ままでいられると思っています。そして、姉は元気で立派な赤ちゃんを産み

ました。コロナ禍の中で誰も分娩に立ち会えない中、本当に強い人だなと思

いました。私だけでなく、家族や旦那さん、病院の先生、いろいろな人に支

えられて産まれた赤ちゃんも強い子になると思います。  

 現在は約５か月となりました。赤ちゃんが産まれる前よりも、もっと大変

な日々になります。コロナ禍でどこにも遊びに行けない退屈な夏休みだった

けど、姉の家に赤ちゃんのお世話をいっぱいしに行きました。何も赤ちゃん

について知識がなかった私でしたが、赤ちゃんの知識を少しでも得てきてい

るので嬉しいです。ミルクをあげたり、オムツをかえたり、泣き止ますため

の抱っこ、赤ちゃんとの遊び方、少しでも赤ちゃんや母父のためになってい

ると考えたら、これからもっと頼ってほしいし、積極的にお世話をしてあげ

たいと心の底から思っています。最近は、ミルクをあげて、次にあげる時間

の間隔、オムツを替えるときのコツ、お風呂の入り方、遊んだ時にとびきり

の笑顔になってくれる方法、細かいことが分かってきています。自分の子の

ようにかわいがり、愛情を注いであげることで、姉にいつも「ありがとう。」

と言われることがとても嬉しいです。マタニティブルーになることがないよ

う旦那さんもたくさんの愛情を注いであげて育児をしていて、私もとても安

心したし、感心しています。  

 この世の中には、子どもがいる方や妊婦さんが数えきれないほどいます。

少しでも助けになれるようお手伝いをすることはとても大切だと思います。

街中で妊婦さんに出会って困っているのであれば、助けてあげることができ

れば、人として立派であると思います。少しの知識をもっていることで、そ

れを活用できる場面はあるので、私は自分の子どもができた時に活用します。

一人ひとりが思いやりの心をもち、助けあって元気な赤ちゃんがいっぱい産

まれ、すくすくと成長する世の中にします。   



「パラリンピックに出る人たち」  

東高等学校 ２年  大西 航輝 

 

 今ちょうどオリンピックが終わりパラリンピックがあと少しで始まろう

としています。パラリンピックは体のどこかに障がいがある選手の世界大会

で過去の大会を見たことがあるけれど本当にすごいと思いました。自分は主

に水泳の競技を見たけれど、自分が思っているよりもかなりすごくて自分は

今お母さんのおかげですごく元気に動き回れるけれど、それでも水泳競技に

出ている人よりも速く泳げるとは思えませんでした。でも、そんな人たちも

普段の生活はとても苦労しているんだろうなと思います。  

 そして、僕たちが普段の生活の中で何気なく使っている、体が不自由な人

たちのために作られたものは何があるのか。まず、僕が一番最初に思いつい

たのは点字ブロックです。あれは目が見えない人にも道路の位置がわかるよ

うに作られているものだと僕は思っています。でも、たまに自転車のタイヤ

がはさまってこけそうになることがあります。次に思いついたのは、スロー

プです。僕は小学校のときによくスロープの周りで鬼ごっこを友だちとして

いました。今考えると、そのころは何も考えずに遊んでいたけれど、車いす

に乗っている人にとってはなくてはならないとても大切な物なんだなと思

います。次に考えて作られているなと思ったものはエレベーターのボタンで

す。普段何気なく使っているエレベーターもよく考えてみるとボタンの高さ

であったり手すりであったりボタンに点字がついているなど本当によく考

えて作られているなと思います。僕の身近な人の中に大きな障がいをかかえ

ている人はいないけれど、身近な人の支えも体の不自由な人にとってはとて

も大切なことだと思います。もし自分が生活している中で体が不自由な人と

出会ったときや困っているのを見つけたときは助けられるような人になり

たいと思います。  

 もうあと１週間後にはパラリンピックが始まるのでテレビの前で応援し

たいと思います。これからは、自分を健康に産んでくれた親に感謝し、自分

は幸せ者だということを忘れずに日々生活していきたいと思います。  

  



「福祉について」 

東高等学校 ２年  大野 愛矢 

 

 福祉とは一体、何なのか、耳にはするけど携わったこともないので、よく

分かりません。少し、考えてみたいと思います。  

福祉は、幸せ、豊かさ、全ての人間に最低限の幸せをもたらす。しかし、

貧困や金持ちなど、それぞれの人の生活があると思い、自分が思ったのは、

困っている人を手助けするのかと思っていたけど、そうではない、その人達

が自立できるように、寄り添ってあげる、それが福祉かと思う。  

曽祖母は目が見えず、８９才で亡くなりましたが、デイサービスに毎日通

っていました。朝迎えに来て、目の見えぬ曽祖母の手を引き、「段差があり

ますよ」と常に声をかけ、車に乗せて行っていました。今思えば、もっと優

しく、声をかけて、優しくしてあげたらと。自分が目をつぶって歩けるのだ

ろうか、とても歩けない不安と怖さが常に付きまとってしまう。それでも曽

祖母は元気な時は手さぐりで、洗濯もし、竿に洗濯物を干していたが、袖が

中に入ったり、きれいに干せていない時も何度もあった。そっと行ってきれ

いに干し直していた祖母がいました。勝ち気な曽祖母は、着る物に対しても、

店によく行って、「この服は何色よ」「形はこうよ」と常に説明して服を買っ

ていた。曽祖父もすごく優しい人で、どこに行っても、曽祖母の手をつない

で、買い物や、美容院にも一緒についていた。他人から見ると、「こんなに

優しい人はいないわ」と言われていた。福祉の仕事をしている人は、大変だ

なあと、遠くから見て思っていた。人の世話をするというのは、とんでもな

く、大変なことです。年老いて、人に迷惑をかけない、家族に迷惑をかけな

い、そんな気持ちからデイサービスに行っていたのか、本当は行きたくなか

ったのかも知れないのにと、もっとみんなで、家でみてあげても良かったの

かと、祖父母が言っていました。  

人の世話になるというのは、難しいことだと思います。福祉と言うのは、

なかなか大変なことだと思います。自分に出来る事、困っている人がいれば、

声をかける、でも、難しい。今は、祖父母がいつまでも元気でいて、ときど

き顔を見に行く、家の中の手伝いをしてあげる、それぐらいのことしかでき

ないかもしれないが、身近の人が幸せであることが一番だと思う。  

  



「差別・偏見・いじめについて」  

東高等学校 ２年  岡部 星来 

 

 この世の中には、いろいろな差別があると思います。部落差別や障がい者

差別などさまざまな差別があります。  

 差別の中で私が１番最低だと思う差別は、障がい者に向けての障がい者差

別だと思います。障がいをもって生まれてきた人は、自ら障がいをもとうと

思って生まれてきていない。それなのに、障がいをもっている人に差別やい

じめをしたりするのはおかしいと思います。  

 次に悪いと思った差別は人種差別です。日本には、いろんな外国人がいる

と思います。色黒の人から、色白の人までいます。けれど世界には差別とい

うのがあります。そんな差別やいじめ、偏見をしたりするのではなく、皆と

仲良くするのが１番いいと思います。私はむしろ、外国人の方は遠目から分

かるくらい顔立ちがはっきりしていてうらやましいなと思います。生まれた

場所や生まれ育った国、親は皆違います。一緒じゃないので、顔や肌の色が

違うことは普通だと思います。人それぞれを差別するのはいけないと思う。 

 今の日本は少し価値観がずれていると思います。地域や学校等でのいじめ

や、いやがらせといった事が起きています。私には全く知らないことが世の

中で起きていたと思うと、決して気分がいいことではないと思う。今、日本

や世界中が、新型コロナウイルスで大変な時期です。新型コロナウイルスで

も差別が起きています。誰か１人でも、差別やいじめが居ないようにするに

は、皆の力が必要です。  

 今まで学校の授業でたくさんのいじめや差別についてしました。友達や家

族、誰も差別やいじめがない、しないような平和な世界にしたいと私は思い

ます。  

 もし、差別されている人、いじめられている人がいたら助けられる人にな

りたいです。逆にいじめている人や差別している人がいたならしっかりと注

意してあげたいと思います。差別やいじめのない世界はいつ来るのだろう。 

  



「福祉について」 

東高等学校 ２年  奥野谷 日和 

 

 福祉とは、「しあわせ」や「ゆたかさ」を意味する言葉であり、全ての市

民に最低限の幸福と社会的援助を提供するという理念を指しています。  

 「しあわせ」や「ゆたかさ」は、人によって様々な感じ方があり、だれも

が「自分の幸せ」を願っています。だからこそ、「他の人の幸せ」も大切に

することが求められていると思いました。  

中学生だった私が、市民のために、地域の方々のために出来ることを考え

ました。そして、様々なボランティアに参加することにしました。学校で行

われているボランティアに率先して参加して、その他にもネットなどで調べ

ると中学生だった私にも出来るボランティアがたくさんあったので、1 つで

も多くのボランティアに参加しようと、申し込みをしました。この頃はコロ

ナも無く、沢山の人と関りながらボランティアをすることができました。私

はバドミントン部に入っていたということもあり、障がいのある方達と一緒

にバドミントンを楽しむというボランティア活動に参加しました。初めは緊

張して、上手く関わることができなかったけど、試合をしているうちに、障

がいのある方達と上手く関わることができ、沢山笑い合ってバドミントンを

皆で楽しむことができました。障がいの方達にもこういった形で、「私、僕

でも頑張ったらできるようになるんだ」と、思ってもらえるよう努力しまし

た。他にも老人ホームにいる方々の車椅子掃除や、地域の方々と沢山の花を

植える「花いっぱい運動」、ネットで調べた「ヘアドネーション」というボ

ランティアは、髪が長かったということもあり、参加することにしました。

髪の毛を１５センチから２０センチほど切ってそれを束ねてボランティア

先に送りました。私は「つな髪プロジェクト」に参加して、病気などで髪が

無くなってしまった方達の元に、私の髪がウィッグとして届き、誰かのため

になれたというのはとてもいい経験でした。  

 沢山のボランティアに参加して、「福祉」とは、自分のことだけでなく、

周りの人も大切に思い、一人ひとりそれぞれの人の考え方、生き方を尊重し、

「ともに生きる力」を培うことだと思いました。  

  



「『ありがとう』の温かさ」  

東高等学校 ２年  小田 有紗 

 

 私は、「福祉」という言葉はよく耳にするが、自分からボランティアに参

加したことはほとんどない。  

 そんな私だが、中学２年生のとき老人ホームへ足を運んだことがある。そ

れは、当時所属していた吹奏楽部が招待されたからだ。そのことを先生から

きいたとき、私は正直あまり乗り気になれなかった。なぜなら、私は人見知

りで、おじいさんやおばあさんとはほとんどふれあう機会がなかったからだ。 

 私は、本番まで中途半端な気持ちで練習をしていた。「どんな顔をして演

奏すればいいのかな。」と心のなかで考えていた。  

 当日になると、私の緊張とモヤモヤはもっと増えていった。  

 老人ホームへ向かう時間になるとともに、私の緊張とモヤモヤも増えてい

った。  

 老人ホームへ入ると、たくさんのおじいさんやおばあさんがいた。ある１

人のおばあさんが「今日は来てくれてありがとうね。楽しみにしよるよ。」

と言ってくれた。私は、今まで中途半端な気持ちで練習していたことをすご

く後悔した。そのあともいろいろな人が声をかけてくれてモヤモヤとしてい

た気持ちも緊張もいつのまにかなくなっていた。  

 演奏が終わると、たくさんのおじいさんやおばあさんが「ありがとう。」

と言ってくれた。私はそのとき、その言葉をかけられるうれしさと優しさを

知った。  

 私はこの経験を通じて、ボランティアの大切さを知ることができた。そし

て、「ありがとう」という言葉をかけられたときのうれしさと温かさをあら

ためて知ることができた。これから、私もボランティアなどに参加して「あ

りがとう」という言葉をかけあいたいと思った。  

  



「幸せのために」 

東高等学校 ２年  越智 葉月 

 

 「福祉とはなんだろう」この作文を書こうとして最初にこのような疑問を

持ちました。私は「福祉関係の仕事」や「福祉施設」という言葉から、怪我

や病気を負った人や高齢者などの弱い立場の人を支援するといったことか

なと考えています。  

 実際に、福祉という言葉の意味を調べてみると、「しあわせ。幸福。特に

（公的扶助による）生活の安定や充足。また、人々の幸福で安定した生活を

公的に達成しようとすること」とあります。福祉＝しあわせというのはすご

く意外でした。そして、福祉という言葉の意味を説明するときに「社会的弱

者」といった言葉や一般的にそれに値する立場が一切出てこなかった事にも

驚きました。私は、なんとなく福祉活動というものにハードルの高さを感じ

ていました。私がイメージしていた福祉はこのようなことではなかったから

です。支援をするのは福祉の関係者や周りの健康な人、支援が必要な人に与

えるといった考えがありました。しかし、言葉の意味を正しく知り、福祉活

動に対する考えが少し変わりました。  

 福祉＝幸せなら、人を幸せにすること、幸せに生きられる社会をつくるこ

とが福祉活動だと思います。そして、意外と簡単に誰でもできます。例えば、

地域清掃に参加することです。定期的に清掃活動をすることによって自分が

住んでいる地域の環境を守り、自他ともに快適に暮らすことができます。他

にも、積極的に挨拶することです。地域の人と挨拶をし合うことが当たり前

になると、地域の雰囲気が明るくなるし、自然と地域の繋がりが強くなると

思います。繋がりが強くなると、災害などの困難が発生したときに地域とし

て助け合ったり、高齢者との交流をしたりといったことに繋がっていくと思

います。  

 このように、簡単に挑戦できることは多くあると思います。今この作文を

書いたことによって自分の中にあった福祉のイメージをほぐし、自分ができ

る福祉活動についてたくさん考えることもできました。簡単なところから、

身近なところから、幸せな社会をつくるためにできることをしていきたいで

す。  

  



「高齢者について」  

東高等学校 ２年  香川 想 

 

 現代では高齢者の人口が年々増加しています。そのため少子高齢化が１つ

の社会問題となっています。その大きな理由は日本の医療の発達です。自分

は関係ないと思っている方も多いと思います。しかし高齢者のことを考える

ということはとても大切なことだと私は思いました。関係ないと思っている

人も自分が高齢者になった時の社会はどうあるべきかしっかり考えるべき

だと思います。  

 私の母は介護施設で働いています。私は幼い頃母の仕事場についていった

ことがあります。当時は幼くて遊び感覚で行っていました。今思い返せばそ

んな気持ちで行くようなとこではないと思いました。自分でご飯を食べられ

ない方や、トイレ、おふろもできない方や帰る家がない方たちがたくさんい

ました。母は毎日がんばってたくさんの高齢者の方たちの生活をサポートし

てきました。そんな母の姿をみてかっこいいなと思いました。母の仕事は今

後も尊敬され知ってくれる人がたくさん増えていってほしいです。  

 このように現代は高齢者がたくさんいる中で、住みやすい環境や社会をつ

くっていく、それが今の若者にある仕事だと思います。今、大切なのは身の

まわりにいる高齢者を考えてあげることだと思います。今いる高齢者は私た

ちよりはるかに社会に貢献してきたと思います。なので、私たちは、感謝の

気持ちを伝えながら接することがいいと思います。今、私たちがすべきこと

は高齢者の住みやすい社会環境をつくり、高齢者との正しい接し方をすべき

だと思います。私は今回、高齢者の考え方、見方を大きく変えました。  

 自分たちや、自分の両親が高齢者になった時は、高齢者と共に暮らせる世

の中になっているように今できることをすぐにやるということが私たち、高

齢者がいっしょに歩むべき唯一の正しい道だとこの作文を書いてみて思い

ました。  

  



「幸せと豊かな社会」  

東高等学校 ２年  加地 姫梨 

 

 私は、中学の時の総合的な学習の時間に福祉のことを学びました。その時

に福祉についていろいろ調べました。福祉とは豊かさや幸せを意味する言葉

で、すべての市民に最低限の幸福と社会的援助を提供する理念ということが

分かりました。  

 授業の時には、班に分かれて調べたことを発表しあいました。その中でも

車いすについての発表が心に残っています。私もひいおばあちゃんが入院し

ている時に車いすだったので試しに乗ったことがあるけど、なかなか自分の

思うように動かすことができないと感じました。左に曲がりたいのに右に曲

がったりすごく大変だと思いました。発表では、自分たちがいつも使ってい

る階段も車いすの人からしたらすごく不便なものだから、もっとスロープも

ある場所を増やすべきだと言っていて、確かにそうだなと思いました。ちょ

っとした段差でも車いすの人は大変なんだと改めて思ったし、そういうこと

で困っている人がいれば助けられる人になりたいです。  

 次に今、増えている高齢者です。私のひいおばあちゃんも介護施設に入っ

ています。ひいおばあちゃんも年々と認知症が進んできていて私たちひ孫の

名前を覚えられなくなっています。それでもおしゃべりをするのが好きなの

で今はコロナで行けないけど、行けるようになったら何回でも自分の名前を

言って話して笑顔になってほしいなと思います。最近では介護施設で働く職

員が不足しているそうです。高齢化社会が進んでいてさまざまな問題が起こ

っていると思いました。認知症は介護の仕方、接し方で症状が変わってくる

と言っていたので優しく声をかけるだけでも変わるのかなと思いました。こ

のようにみんながもっと認知症のことも他のことも知識を増やして知る努

力をしないといけないと思いました。そして、気持ちに寄り添って少しでも

理解してあげることが介護の第一歩だと思います。家族・介護施設のスタッ

フ・医療関係者・高齢者などみんなが連携して助け合える社会を作っていく

ことが大切だなと感じました。  

  



「ボランティア活動で経験したこと」  

東高等学校 ２年  片村 胤夢 

 

 僕が福祉について考えていることは、幸せなら何でも良いと考えています。

例えばボランティア活動です。ゴミ拾いをしてきれいになる、それで自分の

気分が良くなる、それを見た周りの人達も気分が良くなる、そういう事が大

切だと思います。世の中にはさまざまなボランティアがあると思います。中

にはこれをするの？と思うものもあると思います。しかし、ボランティアを

する以上必ず誰かは幸せと感じることが出来ると思います。  

 自分はボランティアに参加するのがとても好きで、昔はよくボランティア

に参加していました。特に印象に残っているのは、笑顔です。何かを渡した

時の笑顔、一緒に何かをした時の笑顔、あれは何年の時が経っても忘れるこ

とは出来ません。それが僕がボランティアを好きになった理由かなと思って

います。あの時は何も思っていなかったけれど、今思えば、すごい気分が良

いですね。人の笑顔ってすごいなと思いました。辛い時誰かの笑顔を見れば

元気になり、悲しい時も誰かの笑顔を見れば元気になれる、笑顔って最高以

外の何でもないと思います。やっぱりボランティアはして良かったと思えた

し、これからも出来るだけボランティアはしようと思います。最近はボラン

ティア活動にあまり参加出来てなくて、あまり知らないけど、予定が無い日

はなるべく積極的に参加していきたいと思います。ボランティアをすれば誰

かが笑顔になれ、自分も良い気分になれ、こんなに最高なことはあまり無い

と思います。自分は誰かのためにこれからもボランティア活動に参加し、最

後にボランティア活動をしたのが、中２くらいなので、まだまだ気づいてな

い事も多いと思います。特に被災された地域のボランティアは参加しようと

考えています。  

 これからも誰かの笑顔のために、ボランティア活動には参加していきたい

です。  

  



 

「地域の方とのつながり」 

東高等学校 ２年  金澤 心那 

 

 「福祉」とは「幸福」と同じ「しあわせ」という意味のことばです。その

しあわせというのは、おそらく人によっていろいろな捉え方、考え方、感じ

方があるのではないかと思います。  

 私が中学生の時、ボランティア活動によく参加していました。その中でも

一番印象に残っている活動がありました。売店を手伝ってほしいという手伝

いでした。いくつかの出店があり、私達４人は、うどんを売る仕事を任され

ました。初めは作り方や接客の仕方など分かりませんでしたが、担当の方達

が優しく丁寧に教えてくれたのでとても安心しました。そして販売時間にな

り私達はうどんを作り続けました。買ってくれた方々は、みんな「ありがと

う」と言ってくれます。食べてくれた方も「美味しかったよ」と言ってくれ

ました。私はその時、とても嬉しかったのを今でも覚えています。地域の方々

とこの活動を通して繋がれたこと、自分達が一生懸命作った物に対し、優し

い手で受け取ってくれて、ありがとうと言ってくれたこと、焦らなくてもい

いよ、など優しい声をかけてくれたこと。私はこの時に「しあわせ」を感じ

ました。このような事は周りの支えがあってこそ、このように幸せを感じる

事が出来たのだと思います。地域の方々の笑顔が見られて、とても嬉しかっ

たです。  

 このボランティアを通して感じたこと、それは地域の方々との繋がりの大

切さです。年齢も性別も異なる人々が沢山います。私は今回のうどん作りで、

この新居浜の人達との関わりを持つことができました。このボランティアは

自分から進んで行い、人助けをしました。特定の誰かだけでなく、「みんな

が幸せになれるよう」な取り組みを経験させてもらってとても良い機会にな

りました。人々が支え合い、協力し合い、次世代に希望を託し、理想を追求

し、よりよい生活環境を整えるための努力をすることが大切だと思っていま

す。また、人々を幸福にする地域福祉を行っていきたいなと思いました。  

  



「誰もが住みやすい社会へ」  

東高等学校 ２年  川口 蒼生 

 

 この間、私の祖母がくも膜下出血で倒れて救急車で病院に運ばれました。

その話を聞いた時、私はとても動揺しました。手術をしても管がたくさんつ

ながれていました。最初は、話すのも難しかったし、手足も思うように動き

ませんでした。リハビリをして徐々に回復しました。コロナウイルスの影響

で私は、祖母の状態を聞いて、私たちが普段普通にしている生活は当たり前

じゃないんだと思わされました。  

 今回のことで改めて福祉について考えました。私の祖母はもうすぐ退院で

きます。祖母は車いすに乗らずに生活できるほどに回復しましたが、安全の

ために杖をつかなければいけません。もし、祖母が車いす生活になっていた

らと考えると、町の中にはたくさんの段差などの障害があって生活しにくい

ことに気がつきました。この生活のしづらさは、障がいのある人だけでなく、

高齢者にも言えることだと思います。若くて健康な人には何の問題もない段

差や階段、長い坂道が障がいがある人や高齢者にとっては、とても大変だっ

たりします。普段の暮らしで気づかなくても音のなる信号機や車いすの人が

乗り降りしやすいノンステップバス、スロープ、点字ブロックを必要として

いる人がいることを知っておかないといけないと思います。他にも、今の時

代は高齢化社会です。老人ホームなどで働く介護士がたくさん必要です。し

かし今、とても介護士の人が少ないと聞いたことがあります。これは改善す

るべき点だと思います。また、点字ブロックの上に自転車を停めたり、荷物

を置いている人もやめなければいけません。普段の生活の中で一人ひとりが、

少しずつ意識して行動することができれば、みんなが住みやすい社会になる

と思います。  

 私たちも将来、年を取って高齢者になります。もしかすると、障がい者に

なっているかもしれません。今はまだ遠いように感じるかもしれません。し

かし、私たちにも関係があることだし、支え合っていかなければいけません。

誰もが気軽に外出が出来て、苦じゃなく、楽しめる社会になるように考えて

いきたいです。  

  



「福祉について」 

東高等学校 ２年  川原 明笑 

 

 私は中学校の時に職場体験で老人ホームに行きました。そこで高齢者施設

で働くことの大変さを知ることができました。その中でも特に心に残ってい

ることについて話していきます。  

 １つ目は、お年寄りの方との接し方です。初めはどうしていいか分からず

戸惑いましたが、お年寄りの方から「名前は？」とか、「どこから来たの？」

と話しかけてくれて嬉しかったです。でも１日たつと私のことは忘れてしま

っていて、何度も同じ会話の繰り返しでした。正直、私はびっくりしました。

でも施設で働いている方はなれていて、本当にすごいなと思いました。２つ

目は、お風呂です。種類もいくつかあって、普通に使っている一人用のお風

呂や温泉みたいなのですが機械を使っている感じのものや、寝たままお風呂

に入ることができるものなどありました。座るイスも、落ちないように工夫

がされてあっていいなと感じました。３つ目は、誕生日会です。結構人数が

いるのに１人１人祝っているのだと知ってすごいなと思いました。みんなで

歌を歌ったり、ケーキを食べたりして一緒に祝いました。  

 この職場体験を通して、改めて介護の仕事の大変さを知ることができまし

た。そしてとてもやりがいのある仕事だと感じました。今の私たちにできる

ことは、小さな１つ１つの行動だと思いました。例えば、困っている人を見

かけたら、話しかけたり、バスや電車では席を譲るなどです。小さなことか

もしれませんが、相手にとっては大きな支えになるかもしれません。なので、

これから周りに困っている人がいたら助けてあげられるような人になりた

いです。また、お年寄りの方は人生の先輩として私たちがまだ知らないこと

などを教えてくれる大切な存在だと思います。だからこそ、お年寄りの方に

支えが必要な時には、さりげなくサポートするなど私たちにもできることを

していこうと思います。  

  



「ワークキャンプ」  

東高等学校 ２年  川邉 莉沙 

 

 私は、中学校３年生のときにワークキャンプに参加しました。ワークキャ

ンプは高齢者の方々や障がいをもっている方々の施設にいってお手伝いを

する行事です。私はその当時、ボランティア活動に興味があったので、参加

してみようと思いました。  

 実際施設の方に行ってみると、高齢者の方々が笑顔で迎えてくださって、

すごくほっこりしました。私は、ご飯を運んだり、お話し相手になったりな

ど、貴重な体験をさせてもらいました。お話をするときは、少し聞き取りに

くかったり、同じ内容の話を何回もしていたりと、大変なこともあったけれ

ど、何かしてあげたときに「ありがとうね。」と優しい言葉をかけてもらっ

たりしたときは、すごく嬉しかったです。  

 施設の職員さんは、私が体験したこと以外にも、ご飯を食べさせてあげた

り、排泄や入浴のお手伝いなどたくさんのことをしていました。忙しそうだ

けど、高齢者の方々とお話をしている時は笑顔ですごく楽しそうでした。高

齢者の方はすごいなと思いました。周りの人を笑顔にする力をもっている気

がします。普段あまり関わる機会がなかったので、こういう機会に体験する

ことができて良かったです。  

 私は音楽系の大学に行こうと思っているけれど、はっきり決まる前までは、

このワークキャンプのおかげで、介護福祉士という将来の可能性が見えてい

た時期もありました。本当にそれぐらい楽しくて、またやりたいと思ってい

たのです。そう思えて良かったです。  

 高校に入ってからは、新型コロナウイルスによってワークキャンプが中止

になってしまっていてすごく残念です。ですが、もしまたワークキャンプに

参加できる機会があったとしたら、参加するつもりでいます。もっとたくさ

んの高齢者の方々と関わって、また笑顔になりたいです。  

  



「障がい者のために」  

東高等学校 ２年  倉瀬 結菜 

 

 私は、小学生の頃から障がいのことについて学んできました。このことを

きっかけに、障がい者の福祉の問題について考えようと思いました。  

 まず、障がいには身体障がい、知的障がい、精神障がいが主にあります。

なかでも、身体障がいが占める割合が高いと言われています。身体障がいと

は、身体機能の一部に不自由があり、日常生活に制約がある状態のことを言

います。知的障がいとは、日常生活で読み書き計算などを行う際の知的行動

に支障がある状態のことを言います。精神障がいとは、脳および心の機能や

器質の障がいによって起きる精神疾患によって、日常生活に制約がある状態

のことを言います。その他に、心身の機能の障がいがあり継続的に日常生活

や社会生活に制限を受ける状態にある人を障がい者と言います。  

 そこで、障がい者の人に対して差別する人や、偏見をもつ人がいます。障

がいがあることから、マイナスイメージをとらえたりすることがあります。

しかし、障がい者の人も私たちとは変わらず同じ人間で、不幸ではない人た

ちです。  

 障がい者のために、様々なサービスが行われています。私が特に知ってい

るのは、ユニバーサルデザインです。私たちが普段、何気なく使っているも

のにもたくさんのユニバーサルデザインがあります。障がい者のためだけで

はなく、私たちにも役立っているものもあります。このように、ユニバーサ

ルデザインがこれから増え、障がい者も健常者も安全に使う生活ができるよ

うになってほしいと思います。  

 障がいがあるからと差別や偏見を決めつけずに、１人１人がみんなと同じ

ように生活できるような社会になってほしいです。私たちができることは限

られていますが、困っている人がいたら助けてあげるなど、できることは少

しでもしていきたいです。  

  



「経験を通して」 

東高等学校 ２年  合田 菫 

 

 私は、自転車に乗っているときに車と接触し事故にあいました。人の通り

も少なく、車の交通量も少ないので、気にせずいつも通りに帰っていました。

事故にあった記憶もあまり覚えていません。いつのまにか自分は自転車の下

敷きになっていました。あまりにも急だったのでずっと止まっている状態で

した。  

 車に乗っていた若い女性の方が、「大丈夫ですか。」とひと言声を掛けてく

れました。周りにいた人も心配の声をたくさん掛けてくれました。１人のお

じいちゃんが警察に電話して、その後に病院に電話をして、事故にあったこ

とを説明してくれました。相手の女性の人はずっと私のことを心配してくれ

ていました。私は足が動かず、ずっと座っている状態で、頭や顔を打ったの

で動けないままでした。  

 それでも、たくさんの人が氷を持ってきてくれたり、タオル・絆創膏など

たくさんの人が助けてくれました。私は、申し訳ない気持ちと事故にあった

ことを後悔している気持ちがあったので悲しかったです。  

 こういう状況になっても、周りの人からの温かい言葉や励ましの言葉など、

もらった言葉は今でも覚えています。  

 私が「事故」ということの経験を通して思ったことは、まず見て見ぬふり

をしないことと、今ではネット・ＳＮＳというアプリがあるので、それを投

稿したり拡散するという行為などはしてはいけないと思いました。その本人

が見たりしたら悲しむだろうし、傷つくと思います。  

 なので、この行為は絶対にしてはいけないと思います。  

 もし、このようなことが起こった場合、私は実際に体験したことと同じ行

動をとることができるか分かりません。  

 そして、もし他の人が私と同じように事故にあって動けなくなったら、私

は絶対に助けてあげようと思います。  

 そう考えた時、周りの人と助け合いをするということは、なくてはならな

いことであり、私も周りに困っている人がいたら助けてあげようと思います。 

  



「福祉について」 

東高等学校 ２年  髙津 健太 

 

 自分は中学生の時に、高齢者の多くいる老人ホームや、障がいを持った方

がいる障がい者施設で２泊３日の体験をするワークキャンプに参加しまし

た。  

 今、新型コロナウイルスでの感染が拡大し、老人ホームなどといった公共

施設が使用できなくなってしまうというニュースを、テレビなどでちらちら

みかけます。その中で、コロナウイルスが流行する前にワークキャンプに参

加できた自分は、かなり運が良かったと思います。  

 ワークキャンプでは、大体３～５人の班がつくられ、そのグループで施設

を訪問するといったものです。自分は２回参加しており、中２、中３です。 

 中２の時は障がい者施設を訪問しました。初めてということもあって、緊

張していましたが、リーダーの高校生の先輩が明るく、ワークキャンプに慣

れていて、とても場の雰囲気を和ませてくれました。しかし自分は、それま

で障がい者とあまり関わったことがなかったため、まだ不安の方が大きかっ

たです。しかし、２日間という長い時間一緒のため、少しずつですが打ち解

けていきました。一緒に将棋をしたり、話を聞かせてもらったりするうちに

緊張はほぐれていて、接しやすくなりました。  

 今回、この作文を書いてみて、ワークキャンプで学んだ事を将来に生かし、

これからの生活に生かし、高齢の方や体が不自由な人、障がいのある人の手

助けや接し方などを知り、今後の自分に出来ることは何か、と考えて、高齢

の方や体が不自由な方、障がいのある人たちの支えになればとてもいいなと

考えました。そして、コロナウイルスが流行している中で、差別や福祉に関

わる問題を少しでも改善していく為に、自分に何ができるかを考え、福祉に

関わる事に自分から関わっていきたいです。  

  



「税金を納めるということ」  

東高等学校 ２年  古賀 桃花 

 

 税金を納めることは、憲法で定められています。それは、教育を受けさせ

る義務と、勤労の義務に並んで国民の三大義務のうちの１つです。国民は税

金を納めることによって、国への義務を果たし、国の政策の恩恵を受け取る

権利を頂いているという感じなのでしょうか。言うなれば、国が行う福祉政

策への参加料と言うべきなのでしょうか。国が税金を元手にして様々な公共

事業をやるわけであるから、税金としての収入が減ってしまえば、それらを

実行することも難しくなってしまいます。公共事業と言うのは、道路を造っ

たりするだけでなく、学校を運営したり年金制度などの存続に携わったり、

外国と交渉をしたりと、様々な一面があります。全て国民のためであり、国

民の幸福のためであります。だから、税金をたくさん集めて豊かな財政を確

保することは、国民のためなのです。けれども、現在は、税金だけでは政策

を実行できなくなっているそうです。国債を発行し、国民から借金をして

様々な政策を実行しているのが現状だそうです。ならば、税金を上げて収入

を増やせば良い話ではないかということに思えますが、増税と聞けば反対す

る国民の多さに、なかなか一気に大増税はできないのが現状なのでしょうか。 

 今、一番身近な税金は、やはり消費税なのです。何を買うにも消費税と言

う名目で税金を納めなくてはいけないことになっているのです。これは、物

であるから、単純に考えれば公平な税金制度だと思います。医療費や教育費

は無料という福祉国家ではもっと税率が高いと聞きました。その辺の是非は、

専門家でないし大人ではないので何とも評価できないですが、より豊かな福

祉を充実させるには、税金や税率が高くても仕方がないかなとも思うし、納

める税金の多さに比例して福祉の厚さも厚くなっていくのは、何となく理解

できます。  

 今、私たちがまず考えなければいけないのは、もらったコロナの給付金の

恩返しではないけれど、将来の国の財政の安定化を図るということではない

でしょうか。何か災害や緊急事態が発生した場合に、先立つものがなくて国

民のために行動できないのでは、本末転倒なのです。税金を安くした代わり

に福祉的に無能になるのではなく、増税が必要ならば必要で、しっかり国民

の理解を得た上で税収の確保に回り、短期的視野ではなく、長期的視野に立

って真面目な納税者を確保し、税収を上げる事ではないでしょうか。  

豊かな国の財政の上に、豊かな国家＝国民の幸福が築いていけるのではない

でしょうか。今は、コロナで外食や外出があまりできないと思いますが、感

染症対策をしっかりとし、コロナワクチンも打って外出したら、沢山買い物

をしたり、外食をすることによって税金が入ると思います。なので、税金が

入ったら、高齢者の方や体の不自由な人たちの助けになればいいなと思いま

した。   



「ひいおばあちゃん」  

東高等学校 ２年  後藤 海優 

 

 私には今年１０１歳になったひいおばあちゃんがいます。そのひいおばあ

ちゃんは、今は施設に入所しています。家族にとってひいおばあちゃんはと

っても自慢なおばあちゃんです。  

 ひいおばあちゃんは私が４歳になるまで１人で住んでいました。でももう

８０歳を過ぎて危ないということで、私のおばあちゃんが一緒に住もうとい

って、おばあちゃんの家に来ました。私の家はそのおばあちゃんの家の前に

あり、おばあちゃんの家でご飯を食べたりしていました。私が赤ちゃんの時

には、おとなしかったので、ざぶとんの上に私を置きこたつの上におき、見

守っていてくれていたそうです。そんな私が４才の時、病気になってしまっ

て、妹がまだ赤ちゃんだったのでひいおばあちゃんが面倒をみていてくれた

そうです。  

 そんなひいおばあちゃんは９５歳くらいまで毎日散歩をしたりとっても

元気でした。そんなある日、いつものようにご飯を食べ、食器を片づけよう

と歩いている時につまづいて転んでしまい尻もちをついてしまい、尾てい骨

が折れてしまい入院してしまいました。その後、無事退院しましたが、その

後からがとても大変でした。今までは自分でご飯も、トイレも歯磨きもして

いたけど、それをおばあちゃんがしなければいけなくなり、おばあちゃんは

仕事もしていたのでとっても大変そうでした。夜にはトイレと言ってひいお

ばあちゃんが起きるたび、おばあちゃんも起きて補助をしなければならない

ので寝不足で大変そうでした。だから施設に預けることにしました。しかし、

高齢者が多い日本ではすぐに入所できるわけでもなく、半年が過ぎ、運よく

入れることとなりました。  

 私は高齢者の数と、施設、介護士の人の数があってないと思います。でも

介護の仕事は大変だし、イメージもあまりよくないのかなと思います。だか

ら介護士のイメージがよくなるといいなと思います。  

  



「福祉の実体験」 

東高等学校 ２年  菰田 悠斗 

 

 僕は、多分「福祉とは何か」と聞かれるとすぐには答えられないと思いま

す。福祉と調べると、「しあわせや、ゆたかさ」を表す言葉でした。僕は、

福祉とは何かと考えると、ボランティアや老人の人たちを手助けすることだ

と思っていました。けど、調べると、しあわせやゆたかさなどの意味をもつ

ことだと知れてよかったです。  

僕は、今までボランティアをしたことが何度かありました。その中でも僕

が多く参加したボランティアは美化ボランティアです。学校を掃除したり、

花火大会の次の日のごみ拾いなどをしました。ボランティアをすることによ

って、清掃をする前とした後の結果が嬉しかったり、清掃によってあつめら

れた山積みにされたゴミをみるとこれだけキレイになったんだと思えるこ

とができて、心がキレイになるような気持ちになりました。  

 僕が知っている美化ボランティアの他にも福祉には様々な種類がありま

した。有料老人ホームの介護サービスや、自然や環境を守るための活動や、

安心安全なまちづくりの活動、災害で被災した方を支援する活動などがあり

ました。僕が福祉とは何かと聞かれたら、美化ボランティアなどしか思いつ

かないけど、調べてみると数えきれないほどの情報があったのでビックリし

ました。  

 福祉の仕事について調べると、介護福祉士がでてきました。そして、メリ

ットとデメリットなどを調べると、まず最初に「デメリットはありません」

と書かれていました。そしてメリットなどは、「利用者・職場からの信頼を

得られる、利用者の家族から頼られる存在」などのメリットがあり、すごく

かっこいいなと思いました。  

 僕は、今経済の大学に進学を考えていますが、この作文を書くためにたく

さん調べてたくさん知ることができたので、福祉関係にも興味が湧きました。 

  



「よりよく生きる」  

東高等学校 ２年  近藤 彩菜 

 

 「福祉」という言葉は、日常生活のなかでよく耳にしますが、はっきりと

何かとはわからないし、いまいち答えが１つにならないような感じがします。

「福祉」という言葉の語源をたどってみると、「福」も「祉」も、どちらも

「幸福」や「幸せ」を意味する漢字でつまり、人の幸せに関係する言葉でし

た。また、「福祉」は英語にすると「 welfare」となります。「 well＝よく」

「fare＝生きる」という意味が合わさってできた言葉で、「よりよく生きる」

という意味になります。  

 私は、「よりよく生きる」とは、自然に気の合う友人と仲良くなったり、

ぐっすり眠ったりと私達が日々当たり前のようにしていることが「よりよく

生きる」ということだと考えます。自分と他者の考え方は違うこともあると

思います。決して、他者の「幸せ」を自分より良いか悪いで決めつけるので

はなく、相手の声に耳を傾け、一緒に考えてあげることが、相手に対する「よ

りよく生きる」につながると思います。このように、性別・年齢・生活環境

など幅広い人々が「よりよく生きる」ために、社協というものがあります。 

社協とは、社会福祉協議会の略で、社会福祉のことを専門に行う民間の福

祉団体です。社協は、日本中すべての市町村ごとにあります。みんながつな

がり、みんなで支え合い、誰もが安全に安心して暮らせているのも社協の活

動のおかげだと思います。社協の人のように多くの人が地域のことを理解す

ること。そして、お互いに助け合うこと。そうすることで、誰もが安心して

暮らせる町になると思います。  

一人ひとりがかんがえて行動し、人任せになったり他人事のように物事を

とらえないようにすることで、町中の人が「よりよく生きる」ことができる

と思います。私の町も、そんな人達であふれるようにまずは地域の人ともっ

とコミュニケーションをとって自分にできることを見つけながら一歩一歩

前進していきたいです。  

  



「ボランティア」 

東高等学校 ２年  近藤 杏 

 

 私は、高校生になってから先輩に誘われ、なんとなくボランティアサーク

ルに入りました。ボランティアサークルでは、実際にボランティアに参加し、

私も知らなかったことを知れる良い機会を与えてもらっています。  

 私が高校１年生のときに、１番最初に参加したボランティアは、小学生の

防災疑似体験という内容でした。参加者が小学生ということもあり、１人で

何人もの誘導をするのがとても大変でした。困ったことがあっても自分から

話しかけられない子もいたり、ずっと走り回っている子もいたりして全員か

ら目が離せませんでした。このボランティアは、私も小学生と一緒に地震の

揺れを体験し、消火器を使うとき、１１０番や１１９番での電話のお手本を

しました。私も小学生と同時に防災についてたくさん学ぶことができました。

そして、小学生ともすっかり仲良くなることができ、親御さんがお迎えに来

るまで一緒に遊んだり、お話したりしました。  

 ボランティアは、ただ参加するだけではなく、小学生とどのように接した

らいいのかや私は今何をするべきなのかを考えさせられるものでした。私は

中学生の頃からボランティアには積極的に参加してきました。今まで参加し

てきた清掃ボランティアは、誰かを相手にするものではなかったので、また

違った内容に参加することができたので、これからの私にとっていい経験を

したなと思っています。今は、新型コロナウイルスの影響によってボランテ

ィアに参加できない状況なのがすごく残念です。でもこんな状況だからこそ

誰かの役に立つボランティアがきっとあると思います。こんな世の中だから、

ではなく、こんな世の中でも、というポジティブ思考で物事を捉えていきた

いです。私はボランティアサークルに入ったことは間違っていなかったと思

っています。これからも、いろんな人の役に立ったり、地域のためになるボ

ランティアに参加したいです。  

  



「福祉のマークを知る」  

東高等学校 ２年  齋藤 灯 

 

 先日、保健の授業で妊娠と出産について学んだ。その時先生が言っていた

ように、この分野は私たちのこれからにつながる、とても大切なことだ。決

して他人事ではなく、自分もいつか関係してくることとして、いつも以上に

集中していた。  

 そこで紹介されていたのは、「マタニティマーク」というマークだった。

このマークを見たことのある私は、きっと誰でも知っているだろうと思い授

業を聞いていた。しかし、クラスでこのマークを知っていたのは６、７人ほ

どで、全体の３分の１も満たしていなかった。なんとなく気になった私は、

家に帰って「マタニティマーク」について調べてみることにした。すると、

女性は約４割、男性は約６割が初めて見る、または見たことはあるが内容は

知らないという回答をしていた。  

 改めてこの「マタニティマーク」について説明すると、このマークは妊婦

にやさしい環境づくりの一環として考えられたもので、妊娠初期のおなかが

目立たない時期に周囲からの理解を得るためのものだ。赤ちゃんの成長やお

母さんにとっての大切な時期を守るための素晴らしいマークだが、周囲がこ

のマークを理解していないと意味がない。知っていれば妊婦さんの力になれ

たかもしれないのに、ということがあるかもしれない。だが、それは「マタ

ニティマーク」に限ったことではない。私はたまたまこのマークを知ってい

たが、他のマークはどうだろう。福祉のマークはたくさんあるので、きっと

中には知らないものもあると思う。しかし、世の中には、マークのおかげで

生活しやすくなっている人がいる。そして、そういう人たちが本当に生活し

やすくなるのには、周りの人の理解が必要だ。  

 そこで今回私が学んだのは、マークは私たち周囲の人間が知り、理解して

初めて意味を成すということだ。どんなに素晴らしいマークでも、周りに伝

わらなければ意味がない。だから知り、周りに正しく伝えていくことが今、

私にできることだ。  

  



「心のバリアフリー」  

東高等学校 ２年  酒井 萌菜美 

 

 私は「福祉」という言葉を聞いて、障がい者や高齢者を支援することだと

考えました。ですが、「幸せ」や「豊かさ」という意味の言葉で、全ての人

に最低限の幸福と社会的援助を提供する理念ということを知ったときはと

ても驚きました。  

 そして「バリアフリー」という言葉についても調べました。バリアフリー

とは、多様な人が社会に参加する上での障壁「バリア」をなくすことを意味

し、社会の中で直面しているバリアは大きく分けて４つあり、物理的なバリ

ア、制度的なバリア、文化・情報面でのバリア、意識上のバリアがあげられ

ます。その他にも「心のバリアフリー」というのがあって、私はどのバリア

フリーよりも大切だと思いました。  

 私は今までに車いす体験をしたことがあります。私がこの体験で感じたこ

とは、不便さと怖さです。まず不便さについては、今まで自分があたり前の

ように通っていた細い道や段差がとても不便で、通れない所もあるというこ

とです。道は狭すぎたら通れないし、デコボコしていたら通りにくいと思い

ます。なるべく幅が広く、平らな道でないと不便さを感じることが分かりま

した。  

 そして、車いすは指で操作するため、すぐに方向転換をすることはできま

せん。私が３６０度周りを見渡すことは簡単ですが、車いすに乗っていると

簡単ではありませんでした。そこで視野の狭さに驚いたとともに、怖さを感

じました。ですが、周りの人が気づいて「段差がありますよ」や「後ろから

人が来ていますよ」ということを教えてくれるととても安心すると思います。

私はこれが「心のバリアフリー」だと思いました。  

 「迷惑かもしれない」や「知らない人だから」という理由で伝えられない

のは、自分とその人の間に勝手に「心のバリア」を作っている証拠だと思い

ます。  

 様々な障がい者のこと、バリアのことについて一人ひとりがもっと理解す

べきだと思います。知識が少なければ少ない程、気付かぬうちに傷つけてし

まっていたり、見えない心のバリアを作ってしまう可能性があります。私は

人と話をすることが得意ではありません。ですが、見えないからといって心

のバリアを作るのではなく、見えないからこそ心のバリアを作りたくないと

思います。そして、障がい者だから特別とかではなく、全ての人が生活しや

すくなるように周りをしっかりと見て、一歩を踏み出していきたいと思いま

す。  

  



「ボランティア」 

東高等学校 ２年  坂上 早彩 

 

 私は、高校生になってボランティアサークルに入りました。ボランティア

サークルに入ろうと思ったきっかけは、友達から誘われたからです。元々、

ボランティアをしてみたいなと思っていたけど、私にできるかなという不安

で、ボランティアに参加する機会をいつも逃していました。でも、友達から

の誘いを機に入ろうと思ったのがきっかけです。  

 初めのボランティアは、小学生を対象としたバレンタイン作りでした。朝

早くから、準備に取りかかり皆が来るのを待ちます。そして、皆がお菓子を

作っているお手伝いをしました。最初はすごく緊張して上手く接することが

できなかったけど、時間が経つにつれて、だんだん慣れてきました。何かお

手伝いをするたびに、「ありがとう。」と満面の笑みでお礼を言ってくれる子

がたくさんいて、すごく嬉しかったです。お礼を言われる事が、自分にとっ

てこんなに嬉しいことなんだと初めて実感することができました。初めての

ボランティアは、すごく楽しくてやりがいのある１日になりました。次はど

んなボランティアがあるのか楽しみにしていたけど、コロナの影響で全てな

くなりました。でも、高校生ビジネスコンテストに向けて何度か会議があり

ました。サークルの皆で、食品ロスをテーマに話し合いを進めました。少し

形が悪くなりお店で売れなくなった廃棄予定の野菜や果物を安く買い取り、

人気のでるようなものに加工・調理をして、キッチンカーで販売するという

内容に決まりました。皆で意見を出し合っている時、ものすごく楽しかった

です。どうしたら食品ロスをなくせるか、皆の笑顔が見られるか考えるのが

楽しかったです。結果、優勝することができ本当に嬉しかったです。  

私は、ボランティアをする事にすごくやりがいがあるし、自分のしたい事

を見つける事ができたと思うのでよかったです。  

  



「助け合える社会」  

東高等学校 ２年  佐々木 唯花 

 

 現在、世の中では、新型コロナウイルスが猛威をふるっています。今、流

行っているのはデルタ株というとても感染力の強いコロナウイルスです。コ

ロナウイルスはどんどん変異しており、デルタ株よりも感染力の強い変異株

が出てきた場合は、いつ終息するのか分からない状況です。このままこの状

況が続けば、職を失う人が出てきます。  

 テレビのニュースを見ていると、今、感染を広めないために、飲食店業の

人達にいろんな要請がかけられています。例えば、時短営業や休業要請など

が出ている状況ですが、十分な保証がされていない状況です。お店も閉店し

ているところが多いことを知りました。  

 生活していくには、お金が必要です。このままこういう状況が続けば、職

を失う人がどんどん増えていくと思います。そうなれば、十分な生活が出来

なくなります。職を失った人達の中には、家族もいます。子どもがいれば、

その子どもに十分な教育をさせてあげることが出来なかったり、介護中のお

年寄りがいれば、十分な介護サービスも受けさせることも出来なくなり、困

ると思います。その困っている人達を見捨てるのではなく、最低限の生活が

出来るよう、みんなで助け合っていくべきだと思いました。  

 このコロナウイルスは、災害級だと思います。特にこういった有事には、

人々の助け合いが必要になってくると思います。例えば、募金活動だったり、

ボランティア活動を積極的に行うなど、協力していくべきだと思います。な

ぜなら、私もいつそういった状況に陥るかもしれないからです。私だけでな

く、みんなもいつどうなるかも分からないため、助け合っていくことは大切

だと思います。  

 今、私に出来ることを考えて行動していくべきだと思いました。また、コ

ロナウイルスの影響で困っている人以外でも、お年寄りの方や障がいを持っ

ている方など、いろんな人と助け合いをしていきたいと思います。  

  



「人の幸せ」 

東高等学校 ２年  佐藤 紗奈 

 

 私には、認知症の曽祖母がいました。曽祖母の認知症は、アルツハイマー

型認知症といい、認知症の中で最も多く、脳神経が変性して脳の一部が萎縮

していく過程でおきる認知症でした。私が、曽祖母が認知症だと知ったのは、

小学校の高学年のときです。私が５年生の頃、ある出来事がありました。  

 それは、運動会の後のことです。私は、母と祖母と曽祖母と一緒に車で帰

る予定でした。しかし、学校の中を探しても曽祖母の姿が見えなく、他の学

校外の曽祖母がよく行っていた場所を探してもいませんでした。このとき、

母も祖母も焦っていました。１時間ほど探して、帰っていたときに曽祖母が

歩いているのを見つけました。そのときの、母と祖母の安心した姿は今も忘

れません。曽祖母が１時間ほど探しても見つからずにいたのに、帰り道でや

っと見つけることができて、とても安心したことがよくわかりました。  

 曽祖母は、よく家の中より外を歩いたり、草をとったり、花の世話などを

していました。認知症が徐々に悪化して、デイサービスに通うようになりま

した。デイサービスに通いだして、曽祖母が少し明るくなったように私は感

じました。デイサービスの方も曽祖母は、すごく楽しそうにしていると言っ

ていました。私は中学生になり、曽祖母はデイサービスに通いだしたので、

会う機会が減りました。もう少し時間をあけて会っていればよかったなと思

いました。私の曽祖母は最後の最後まで楽しそうだったようです。  

 私は、時間がなくても曽祖母に会いにいっていればよかったなと後悔して

います。どんなに時間がなくても、思い出に残ることを大事にして時間をつ

くるようにしていきたいと思います。曽祖母がデイサービスに行き、楽しそ

うにしていることを知ったときは、私もうれしく思い、曽祖母の幸せは私の

幸せでもありました。  

  



「コロナウイルス」  

東高等学校 ２年  佐薙 春斗 

 

 今、世界中でコロナウイルスが流行っています。毎日毎日どんどん人が感

染していって増えていっています。  

 そんな中、最近は感染者が増えすぎて病院に入れないというニュースを見

ました。そのニュースでは重症の方で、このままだと命がもたない状態でし

た。それでも病院側はその人を病院に入れることはできない。他をあたって

ほしい。と言っていて僕は改めて今の世界の状況の悪さに気づかされました。

このコロナのニュースが続いている中、僕はよくマスクをしていない人をみ

かけます。毎日増え続けるのは、一人ひとりの危機管理能力だと思います。

それに、今は各県の高校などで夏休みが延長になったり、週何回学校に登校

するなど日本全体が変わってきています。それにちょっと前からコロナに対

する誹謗中傷などがあります。それにすれ違いざまに距離をとられる、看護

師の白衣を洗ってくれる業者が見つからない、あおり運転や、石を投げつけ

られたなどの特定の人々への差別やいじめが深刻化していると聞いたこと

があります。僕は、やっぱりこういう問題は偏見からくると思います。ちょ

っと前に習ったハンセン病の例だと思います。コロナの差別などをなくすた

めには、まず一人ひとりが正しい知識をもつことだと思います。偏見で人に

言ってしまうと、その人は病気のダメージがあるのに、精神的にもおいつめ

られ最悪だと思います。今日ニュースを見てみると市内の病床もかなりうま

ってきていて、そういう点では危機感があると言っていて身近にせまってき

ているなと感じました。  

 僕は、このようなコロナの現状をきいたりして身近にせまってきていると

ころまできているので、夏休みあけの行動には気をつけてすごしたいなと思

います。それ以外でも手洗いなどを心がけてすごして、少しでもコロナを減

らしていきたいなと思います。  

  



「ふくしについて」  

東高等学校 ２年  佐野 俠治 

 

 ぼくは今までふくしについてほとんど考えたことがありません。そのこと

の理由は興味がない、考えたところで特に何か変わるわけでもない、時間の

ムダだと思っているからです。おそらくこれからもふくしについて深く、真

剣に考えることはないと思います。理由は同じでほとんど意味がないからで

す。考えたところで自分にメリットがあるわけでもないし、仮に考えたとし

てもそれを行動にうつせるかどうかはその人次第だし、少しの人だけが動い

ても何かが変わることはないと思います。ぼくはもし考えても行動すること

はないと思います。なぜならただただ面倒くさいからです。夏休みの課題と

してこの作文がなかったらこんなことも考えることはなかったと思います。

でもそのままだといけないのでこれからは考え方を改めて、色々なことに目

を向けて、色々なことを考えられるようになりたいです。そのためには今よ

りももっとたくさんの知識、情報を手に入れる必要があると思います。イン

ターネットで調べたり、授業などで教えてもらったりしたいです。興味のな

いことに対して「面倒くさいからいいや。」と考えるのではなく、「少しだけ

頑張ってみよう。」と思えるようになってみたいです。  

 しかしこれを書いている最中でも面倒くさく思ったりいかにしてサボろ

うかと考えています。結きょく人はそうカンタンには変われないんだと感じ

ました。まず「ふくし」というものが何なのかイマイチ分からない状態でふ

くしの作文を書くことはとてもむずかしいと思います。インターネットで調

べたけれどよく分からなかったのでこういう形となりました。いつかはふく

しや他のものごとに対して真剣に向き合えるようになりたいです。  

  



「福祉について思うこと」  

東高等学校 ２年  塩﨑 汰輝 

 

 僕の祖母は、数年前から体の老化が進んでいます。例えば急激に体力が落

ちたり、すぐに転んだり、家事に手伝いが必要になってきたということです。

初めはどのような手助けをすればいいのかがよく分かりませんでした。そん

なときに職場体験学習がありました。僕は祖母と同じような人が多数いる高

齢者施設を希望しました。それはなぜかというと、祖母と同じような人々と

接することによって、祖母と接するヒントが何かあるのではと思ったからで

す。実際にデイサービス施設に職場体験に行くことになり、自分なりの高齢

者の接し方を考えていて簡単だと思ったけれど、想像よりもかなり難しかっ

たです。  

 １つ目は普通の声で話すのではなく、低めの声ではっきり話すことです。

なぜかというと高齢者 (６０代以上 )になると若いときに比べて高い周波数

の音が聴こえづらいからです。かといって全部の声が聞こえないわけでもな

いので、耳元で大声を出すと不快です。なので高齢者と話すときは低めの声

ではっきりと話し、言葉を区切ると理解するからです。  

 ２つ目はよい聞き手になることです。なぜなら、高齢者は何度も同じ話を

しがちですが、これは短期記憶を忘れがちになり「この人にこの話をしたな」

という記憶を忘れます。何度も聞いた話だとどうしても指摘してしまいます

が、コミュニケーションを円滑にするには傾聴を意識することが大切だから

です。  

 この２つの接し方を意識することを考えて祖母に接することにしました。

すると、前まで祖母と話すときは少し話しにくいなと思ったけれど、意識す

ることでかなり円滑にコミュニケーションが取れるようになって、祖母と話

をするのが楽しく感じました。最初はコミュニケーションのことをあまり考

えていなかったけれど、職場体験を通してコミュニケーションについてとて

も知ることができました。これからもこの２つを意識して接したいと思いま

す。  

  



「看護師」 

東高等学校 ２年  塩崎 乃愛 

 

 「福祉」とは「幸福」のことです。  

 私は将来看護師になりたいです。看護師を目指すきっかけは祖母の入院で

す。それから私は中学２年生の時の職場体験で看護師を選択しました。不安

も抱きながら反面楽しみな気持ちもありました。実際に入院中の方の車イス

を押して移動することがあったり、手が使えない人や目が見えにくい方の食

事のお手伝いもしました。車イスの時はどこかにぶつけたりしないかすごく

不安でした。食事の時もバランス良く食べることや魚の骨のことなど緊張す

ることばかりでした。  

 看護師の方のお話や色々な科の紹介、色々な部屋の見学をすることができ、

初めて知ったり見たりするものが多くあり、良い経験となりました。体験中、

担当してくださっていた看護師の方が呼ばれたり、ナースコールが鳴ってい

たりで人の行き来が多く、待たされることもありました。待っている間、私

には何もすることが出来ないので、ただ看護師さんたちが行き交っているの

を見ているだけでした。忙しくてすごく大変そうだったけれど、その姿はか

っこよくて憧れの姿でした。私もあんな風になりたいと思いました。  

 看護師の体験をして、やっぱり一番感じたのは大変さでした。しかしその

大変さがあるからこそ、看護師ってかっこいいと思います。大変さを感じた

ばかりではなく、人との協力の大切さだったり、患者さん一人ひとりと向き

合うことの大切さだったり、不自由な部分がある人への対応や言葉のかけ方

だったり、そして命をあずかることの大きさを少しは感じられたと思います。

テレビで見ているだけじゃなく、実際に本当の現場に行ったからこそ感じる

ものが大きかったと思います。だからこそ、ただ看護師になりたいだけじゃ

なく、私にはこういう看護師になりたいという姿が描けているのだと思いま

す。  

 私は将来、一人ひとりと真剣に向き合って仲を深め、気軽に話せて笑顔に

できる看護師になりたいです。ただ看護師の仕事をするのではなく、患者と

看護師の立ち位置を越えたいです。立派な看護師になり「幸福」を与えられ

るようになります。  

  



「福祉について」 

東高等学校 ２年  塩田 妃依奈 

 

 私は、これまで、「福祉」というものについて深く考えたことがありませ

んでした。しかし、今回、「福祉」ということを調べてみると、すごく大切

なことであり、社会に必要なものだと感じました。  

 よく耳にする言葉だけど、いまいち答えがまとまりません。そこで語源を

調べてみると、「福」も「祉」も、どちらも「幸福」や「しあわせ」を意味す

る漢字でした。また、英語にすると、「ｗｅｌｆａｒｅ（ウェルフェア）」と

いう造語だそうです。「ｗｅｌｌ」は「良く」、「ｆａｒｅ」は「生きる」と

いうことで「より良く生きる」という意味でした。このことから、福祉とは、

かっちりした特定のものではなく、たくさんのことを指す、抽象的なものだ

と私は捉えました。友達と遊んだり、ごはんを食べたり、眠ったり、当たり

前にやっていることが、しあわせになっているんだと思います。私は、友達

とワイワイするのが好きで楽しいけれど、ある人は、１人で静かに読書をす

ることが好きで落ち着く、という人もいると思います。このように、幸せの

感じ方は人によって全く異なると私は考えます。自分なりの「しあわせ」や

「より良い生き方」をもつことが福祉になるのだと思います。また、それを

肯定、否定するのではなく相手に耳を傾け、一緒に考えてあげることが相手

を思いやる福祉だと考えます。  

 世の中にはたくさんの福祉サービスがあります。児童福祉では、学校がお

わった後、親が働いていて家に誰もいない時、子どもの安全を守るため放課

後クラブがあったり、老人福祉では養護老人ホームがあります。また、母子

福祉は、母子休養ホームや母子福祉センターがあるなど、安心して暮らすこ

とのできるサービスが日本にはすごく設けられていてすごいなと感じまし

た。誰もが住みやすい環境を作るために、色々な所に点字があったりバリア

フリーがあったりユニバーサルデザインが用いられていて、人を想う心をす

ごく感じられるなと思います。  

 しかし、これからもっと発展させて、十分ではない点を補うことが大切だ

と思います。  

  



「高齢者のこれから」  

東高等学校 ２年  篠原 華 

 

 私の地域には、高齢の方がたくさん住んでいます。皆さんとても優しくて

親切にしてくれます。会ったらニコッとしてくれたりかわいいです。だから

とても私からしても、過ごしやすい地域です。  

 そして、私は、おじいちゃんおばあちゃんと一緒に暮らしています。とて

も大好きです。一緒に過ごして思っていることは、おじいちゃんおばあちゃ

んのこれからです。自分で今は過ごせていますが、１０年、１５年と経った

未来、高齢者福祉に頼ることになると思います。家でつきっきりに介護する

のは、現実的には少し無理なのかもしれません。そこで頼れるのは地域の福

祉サービスです。高齢者が住み慣れた地域で、安心して生活できる仕組みづ

くりをすすめているので安心して預けることができます。家族としても預け

やすいと思います。このサービスはいいと思います。  

 高齢者に優しい日本に生まれてこられてとても嬉しく思います。だからこ

れから先、もしおじいちゃんおばあちゃんが自分の力で生活できなくなった

ら支えていけたらいいなと思います。  

 そして私が気にかかることは、近年目につく老人ホームでの虐待です。そ

して５つの種類の虐待があると聞きました。身体的虐待、介護等放棄、心理

的虐待、性的虐待、経済的虐待があるそうです。私はそれを聞いてとてもび

っくりしました。そして同時に憤りもしました。おじいちゃんおばあちゃん、

そして親族の人たちはそんなこと起こるなど思いもしなかったと思います。

信頼して預けたと思います。それを踏み躙るようなことをしているのがとて

も腹だたしいです。それが起こることから最近では具体的な取り組みがされ

ているそうです。平成１６年の医療経済研究機構がまとめた「家庭内におけ

る高齢者虐待に関する調査」によると、虐待されても自覚がない人は２９．

８％、自分が虐待しても気づいていない人は５４．１％らしいです。自分が

もしかするとおじいちゃんおばあちゃんに虐待しているのかと思うととて

も恐ろしいです。なので注意深く高齢者の方と接していかないとダメだなと

考えました。  

  



「バリアフリーとユニバーサルデザインの違い」  

東高等学校 ２年  白石 甲斐斗 

 

 みなさんはバリアフリーとユニバーサルデザインの違いを言えますか。こ

れは僕も調べるまでは言えませんでした。実際どちらも似たような物である

ことは明らかですが、この２つには明確な違いがあります。  

 バリアフリーとユニバーサルデザインの定義について、バリアフリーとは、

高齢者や障がいを持つ人が日常生活、社会生活を送る上での障壁 (バリア)を

取り除くことをいいます。元々は、障壁 (バリア)を取り除く(フリー)という

意味で、建築用語として使われていました。現在では、高齢者や障がいを持

つ人だけでなく、すべての人に対して社会参加を困難にしているバリアを取

り除く、という、より広い意味で使われることもあります。  

 一方で、ユニバーサルデザインの定義とは、できるだけ多く人が便利に利

用できることを目指した建築、製品、情報などの設計のことをいいます。発

想の起点は「全ての人がいつか何らかの障がいを持つこと」。そのため、年

齢や障がいの有無、体格、性別、国籍などを問わないので、バリアフリーに

比べると対象が広くなります。  

 バリアフリーとユニバーサルデザインの違いについて。まずは「対象」が

異なるのが大きな違いです。高齢者や障がいを持つ人が主な対象のバリアフ

リーに対し、ユニバーサルデザインは基本的に全ての人が対象となります。

そして、行動の主体が違います。どういうことかというと、法律等の施行に

より、行政主導で行われるバリアフリーに対してユニバーサルデザインは民

間主導型で進められています。  

 ユニバーサルデザインには７つの原則があり、それを紹介します。１つ目、

誰にでも公平に利用できること (公平性)。２つ目、使う上で自由度が高い事

(自由度)。３つ目、使い方が簡単ですぐわかること (単純性)。４つ目、必要

な情報がすぐに理解できること (分かりやすさ)。５つ目、うっかりミスや危

険につながらないデザインであること (安全性)。６つ目、無理な姿勢をとる

ことなく、少ない力でも楽に使用できること（省体力）。７つ目、アクセス

しやすいスペースと大きさを確保すること（スペースの確保）。この７つが

ユニバーサルデザインにはあります。  

 僕も調べるまでは明確な違いや７原則については知りませんでしたが、こ

の作文はそれを知るいいきっかけとなりました。  

  



「福祉について」 

東高等学校 ２年  神野 沙帆 

 

 今まで私はまったく福祉について考えたことは無かったけど今回を機に

調べてみたら、今まで知らなかったことをたくさん知ることができました。 

 まず、福祉の意味について調べてみました。「福祉」の「福」も「祉」も

どちらも「幸福」や「幸せ」を意味する漢字だということがわかりました。

「福祉＝人の幸せである」と考えられているそうです。  

 そこでひとつ私は、もし自分の身近な人が大きな事故にあったらと考えま

した。事故にあって大きな病院に運ばれた時、看護師の人やお医者さんに優

しくされると私自身も嬉しいし、看護師さん達側も感謝されると嬉しいと思

います。  

 自分自身が幸せな暮らしをしたいのならば、まずはどんなことであっても、

自分から行動することが一番大事だということも学べました。  

 人間が幸せになるために活動することを福祉活動というような呼ばれ方

をしたり、高齢者の方を助けるのは福祉施設や福祉サービスなど様々なもの

があるそうです。大きな括りで言えば高齢者だけではなく、身体的に不自由

な方であったり、小さな子供と出会ったり、何らかの事情を抱えた方を救済

するのが福祉ということがわかりました。そこから福祉イコール何々という

ように１つのことに決められている訳ではないこともわかりました。  

 私は今回改めて福祉の意味について、考えたり調べたりして、困っている

人を助けたり幸せにすることができたなら、それは立派な福祉であると思い

ました。今の若者たちが将来不自由なく暮らしていきたいのならば、できる

ことはできるうちに改善して、福祉のボランティアなどに積極的に参加した

いと思いました。まだまだ人が暮らしやすくするために改善すべき所はある

と思うから、これからのために、しっかりと向きあっていきたいと思いまし

た。  

  



「福祉」 

東高等学校 ２年  神野 汰緒 

 

 僕は福祉ときいたらボランティア活動や高齢者がイメージつきます。その

中でも高齢者について話したいと思います。  

 今の社会では、少子高齢化が進んでいます。だから、高齢者を介護する人

が少なくなり、働く人がいなくなり社会が崩れていく可能性があると僕は思

います。少しでも高齢者を長生きさすためには、若い人たちが高齢者を大切

にする必要があります。よくニュースで高齢者の差別をして亡くなることを

見たり、聞いたりします。僕はなぜ高齢者に差別をするのか疑問に思います。

高齢者は同じ人間で差別心がわく理由が分かりません。そう言っても高齢者

に対しての差別はなおりません。だから、僕がもし差別をしているところを

見かけたらしっかりと注意をし、差別をしている人を反省させるようしたい

と思います。  

 差別をしている人は大半ではありません。差別をしていない人もいます。

差別をしてなく高齢者をよりよく生活できるように努力している人は、僕は

あこがれています。その人たちは、バリアフリーやユニバーサルデザインな

ど色々な工夫をして社会にこうけんしています。色々な工夫をしている中で

僕が一番に思いつくものは、点字ブロックやメロディー信号機、段差をなく

すスロープの設置などです。日本は昔より高齢者が住みやすい国になってい

ると思います。今の日本は高齢化という現しょうがおこっていますが、年配

の人が長生きできているのは、医療技術が発達したっていうのもあると思い

ます。ですが、バリアフリーやユニバーサルデザインという高齢者が住みや

すくするための工夫が大きく長生きできるか、できないかに関わっていると

僕は思います。  

 このように高齢者を馬鹿にする人としない人がいます。僕は、高齢者をよ

りよい生活ができるように色々な工夫を考えたりして努力をしたいです。だ

から、馬鹿にする人は絶対に許さず注意をできる人間になりたいです。  

  



「福祉の仕事」 

東高等学校 ２年  新浜 叶羽 

 

 私は福祉と聞いて思い当たるものがあまりありません。なので福祉につい

て書く作文で福祉を知らないままで書くことは無理だと思ったので、福祉の

仕事についていろいろ調べました。福祉の仕事にもいろいろあって、介護（ケ

アワーク）という日常の生活を行うのに支障のある人の介護をする仕事や、

子どもに食事やトイレ、睡眠などの基本的な生活習慣を身につけさせたり、

遊びを通して集団生活や社会性を育てたりします。福祉の仕事を調べてみて

わかったのは、介護や保育など、人に寄り添う仕事が多いんだなと思いまし

た。そもそも福祉とはどういう意味かというと、「しあわせ」や「ゆたか」

を意味する言葉であり、すべての市民に最低限の幸福と社会的援助を提供す

るということを表します。この説明を読んだ時、なるほどと思いました。人

をしあわせにするための仕事であったり、暮らしをゆたかにするための仕事

がほとんどだったので人に福祉というものや仕事は欠かせないんだなと思

いました。  

 私は将来看護師になろうと考えています。少し違うけれど、介護の仕事に

近いのではないかなと思いました。今実際、家で一緒に住んでいる祖母の介

護をしています。祖母は脳梗塞でだいぶ前から左半分の体が動かせなくなっ

てしまいました。病院も退院しているけれど、人がいないと飲食は出来ない

し、お風呂にも入れません。母や父は忙しいので、私が責任をもって介護し

たいと思っています。世の中には私の祖母のように、病気になって人がいな

いと生きていけない人がたくさんいると思います。高齢者だけではなく、子

どもや障がい者など人の助けが必要で困っている人がいると思います。そん

な人達の為に福祉はあるんだと思います。実際、リハビリなどで祖母が通っ

ています。そこも福祉施設に入ると思います。だから、福祉は人間にとって

必要不可欠な存在だと思います。人を幸せにする福祉の仕事はとても素敵だ

なと思いました。  

  



「障がいのある生活」  

東高等学校 ２年  曽我 藍梨 

 

 今回福祉をテーマに作文を書くことになり、福祉について少し調べてみま

した。  

 それまでは福祉についてあまり考える事はなく、別世界の事のように他人

事だったからです。  

 まずは今年東京で開催されるパラリンピックについて調べました。  

 パラリンピックの原点は、戦争で負傷した兵士たちの社会復帰を進めるた

めのリハビリであり、「福祉」が目的だったそうです。  

 それが今では、スポーツを通じて障がいのある人にとってよりよい共生社

会を実現することを理念とし、「勇気 (負の感情に向き合い、克服しようとす

る精神力)」「強い意志(難題に対し諦めることなく己の限界を突破しようと

する力)」「インスピレーション (心を揺さぶり、駆り立てる力 )」「公平(多様

性を認める力)」の４つの価値を重視し、オリンピックと同様に、パラリン

ピックもまた障がい者スポーツの最高峰とみなされるようになり、福祉的な

側面よりも競技的な側面に注目が集まるようになってきたそうです。  

 ここからは差別のない未来を感じ取ることが出来ます。  

 人は自分と違う事や、違う考え方を持つ人を偏見の目で見る傾向がありま

す。  

 それが自分にとってうらやましい物であれば尊敬、嫌な物であれば軽蔑、

いわば差別してしまいがちです。  

 パラリンピックを通して素晴らしい生き方や考え方をしている障がい者

の方を知る機会が増えれば、よりよい世界がいつか訪れるのではないかと思

います。  

 次に、身近な福祉について調べてみました。それは信号機であったり、横

断歩道、エレベーターに工夫がありました。  

 信号機はカッコウとヒヨコの２種類の鳴き声を使う事により、視覚障がい

者が、音によって自分が向かっている方向を判断できます。横断歩道には同

じく視覚障がい者が横断歩道を渡るとき、横断歩道から外れることなく道路

を渡ることが出来るよう、横断歩道の中央部に点状の突起でガイド(エスコ

ートゾーン)をつけています。  

 エレベーターには車いす利用者が使いやすいようボタンを低い位置に設

置していて、そのボタンは普通の時間より長めに開くよう設定され、後ろ向

きで降りやすいように後方確認用の鏡が取り付けられたりもしています。  

 私たち健常者が当たり前にしている事が、障がい者にとってはとても困難

であり、少しの工夫で障がい者が暮らしやすい世の中になるんだと改めて気

付かされました。  

 障がい者の生活は想像よりも過酷だと思います。その上周りから差別をさ

れるとより苦しい思いをするはずです。  

 今回この作文を書く事により、今後障がいのある方を見る機会があれば、

親切な手を差し伸べて優しい声をかけたいと思いました。  

  



「福祉活動をして」  

東高等学校 ２年  曽我部 華乃 

 

 私は中学２年のときに、老人ホームに職場体験に行きました。今まで福祉

などに関わった事がなく、職場体験はとても不安でした。そこの老人ホーム

では、お年寄りのお話を聞いたりお世話やお手伝いをしました。具体的に、

髪を乾かしてあげたり、日替わりであるゲームに参加したりしました。お年

寄りの方がしてくれたお話は、繰り返し繰り返し同じことをお話ししていて、

少し「さっきも聞いた話だ」と心の中で思っていました。お年寄りは言った

事を忘れて何度も同じ話をするのだと施設の人に聞きました。施設の人は嫌

な顔ひとつせずお年寄りの話を聞いていました。施設の人は、「ここにいる

お年寄りはみんな私たちの大先輩で、大先輩だから尊敬しないといけないし、

いずれ自分たちもこのお年寄りと同じようになって話をした事も忘れてし

まうかもしれないから優しくしてあげようと思う。」とお話ししていました。

まだ子どもの私には、お年寄りになった事は想像できませんが、大先輩なの

で優しくしてあげたいと思いました。その時はどのように対応したらいいか

分からなかったけど、お話を聞いてあげるだけでも喜んでくれることがわか

って、一生懸命お話を聞いていました。  

 私には祖父母がおり、祖父母もだいぶ年をとって話した事を忘れて、また

話をする事があります。そんな時でも何回も話を聞いてあげようと思いまし

た。職場体験で学んだ事を日頃の生活でも生かし、これも福祉なのかなと思

いました。福祉というと、難しく考えていましたが、身近に福祉がある事に

気がつきました。  

 この経験により、何が自分にできるか考えるようになりました。お年寄り

に対する事だけでなく、障がい者や困っている人に対して優しい気持ちでい

る事が一番大事なんだと思いました。福祉には優しい気持ちや思いやりの心

をもつ事が必要で、今まで福祉には関わった事がなかったと思っていたけど、

これからは出来る事を何からでもやるという気持ちで取り組んでいきたい

と思いました。  

  



「体験をしてみて」  

東高等学校 ２年  髙科 風月 

 

 私は小学校の頃に、老人の体の体験をしました。ヘッドフォンをつけて耳

を聞こえにくくしたり、サングラスをかけて目を見えにくくしたり、足や体

に重りをつけて体を動かしにくくしたりしました。こんなにも大変なんだと

いうことがその時、初めて感じることができました。  

 私のおばあちゃんは、今７０歳ですが、まだ仕事をしています。朝６時に

行き、夜は９時ぐらいまで仕事をしています。私のおばあちゃんは、すごく

働き者で絶対しんどいはずなのにしんどいと言いません。  

 しかし、私は体験してみて、こんなに体が言うことを聞かないのに、おば

あちゃんは、こんなに仕事をしているのかと考えると、すごくすごいなと思

いました。休みの日は日曜日しかなく、それ以外は毎日休まず働いています。 

 しかし、何年もその生活を続けていたせいで、背骨が３本も折れてしまっ

たそうです。年を取るごとに体の言うことが聞かなくなっていくと言ってい

ました。しかし、３本も骨が折れても、まだ働いているおばあちゃんはすご

いなと思いました。  

 高齢になっていくほど体が不自由になっていくんだなと思い、私は高齢者

が暮らしやすい世の中になればいいなと思いました。  

 例えば、高齢になると車が使えなくなるので、高齢者だけが使えるタクシ

ーみたいなのがあればいいなと思いました。働けなくなる人もいるのにタク

シーは高いと思うので、高齢者だけが乗れる少し安いタクシーがあればいい

なと思いました。  

 私も、この体験をしてみて、体の不自由さがわかったので、おばあちゃん

やおじいちゃんの手伝いをしたり、困っている老人がいたら手をさしのべら

れる人になりたいと思いました。とても貴重な体験をすることができてよか

ったです。  

  



「福祉」 

東高等学校 ２年  高島 菜奈 

 

 私はまず、福祉という言葉の意味があまりよく分からなかったので、辞書

で調べることにしました。意味は、しあわせ、幸福、生活の安定や充実、な

どがありました。福祉にはいろいろな問題がありましたがその中で最も気に

なった、児童虐待、不登校、非行について書きたいと思います。  

 今でも、たまに、テレビで児童虐待のニュースを目にすることがあります。

児童虐待がなぜおこるのか調べてみました。家族間のストレス、住居や経済

的な問題、親子の孤立などさまざまあるそうです。とくにひとり親の家庭が

多いそうです。ケアをしていくことは、大切だと思いました。たとえば、相

談にのったり話し相手になるだけでも気持ちが軽くなると思います。不登校

の子がいるということも、しかたないことだと思います。人には人それぞれ

の個性があるからです。でも、少しずつでも慣れていけるように、いろいろ

な制度を作っていくことも必要だと思いました。３つ目は非行です。非行が

おきないために私たちの住んでいる町はどのようなことをしているのか調

べました。非行防止教室などが開かれていました。このようにとりくめると

ころからとりくむのは、大切だと感じました。福祉と聞いた時の１番のイメ

ージがお年寄りの方です。今は、高齢者が、増えている日本で１番大切なの

が、高齢者へのケアとその高齢者の介護をしている人のケアだと思います。

私の祖母や祖父も曽祖母の介護にはとても苦労していたことを、幼いながら

ずっと見守っていました。私の曽祖母は認知症だったのでとくに物忘れがす

ごく、祖母がよく同じことを何回も繰り返し説明していたことをおぼえてい

ます。その時の祖母や祖父はつねに、つかれているように見えました。たぶ

ん、このようなことは、今増えていると思います。すこしでも、介護をする

人が、楽になるよう考えるのも大切だと思いました。  

 福祉とはまだまだ、問題があることがありますが、それをかいけつするこ

とが大切だと思いました。  

  



「福祉について」 

東高等学校 ２年  高野宮 萌七 

 

 福祉とは、生活困窮者、身寄りのない老人・児童、身体障がい者などに対

する公私の保護および援助。  

 私は福祉をよく知らないので、ネットで調べました。高齢者を介護すると

いう内容のものが多かったです。  

 小学生の時に習った社会で、少子高齢化という言葉を知りました。今は高

齢者が増えているらしいです。身寄りのない老人も増えてくるとなると、デ

イサービスの需要も増加すると思います。しかし、今の時期はコロナの影響

もあり、閉鎖するデイサービスが多くなっているようです。デイサービスに

行きたくないという老人もいます。理由は、気に入らない人がいるからとか、

気の合わない人がいるからなどの理由がありました。私は、デイサービスに

対して「デイサービスは老人たちが暮らすところ」というイメージを持って

います。しかし、老人たちにとっては、デイサービスは「社会に出ること」

今の自分でいうとおそらく学校に行くことなのかな、と思います。自分のイ

メージと本来のデイサービスはかなり違うものだと感じました。  

 デイサービスに行きたくないという理由には老人の方なりの考えがあり

ます。老人の意思を無視してデイサービスへ連れて行く人もいます。自分は、

もし両親がデイサービスを利用しなければならない時になったら、まずそれ

ぞれの意思をききたいと思っています。デイサービスへ行くことがどれだけ

老人にとって良いものだとしても、本人の意思を尊重しなければ嫌な気持ち

になってしまいます。 

 福祉は、相手を思いやることだということが今回福祉について調べたこと

によってわかりました。老人だけではなく、子供や障がい者の人たちにも、

全ての人たちが幸せになれるような、思いやりの心を持てるように、日々気

をつけてこれから生きていきたいと思います。  

  



「思いやり」 

東高等学校 ２年  高橋 夢羽 

 

 福祉とは高齢者への介助や思いやりだと私は思っていました。けれど全く

違いました。  

 実際には、福祉とは「しあわせ」や「ゆたかさ」を意味する言葉であり、

すべての市民に最低限の幸福と社会的援助を提供するという理念を指すこ

とだそうです。それを知って、とても驚きました。高齢者に対してではなく

市民全体に対しての言葉なのだと気づくことができたのです。  

 私は夏休みのオープンキャンパスに行ったときのことを思い出しました。

松山から新居浜へ帰る電車を待っている時に、点字ブロックを探している女

性の方がいました。その女性はサングラスをつけて、白杖を持っていました。

それを見て、私や友達や周りの人たちもよけて道をあけました。その後、女

性の前に点字ブロックを歩いてくる一人の男性がいました。その男性は、歩

きスマホをしていたので、前に女性がいるのに気付いていませんでした。最

後まで気付くことなく歩いていたので、とてもはらはらしました。女性の方

とぶつかりそうになる時に男性の方もギリギリ気付いたので、よけていまし

た。でも、周りでそれを見ていたおじさんが歩きスマホのことについて注意

をしていました。男の人も素直に謝っていたのでよかったです。おじさんが

注意してくれたから男の人も自分の行動を見つめ直して次から気をつけよ

うと思えたと思います。おじさんの行動のおかげで私はすごく心が温まった

ような感じがしました。このような出来事は福祉の中の「ゆたかさ」だと思

います。  

 私は、障がいをもっている人に対して迷いなくすぐに手を差し伸べられる

ようになることが必要だと思います。誰もが声をかけたり席を譲ったりする

勇気がでないと思うけど、少しの勇気で周りの人もいい気持ちになれます。

障がいをもっている人に対して他人事だと思わず、日本全体が明るくなりみ

んなが暮らしやすい、誰もが笑顔になれる環境を作っていくことができれば

いいと思います。  

  



「ちょっとだけの勇気」 

東高等学校 ２年  髙橋 蓮 

 

 まず初めに私は福祉とは何かと考えるところから入りました。インターネ

ットワークで調べてどのようなものなのか少しずつ理解していきました。  

 なので今回は私の体験談をもとに作文を書いていこうと思いました。今は

コロナの影響であまりボランティア活動が行われていないということはと

ても寂しいことだと思います。なぜなら地域の皆様と仲良くなる機会がなく

なるからです。交流を深め名前や顔を覚えてもらうだけで登下校の安心さや

お互い助け合えることができると思います。  

 私はかなり人見知りです。初めての方と話すときはとても緊張して喋りか

けられない事もあります。そんな私がボランティアを通して素敵な経験をし

ました。友達の誘いという何気ない理由で参加した私に優しく教えてくれた

り、馴染めるように楽しい話をして盛り上げたりしてくれました。怖い印象

だった方も今では登下校で会ったら少し立ち話をするようになりました。知

らない地域の方でもボランティアに参加することによってとても安心して

暮らして行けていると思います。  

 きっと仲良くなれないと思うのではなく、挨拶からでもいいので勇気をだ

してみてほしいです。高齢化社会の今だからこそ高齢者の皆さんから学ぶこ

とはたくさんあると思います。  

 だからボランティア活動に積極的に参加して交流を深めていっぱいお話

をしたらいいと思います。コロナが落ち着いてきたらまたボランティア活動

に参加したいと思っています。活動はしんどいですが、終わった後の達成感

と皆の嬉しそうな顔を見ると  

来てよかったと思えます。  

 最後に私は地域の人と助け合うことはとても大切なので目標にしていま

す。近所の人とは災害のときや何かの事故に巻き込まれたときに自分が助け

てもらえるような行動をしたいと心がけています。  

  



「周りの優しさ」 

東高等学校 ２年  田窪 晴空 

 

 私は、小学生の時にぜんそくにとても悩まされていました。ある日、咳が

止まらなくなってしまい、薬を飲んだりしても止まりませんでした。その後

も咳が続き、吐いてしまったりもしたので、病院へ行き２日入院することに

なってしまいました。入院することを聞くと、ものすごく不安になりました。

初日は点滴をしながら寝たきり状態でした。トイレに行きたくて目を覚ます

と、隣には母がいました。私が起きたことに気付き、「トイレに行きたい」

というと母は私が苦しくないようにゆっくりと起こしてくれて連れて行っ

てくれました。２日目は、朝起きると母は仕事だったのでいませんでした。

小学生の時のことなので携帯も持っていなかったのですることもなく、外を

見ていると、ドアが開き、いとこと祖母がお見舞いに来てくれました。ジュ

ースやお菓子、果物を持ってきてくれました。しかし、それらを持ってきて

くれたのも嬉しかったですが、私は来てくれたことが１番嬉しかったです。

その後は、いとこが話しかけてくれたりしてくれて、時間が短く感じました。

いとこと祖母が帰ると、また１人の時間が出来てとても暇になりました。気

付くと夜になっており、再び母が隣にいました。  

 私は、もし、周りの人が自分と同じ状況になってしまった時には、母やい

とこ、祖母が私にしてくれたように周りの人にしてあげたいです。曽祖父は

足が悪く、段差を登る時やしんどそうな時には、手伝ってあげられているの

で、今後も続けてあげたいと思いました。私はこの時の入院した体験はしん

どかったけど、個人的には良い経験になったと思いました。このあまり出来

ない体験を生かして、今後、祖母の手伝いや困っている人の力になれたらい

いなと思いました。私が老人になったら、めんどうをかける側になるので、

今、出来ることをしたいです。  

  



「災害のボランティア」  

東高等学校 ２年  田中 陸斗 

 

 僕は、テレビなどで災害の様子などをよく見ることがあります。その時に

僕はボランティア活動をしている人に目がいきます。  

 ボランティアは自分がお金をもらう事もできないですし、大変な活動だと

思います。そういった活動を積極的に取り組めることが大事だと思う。  

 僕が１番印象に残っている災害は、東日本大震災です。あの災害で何人も

の人が命を失ったり生きていたとしても家、家族などをなくしたり大変だっ

たはずです。そんな中に活躍していたのがボランティアの方たちです。  

 東日本大震災では多くの被害が起きました。地震だけでなく、津波が凄か

ったのがすごく印象に残っています。その大きな被害が起きた後に多くの人

が困ったはずです。そんな中ほかの人たちがボランティア活動などをしてい

ました。ボランティアは、誰もが自分にできる事に積極的に取り組むことな

ので、人のために動ける人は本当に簡単に見えて難しいことだと思います。

ボランティアはおもにお金をもらわずみかえりを求めないような人なので、

僕はそうはなれないと思う。  

 僕は人が困っていても誰かがなんとかしてくれると思うタイプなので、僕

に福祉関係の仕事はあまりむいてないのかなと思いました。でもボランティ

アはなんどかしたことがあります。人のためになにかできるというのはなか

なか気持ちのいいものだと思うから、なにか人のためになれたらと時々思う

ことがあります。  

 将来、どこかで災害が起きたりしてその時に自分にできることがあれば、

すすんで協力できるような人になりたいと思う。でも今は高校生なので、ほ

とんど何もできることがないですが、ボランティアなどするきかいがあれば

そのたびに自分からすすんでできる人になります。  

  



「今とこれからの福祉」  

東高等学校 ２年  田幡 勇海 

 

 世界では、さまざまな福祉があります。正直自分は、福祉といわれてもす

ぐにどのようなものが福祉なのか分かりませんでした。なので作品を書くに

あたって福祉とは何か調べてみました。すると福祉イコール「しあわせ」と

書かれていました。このことをふまえて自分はどのような事が福祉にあたる

のかを考えました。  

 まず実体験から言うと私は、市にある福祉センターという所に行ったこと

があります。そこで印象に残ったのは点字ブロックです。意外と自分たちの

身の周りにたくさんの福祉があることに驚きました。そしてまた私が調べて

印象に残ったのは、介護タクシーです。それは、介護が必要な人等が乗るた

めの少し大きいサイズのタクシーのことです。また多くの人が知っているユ

ニバーサルデザインも福祉の１つでもあります。  

現日本では、挙げたもの以外にもたくさんの福祉がありますが、どれだけ

の人々が福祉を知っていて利用できているのかがとても気になりました。福

祉イコール「しあわせ」であることには変わりはないのですが、その福祉を

受けられない人というのもこの日本には多くいるということを再確認しま

した。では、福祉を受ける人はどのような人がいるのでしょうか。多くの人

は、高齢者の人が使用しているイメージが強いと思いますが若い人も使って

います。この多くの人々の中には、先ほど書いたように福祉を受けられない

人々もたくさんいます。  

これらのことを現日本は改善していかないといけません。いくつかある中

でも私の中で改善するべきと思ったのは、山や都会から離れた地域への福祉

の拡大です。福祉を受けたくても家が田舎にあるため受けたい人がいるのに

受けられないのはとても心苦しいからです。また都会よりもスペースがある

ためよりよい福祉を受けると考えたからです。なのでこれからの日本では、

これらのことを改善することで多くの人がしあわせになると思いました。  

  



「もし交通事故が起こったら」  

東高等学校 ２年  丹 百花 

 

私の身近な人がもし交通事故にあい、寝たきりになったら、自分は世話を

出来ない気がします。とても大変だと思うし、ひとりでは出来ないことだと

思いました。  

 もし母が寝たきりになったとしたら、自分は家事をしなければなりません。

家族には父と弟がいますが、父は仕事をしているので家に帰ってくるのが遅

いです。弟は中３で受験生なのであまり手伝いが出来ないと思います。まず、

ご飯を作らなければなりません。自分は８時に帰ってくるので、帰ってきた

後に買い物に行かなければなりません。多分帰ってくるのが８時半になりで

きるのが９時ぐらいになると思います。それからご飯を食べて、宿題やお風

呂に入っていると、１２時ぐらいになると思います。そして、朝もご飯を作

らないといけないので、弁当もいるので、５時半には起きないといけません。

睡眠時間も無いし、忙しすぎて授業中もずっと眠いと思います。そして、洗

濯などもしないといけないので時間が全然足りません。そして、母のお見舞

いにも行かないといけません。母の服や荷物を持って、行かなければなりま

せん。とても大変になると思います。でも、うれしいことや楽しいこともた

くさんあると思います。うれしいことは、料理が上手くなったり、家事など

がたくさんできるようになるということです。将来のために役立つ事が多い

なと思いました。自分は 1 回も朝、昼、晩とご飯を作ったことはないので母

は本当にすごいなと思いました。母はとても大事な人なんだなと思いました。 

 もし、このような事が現実に起こった場合、私は実際に同じような行動を

取ることができるだろうか。そして、もし自分が同じように事故にあって動

けなくなったら周りの人は助けてくれるだろうか。そう考えた時、周りの人

との助け合いをしないということは断じてあってはならないことであり、自

分も周りに困っている人がいたら助けてあげようと思います。  

  



「福祉について」 

東高等学校 ２年  筒井 澪音 

 

 僕は、福祉について、中学校のときに福祉班に所属していて、福祉センタ

ーに行ったことがあります。そこで、福祉のことについてマナーや福祉セン

ターにいらっしゃる方々への気遣いを教えてもらいました。  

 今の時代、職員による虐待などが懸念されていますが、もし自分が職員の

立場だったら、その虐待の行為を見たら、絶対に止めると思います。そして、

虐待を無くすよう抗議をすると思います。しかし、どこで働いてもストレス

を抱えてしまうことは、仕方のないことです。ですが、そのストレスの方向

を高齢者の方々に虐待を行うのはどうかなと思います。もっと、他の方法が

あったのではないかなとニュースを見て思いました。  

 だからこそ、入居者とのコミュニケーションが大切なのだと気付きました。

相手との対話の中で、一番重要なのは、何を話したいのか、一番重要なのは

どんなことか、相手とのコミュニケーションをとることで、伝えたいことは

何かなど、相手に寄り添う心が大事なのだと教わりました。  

 福祉班は、また別の場所でも福祉活動を行いましたが、僕が印象に残って

いるのは「やすらぎの郷」です。やすらぎの郷では、聴覚や視覚が弱くなっ

ている人、高齢者等を始め、様々な方が入居されていました。僕達福祉班は、

入居者の人達と、あらかじめ用意しておいた風船やトランプ、折り紙等でで

きる様々なゲームを楽しんだ後に、僕達が「花は咲く」や「翼をください」

などを歌いました。すると、入居者達は拍手をくれました。僕は、入居者の

人達の拍手で胸がいっぱいになりました。僕達が、部活等の時間を崩してま

で作ったものが、「拍手」という２文字で報われたことはとても胸に響くも

のがありました。  

 今、自分たちがすべきことは、相手とのコミュニケーション、そして相手

への思いやりがこれから社会に出ていく上で、最も大切なことなんだと改め

て気付かされました。  

  



「心のバリアフリー」  

東高等学校 ２年  堤 小羽瑠 

 

 バリアフリーは意外と日常の中にあふれているものだ。電車のホームにあ

る点字ブロック、階段の手すり、スーパーやショッピングモールの駐車場に

設置されている優先駐車場。他にもたくさんあるだろう。  

 バリアフリーという言葉自体、耳にすることも多いと思うが、「バリア」

は英語で障壁（かべ）という意味。そしてバリアフリーとは、生活の中で不

便を感じること、様々な活動をしようとするときに障壁になっているバリア

をなくすことである。  

 バリアの種類は大きく４つに分けることができる。公共交通機関、道路、

建物において利用者に移動面で困難をもたらす物理的なバリア。社会のルー

ルや制度によって、障がいのある人が能力以前の段階で機会の均等を奪われ

る制度的なバリア。情報の伝え方が不十分であるために、必要な情報が平等

に得られない文化・情報面でのバリア。周囲からの心ない言葉、偏見や差別、

無関心など、障がいのある人を受け入れない意識上のバリア。私たちが普段

あまり意識していない場面にも多くのバリアが潜んでいる。  

 最初に述べたように、バリアフリーは日常の中にあふれている。  

 しかし１番大切なのは「心のバリアフリー」なのだ。心のバリアフリーと

は、バリアを感じている人の身になって考え、行動を起こすことである。そ

うすることでお互いの理解も深まり、支え合うことができるのだ。  

 例えば、電車でマタニティマークを身に付けている妊婦さんがいたら席を

譲る。店の前で車いすの人が段差に困っていたら声を掛け、手伝う。また、

点字ブロックの上を自転車で塞がない、優先席に座らない、などの普段から

の心がけも大切だ。  

 今までの自分の行動を振り返ってみよう。気づいていないだけで、自分の

行動が誰かにとっての「バリア」になっていないだろうか。お互いを思いや

り、理解し、尊重し、支えることで少しずつ「バリア」をなくせるかもしれ

ない。一人ひとりが常にそれを意識して、行動できたらいいと思う。  

  



「バリアフリーについて」  

東高等学校 ２年  壷内 菜々美 

 

 バリアフリーとは、対象者である障がい者を含む高齢者等が、社会生活に

参加する上で生活の支障となる物理的な障害や、精神的な障壁を取り除くた

め施策、若しくは具体的に障害を取り除いた事物および状態を指す用語です。 

 障がいのある人が社会の中で直面しているバリアには大きく分けて４つ

あります。１つ目は、公共交通機関、道路、建物などにおいて、利用者に移

動面で困難をもたらすことです。２つ目は、社会のルール、制度によって、

障がいのある人が能力以前の段階で機会の均等を奪われることです。３つ目

は、情報の伝え方が不十分であるために、必要な情報が平等に得られないこ

とです。４つ目は、周囲からの心ない言葉、偏見や差別、無関心など、障が

いのある人を受け入れないことです。  

 街中のバリアフリーには色々あります。例えば、エレベーターや駅のホー

ムドア、点状ブロック、案内サイン、多様なニーズに合わせたトイレの設備、

通路などにあります。  

 私は今回バリアフリーについて考え書きました。バリアフリーは身近に色

んなところであるんだなとあらためて考えられました。バリアフリーについ

て今回考えたことを、家族や友達にもおしえてあげたいと思いました。町に

ある、バリアフリーはだれかのやくにたっているので、はいりょして生活し

ていきたいと思いました。  

  



「高齢化社会」 

東高等学校 ２年  寺尾 彩人 

 

福祉、地域福祉という言葉は、僕自身かなり複雑かつ、抽象的な意味を持

っている言葉であると思っている。例えば、高齢者や、地域の人々へのサー

ビス的な意味を持つ福祉や、それにまつわる背景というのも福祉的な問題の

意味もある。それらの意味などをまとめたとしても、その中で今、一番問題

とされていて、その先更なる問題になると危惧されていると僕が感じている

のは、少子高齢化社会であると思っている。  

今の時代の日本の総人口は、約１億２６７１万人と言われている。その内

の高齢者の割合は、２７．７％で３５１５万人であると言われている。しか

もこの高齢者が占める割合は年々増加していて、この先も増加していくと言

われている。しかしその一方、日本の出生率は、年々減少していると言われ

ている。これが今の日本を取り巻く問題である少子高齢化社会の大まかな全

貌である。しかし政治家は人口に対する割合の多い高齢者に対する政策ばか

り進めていく。その中でも、高齢者に対する福祉サービスは医療などの面を

中心にして、様々なサービスが行われている。確かに高齢者に対する福祉サ

ービスは大事であると思うのですが、この先少子高齢化社会が進んでいけば、

本当の意味で日本は破綻の一途を進んでいくと思われる。  

それらの問題を解決するためには、様々な手段が考えられる。だが私が考

えた手段はいずれも、若者、高齢者のうちのどちらかに対して理不尽な手段

ばかりとなってしまう。なのでこれからの日本を導いていく存在である政府

には高齢者、若者のどちらに対しても得のある、最良の政策を打ち出して、

これからの日本を導いていってほしいと思う。そうでないと、世界的に見て

も、本当の意味で破綻の一途をたどっていくものだと思います。  

  



「高齢化社会」 

東高等学校 ２年  富永 姫華 

 

 ここ数年日本の労働環境は超売り手市場と言われ、飲食やＩＴなど多くの

業界や企業が人材不足に悩まされており、深刻な社会問題の１つとなってい

ます。特に介護業界では働き手が足りず、介護施設に何年も入居待ちが出て

いたり、サービスを続けることが難しくなってしまうことが多いです。その

一方で、高齢者が年々増えてきています。この問題は他人事ではありません。

なぜなら、今後日本は全人口のうち２７％が高齢者で構成される「超高齢社

会」になると言われているからです。このままでは日本の労働生産性が低下

し続けてしまい、もし介護業界の人手不足が解消されなければ、将来私たち

が高齢者になった時、十分な介護サービスを受けることが出来なくなってし

まう可能性もあります。  

 これらを防いでいくためには、今この状況をどうにかしないといけないと

思います。それで、いくつか対応策があることをネットで知りました。それ

は、介護職のイメージアップや、働きやすい労働環境の整備、外国人人材活

用などです。どれも実践していくことで、大きく未来が変わってくると思い

ます。私は今の状況のままではだめだと思っています。  

 私のおばあちゃんはまだ若いですが、毎日頑張って仕事をしています。で

もほとんど毎日仕事をしているので疲労がたまって倒れた事もあります。こ

のように高齢者がふえていく中で、若者が減り、仕事などもほとんど高齢者

になっていくのではないかと不安に思います。  

 今の高齢化社会、時代の大きな流れを即座に食い止めることは難しいかも

しれません。しかし、ある程度先を見越して想像し、この状況に対して、具

体的な対策を打つことが大切になってくると思います。私たちは皆、介護を

する立場、もしくはされる立場に必ずなると思います。その時に誰もが気持

ちよく老後を迎えられる世の中になるために、今自分たちが出来ることを最

大限に行っていくべきだと考えます。今、私たちが出来ることはとても少な

いと思います。ですが、未来がとてもいい方向に向かっていくことを願って

います。  

  



「福祉活動に参加して」  

東高等学校 ２年  中川 瑞希 

 

 私は、中学の時に、福祉活動で老人ホームで２泊３日の間、高齢の方の特

徴や、ヘルパーさんのお仕事について学びました。  

 私は、最初に訪問して、高齢者の方と話す時間がありました。その時に、

話してみて思ったことは、高齢者の方は、さっき私と話した話題や、応えて

くださった答えが何回も会話の中に出てくるということです。しかし、体験

の前に代表者の方からのお話を聞いていました。その話の中で、高齢者の方

は、何回か同じことを繰り返したり、聞いたりすることが多いから、そうい

う時でも否定せずに話に合わせてあげてねと教わっていました。なので、私

は同じ話に合わせて会話を進めていました。私と話をしてくださった人達は、

みんな優しくて、おもしろい人ばかりで話がしやすかったです。それに、心

が落ち着く感じがして、おだやかな感じになれました。  

 次に学んだ事は、車いすの扱い方です。私は、介護士の方々や、ヘルパー

さんがみんな軽々と車いすを運んでいる姿を見て、「車いすを運ぶことは簡

単なんだ」と思っていました。しかし、実際に動かしてみると、重くて力が

いるし、方向を変える時は、すぐ変えられるので違うところで曲がらないよ

うに腕に力がいるので、やってみて動かす自分がドキドキしながら運んでい

ました。そして、こんなに動かすことが大変な車いすを軽々やってのける介

護士さんや、ヘルパーさんたちはすごいなと思いました。  

 私は、この経験から介護士さんやヘルパーさんは、力がないとできない仕

事なんだと思いました。私の母が介護士なのですが、時々腰が痛いと言って

いる時があります。なので体力的にしんどいところもあるんだとわかりまし

た。しかし、そういう風にしんどくても入所者さんの世話をしてくれている

から、高齢の方々は安心して過ごしているんだと思うと介護士さんやヘルパ

ーさんたちには、尊敬しかありません。この体験から祖父母に対して思いや

りをもって、経験をいかそうと思いました。  

  



「今の社会」 

東高等学校 ２年  仲田 愛海 

 

 私たちの社会は今、高齢化社会になっており、大変な状態であります。大

人の数に比べて子供の数の方が少ない。つまり、今後の未来が不安で仕方が

ありません。それに、新型コロナウイルスの関係で仕事を失ってしまった若

者も多く、困っています。私は少しでも寄りそって考えられることができる

ような、そんな人になりたいと思いました。若者と高齢者が理解し合って共

存していける社会にしていきたいです。例えば、教育にお金をかけたり、バ

リアフリー化の実現をしたり、お互いが住みやすく、居心地の良い社会を目

指していきたいです。 

私の祖母がある時、「もう少しこの家に手すりがあったらいいなあ」と言

いました。確かに祖母の家は建ててから結構な年月が経っていたので、父に

言うと、「高齢者も住みやすいような家がいいよな。つけよう。」となったの

で、祖母の家に手すりをつけました。他にもバリアフリーの車をオススメし

たり、段差を減らしてみたりもしました。祖母も笑顔になっていて、私はう

れしかったです。私の身近には、公園なども子供が遊びやすい遊具や、安全

性のある遊具があって、とても子供にとっても楽しく、安心して遊べるので

はないかな、と思いました。人がみな平等に住めるようになるには、まず、

周りから変えていくことが大切だと改めて思いました。バリアフリーや、ユ

ニバーサルデザインを町でも発見してみようと思います。  

最後に、コロナウイルスの影響で、最近では中々、高齢者とのかかわりが

減ってきている私たちですが、高齢者と私たちがどうしたら共存していける

のかを考えて、少しでも寄りそって考えることでも十分だと思います。「私

には関係ない」「まだ先のこと」など他人事だと思わず、「自分に出来ること

はないか」を考えていけるような人になります。今の私たちがしなければな

りません。実施して、共存していこうと思います。  

  



「真のバリアフリーとは」  

東高等学校 ２年  永田 裕斗 

 

 僕は鉄道やバスが好きです。電車や路線バスに乗ることも多いです。だか

らこそ、最近インターネットで、とても気になるニュースがあります。地方

のバス路線の廃線、そしてコミュニティバスや「デマンド交通」への転換で

す。その事は問題も引き起こしています。  

 バス路線代替の目的で運行されるコミュニティバスや「デマンド交通」は

高齢者や子どもの利用を想定していることが多いです。  

 確かに、高齢者の利用は多いでしょう。しかし、本当に高齢者や子どもだ

けで良いのでしょうか？僕は疑問を呈します。  

 たしかに地方の路線バスは苦境にあります。モータゼネレーションのさら

なる進展、人口減少、運転手不足・・・。補助金で支えてもらっている所が

多い中で、自治体主導でコミュニティバスや「デマンド交通」などに転換さ

れるケースも後を絶ちません。それに加えて、新型コロナウイルスの流行や、

自動車メーカー主体のＭａａＳ・・・。これらの影響で地方の路線バスはさ

らに打撃を受けてしまっている状況です。  

 地方の路線バスで、高齢者は多く見かけます。しかし、それ以外にも利用

者はいます。単発的な利用もあるはずです。それらを無駄と切り捨てること

はその地域に気づかないうちに深いダメージを与えることに繋がります。地

方の自家用車依存を加速させるでしょう。  

 また、地方のバス路線代替の目的で運行される「デマンド交通」の多くは、

事前に予約が必要です。また、ほとんどは登録を必要とします。登録や予約

を必要とすることは、利用のハードルを上げ、間口を狭めることです。  

 これは公共交通の間口の広さを狭めて、利用者減を招く結果になりかねな

いことです。実際に、利用している人もそうでない人も、間口の狭さからく

る利便性の低さに不満を持っているケースも見受けられます。  

 僕は、誰もが路線バスを利用できることこそ、「バリアフリー」を体現し

ていると考えます。  

 その上で、いくつかやるべきこともあると思います。例えば、イメージの

向上に向けたプロモーションや社会貢献、利便性向上などです。  

 僕は路線バスに乗ったとき、等身大の自分でいられるなと感じます。自家

用車では分からない、徒歩ならではの風景や自然。そんな素敵な時間がとて

も好きです。  

 バスでの移動だからこそ分かることも多いです。必要な点を持っています。 

 だからこそ、僕は路線バスを維持していくことは大切だと思います。   



「福祉について」 

東高等学校 ２年  長野 隼翔 

 

 福祉について思うことは、僕は車いすの人とか目の不自由な人というのを

思いつきます。自分は車いすの人や目の不自由な人について差別することは

ないと思っています。  

 まず車いすの人がなぜそのようになったかというのを考えたときに、いろ

いろと理由はあると思います。１つは事故などでそうなってしまったとかだ

と思います。もう１つは生まれつきとかだと思います。そういうことで車い

すの生活になったので、それ以上に差別などをして人をきずつける必要はな

いと思います。でも差別とはわからないものがあるからしてしまうと思うの

で、こういう自分とはちがうということとして車いすであるということなの

で、わからないことは自分でしらべればいいと思いました。  

 次に目の不自由な人というのは、１つとして事故などでそうなったことだ

と思います。もう１つは生まれつきであったことなどがあげられると思いま

す。でもそういう理由だけで差別するというのはおかしいと思うし、そうい

う人たちはすでにきずついているということがあると思うので、さらに自分

たちのようなふつうの人々に差別などをされてきずつく必要はないと思っ

ています。  

 この２つのことでたくさん差別というのをいってきたけど、やはり差別は

とてもいいものではないし、それは１人の人を殺す最大の武器になると思い

ます。なぜ差別をするのかというのは、途中でいったようにそのことを知ら

ずにわからないという怖さがあるからと思っています。そもそも福祉とはし

あわせ、幸福、特に、「公的扶助による」生活の安定や充実、また、人々の

幸福で安定した生活を公的に達成しようとすること、となっています。つま

り人々がしあわせになるということなので、悲しむことのないことをしない

といけないと思います。なので、人をきずつけてしまう差別などは絶対にだ

めだと思うし、やってはいけないし、そんなことで他人をきずつけるのはい

けないと思いました。  

  



「一言で」 

東高等学校 ２年  永易 万里奈 

 

 私は小学校４、５年の頃、母が入院しており毎日病院に通っており、病院

の中に数人知り合いをつくることができました。母と同じがんを発病されて

いる人だったり、交通事故で体が不自由になってしまった人だったりといろ

いろな人と知り合うことができました。  

 その中で、旦那さんが交通事故にあってしまい、それ以来車いす生活を補

助していたおばあちゃんに出会いました。おばあちゃんとは私がお孫さんと

同じくらいの年で話すようになりました。この頃のおじいちゃんは、ほとん

ど寝たきりでしたが、お孫さんといろんな思い出を作りたいと、リハビリを

始めました。おじいさんだったのでリハビリも大変そうで、長い時間かかり

車いすを自分で運転できるようになっていました。おばあちゃんは、おじい

ちゃんのお世話などとても大変そうでした。  

 しかしおばあちゃんは、どれだけおじいちゃんのお世話が大変だったとし

ても、おじいちゃんのありがとうなどの感謝の言葉だったり、お孫さんが病

院にきてくれたりすることで大変さを忘れることができると話してくれま

した。その後、母が亡くなってしまい、私が病院に行くことはなくなってし

まったけれど、おじいちゃんはきっとリハビリをがんばって夫婦で笑って過

ごしているといいなと思います。  

 もしこのような出来事が私の家族などもっと身近な人で起こってしまっ

た場合、私は実際にあのおばあちゃんのように終始笑顔で同じ行動を取るこ

とができるでしょうか。そして、もし自分が同じように事故にあって動けな

くなったら自分の周りは助けてくれるだろうか。そう考えたとき、障がい者

だからや自分に得がないからいいやなど、周りの人との助け合いをしないと

いうことは断じてあってはいけないことだなと思いました。ある日突然、車

いす生活や寝たきりなど生活の仕方が変わってしまうのは、当人が一番大変

だと思うので、自分の周りに困っている人がいたら進んで声をかけてみよう

と思います。そして、周りの人に感謝の気持ちをはっきり伝えようと思いま

す。  

  



「さまざまな活動を経験して」  

東高等学校 ２年  難波江 龍生 

 

 私はこの夏休み、「福祉」という言葉を考える期間がありました。福祉と

は特定のだれかだけでなく、みんなが幸せになれるように取り組む活動や仕

組みのことをいいます。私は以前まで高齢者を支えてあげる行為のことだと

思っていました。しかし、本当は全ての人の幸せのためにできることだと知

り、福祉というのは１つのことだけではないというのが分かりました。  

 このようなことを知って、私が以前、夏休みにやっていたボランティア活

動も福祉に繋がっているんだと思いました。それは道路や水路の草引きです。

小学校のとき、毎週２日１００人くらいの児童や住民が集まって清掃をしま

した。私は道路の端にある草を引いていました。私はあの時「なんでこんな

めんどくさいことをしないといけないのか。」と心の中では少し思っていま

した。しかし、改めて考えるとこのような活動の中でも福祉の活動に入って

いるんだと感じました。  

 私が福祉活動をしてきて特に印象に残っているのは、中学校の授業の老人

ホームでの活動です。班に分かれて遊びを考え、入居者と一緒に遊びました。

私たちの班では「お宝探しゲーム」をしました。箱の中にあるたくさんある

紙の中から宝物を見つけ出すというシンプルな遊びでしたが、入居者を見て

みると凄く楽しそうにしていました。それを見て私は嬉しかったです。参加

する前と後では老人ホームに対しての印象がかなり変わりました。楽しく笑

顔にさせて高齢者を喜ばせることができて、福祉に貢献できたのではないか

と感じました。  

福祉は、人々が楽しく幸せに生活するために重要なことです。私たちは普

段から活動に貢献していかなければなりません。そのためには、高齢者との

交流や理解を広めて福祉の輪をもっと広げていかないといけないと考えま

した。  

  



「高齢化について」  

東高等学校 ２年  西 美紗希 

 

 今の日本は年々高齢化が進んでいます。その高齢化によって今までより介

護士がたくさん必要になっています。しかし、今は高齢者の人数に対して介

護士が少なくなっています。このままだと孤独死してしまう高齢者や介護疲

れで精神を病む人が増えてしまいます。  

 介護士の人手不足の原因は２つあります。１つ目は、仕事の大変さに対し

て社会的評価が低いということです。２つ目は、人間関係です。人間関係と

は、介護の現場は介護者や介護者の家族、医療機関スタッフと様々な人と関

わるため、他の業界に比べて人間関係やストレスを感じることが多くなって

います。この２つのことから、仕事に対するモチベーションが落ち、最終的

には仕事を辞めてしまう人がいます。  

 なので、介護士を増やすためには、働きやすい労働環境を整えると良いと

思います。例えば、ＩＴ・システムを導入することです。システムを導入す

ることによってシフト管理や勤怠管理がしやすくなり、大幅な時間短縮、工

数削減に繋がります。このように働きやすい労働環境を設備することは、離

職率の低下に直結してきます。  

 この対策では、お金をたくさん使わなければならないというデメリットが

あります。  

 しかし、働きやすい環境を作ることによって介護士を辞める人が減り、更

に介護士になろうとする人が増えるかもしれないというメリットがありま

す。  

 なので、介護士の減少を防ぐために社会的評価が低いのと人間関係があま

りよくないということを、働きやすい労働環境を整えることによって改善す

べきです。  

 新しい介護士を増やすためには、介護に特化した成果報酬サイトを利用し

たり、ネットやパンフレットで介護士の良さや、楽しさを伝えれば介護士が

増え、老人ホームに入れない人も減ると思います。  

  



「介護」 

東高等学校 ２年  橋本 結菜 

 

 今から７年前くらい、小学校中学年の時に母の仕事場で毎年イベントがあ

り、いつもそのイベントに行っていました。そのイベントは、お年寄りの人

とふれあうというものでした。一緒にご飯を食べたり、折り紙で遊んだり、

テレビを見て体操したり、ビンゴやお手玉などでたくさん遊んでいました。

その時に、私は当時小学生だったので、なんでおばあちゃんとおじいちゃん

が子どもがする遊びをしているのだろうか、本当に楽しいのかなと思ってい

ました。でも今思うと、大人とお年寄りは違うし、大人がすることをさせた

ら脳がなかなかついていけず、イライラしたり、楽しめないなと思いました。

そして、その遊びにも１つ１つ意味があることに気づきました。まず折り紙

やお手玉やビンゴは少し頭を使う遊びだと思います。そして、体操もお年寄

りにとっては必要なものだと思います。体を動かさなかったら、体がおもう

ように動かなくなったり、まず健康が悪くなると思います。そして１番思っ

たのが、みんなとても明るく笑顔だなと思いました。笑顔だと私もとても笑

顔になります。そして笑顔は人間にとって必要だと私は思います。逆に一緒

に遊んだりしている時に、怒ったり泣いたりしたら、悲しい気持ちになりま

す。笑顔だととても元気をもらえます。笑顔を見ることによってこのイベン

トに参加して良かったな、また来ようという気持ちになるといいと思いまし

た。  

私はこれを小さい頃から何回も体験してきたので、とても介護してみたい

とか、おばあちゃんとおじいちゃんがとても好きになりました。介護で一緒

に遊ぶことにより、笑顔が見られます。そういうことはすべて幸せにつなが

ると思います。こういう体験で福祉の仕事についてみようかなと思ったりし

たことがありました。遊んで、最後に笑顔でありがとうと言われたら、とて

もやりがいを感じます。あらためて福祉というものは人が人を幸せにするも

のだと私は思いました。  

  



「福祉について」 

東高等学校 ２年  畑 優弥 

 

 普段福祉の事なんか考えた事もないし、福祉の事を考えようと思ったこと

も無いので正直この作文にはろくな事は書けないんですけど、自分なりに福

祉について思う事を書こうと思います。まず、福祉について書こうとしても

福祉が何かぜんぜんわからなかったので、調べました。辞典によると、公的

扶助やサービスによる生活の安定、充足。自由の理。らしいです。難しかっ

たので他の辞典でも調べると、「人々の幸福」「幸せな環境」と書いてありま

した。自分は人間の道徳の延長線上にあるものかと思っていましたが、それ

以上に調べてみると、良い言葉で感動しました。  

 普段福祉と言えば、社会福祉や、福祉施設といった言葉の時にしか自分は

使いませんが、考えてみると社会福祉も無かったとしても人は生きていける

んだろうけど、社会福祉があるから、日本人は幸せに暮らしているのであっ

て、社会福祉があるから、日本は幸せな環境なんだな、と思いました。また、

福祉施設も、あることによって高齢の方などが安心して日本に暮らすことが

出来るので、福祉というものはとても大事なものであり、今ではなくてはな

らないものだと思いました。前述の通り、自分は普段福祉の事を考えること

はまったくなかったのですが、考えてみると日本は福祉のおかげで成り立っ

ているなあと思いました。  

 僕がこうして毎日学校に行けているのも、福祉のおかげがあるし、今後自

分の親などが福祉施設のお世話になることもあるかもしれないと考えたら、

もっと深く福祉の事について学ばないといけないと思います。近年は高齢化

が進み、福祉を必要とする人が増え、その福祉の事を支える人が少なくなっ

てくると思います。そういう時代であり、これから自分の親などが福祉を必

要とする僕たちこそがもっと福祉の事を真剣に考えていく必要があると思

いました。  

  



「会話のレパートリー」  

東高等学校 ２年  原 果乃香 

 

 私には難聴の祖父がいます。祖父とは一緒に暮らしていないのですが、祖

父は一人暮らしで車の運転をしないので、いつも一緒に買い物に行ったりし

ています。お店に行くと周りの音がいつもより大きく、普段以上に祖父との

会話が難しくなります。だからといって大声で話をすると、会話の内容は丸

聞こえになってしまうし、なにより周りのお客さんに迷惑がかかってしまい

ます。どうやって話をしようかと思った時に母が祖父とどうやって会話をし

ているか思い出してみました。母は祖父と話す時、いつも口を大きく開けて

手の動きをつけて話をしているということを思い出しました。私も意識をし

て話をしてみたらうまく伝えることができました。他にも楽しい時や、嬉し

い時にはいつも以上に笑ったり、わからないことがあったら手の動きをつけ

たりして話すようになりました。そして私は会話できるものは声だけではな

いということがわかりました。祖父と話をすることが増えて、今はとても楽

しいです。  

 祖父と買い物に行った時に、祖父が会計をしていて店員さんとやりとりを

していたのですが、今はコロナでみんなマスクをつけているので、会話がで

きていない様でした。だから私は祖父を助けようと思って店員さんと私が話

して、祖父にジェスチャーで伝えるということをしました。出かけた先で大

きなジェスチャーをすることに、まだ少し抵抗があるのですが、祖父が、「助

けてくれてありがとう、じいちゃん専用の通訳だね。」と言ってくれました。

私は、祖父の役に立てたことがすごく嬉しかったです。  

 私の住んでいる地域は、かなり高齢化が進んでいるのでコロナが落ち着い

てきて、地域の行事などに参加する時にはジェスチャーを使ったりして、上

手く交流していきたいです。  

  



「ボランティア」 

東高等学校 ２年  久枝 麗奈 

 

 私は高校生になってボランティアサークルに入りました。それまでは全然

興味がなく、ボランティアの経験があまりありませんでした。私のボランテ

ィアのイメージは、無償で手伝ったり、人を助けるということです。  

 ボランティアの活動で、小さい子ども達とお菓子をつくるお手伝いをしま

した。人数分の紙コップをわけたり、作り方を教えたりしました。あまり疲

れないかなと思っていたけどとても疲れました。みんなが同じスピードで出

来ているか確認したり、こぼしたり、どっか行ったりで目が離せませんでし

た。また子ども達と同じ目線で話すのは、腰が痛くなりました。普段、小さ

い子どもと関わりがなかったので初めは緊張したり、どうしようと少し焦っ

ていたと思います。しかし、私自身とても嬉しい気持ちになりました。子ど

も達の笑顔に癒されました。慣れてくると名前で呼んでくれたり、話しかけ

てくれたりしました。子ども達は好奇心旺盛でとても楽しそうでした。どん

どん作り進めます。失敗を知らないでいいなと思いました。私達の年齢にな

ってくると、失敗することを考えたり、慎重に進めたり全然違うなと思いま

した。  

 この活動を通して子どもとどう関わっていけば心を開いてくれるか分か

った気がします。自分も子どものようになり、楽しく、笑顔で接せば相手も

怖がることはないです。このボランティアはとてもいい経験になりました。

今は新型コロナウイルスの影響であまりボランティアの活動がないけど、あ

る時は積極的に参加しようと思いました。  

 ボランティア活動は、お金はもらえないけどボランティアを受けとる人た

ちからの、喜びや嬉しさは受けとることができると気づきました。私はこの

思いをたくさんの人に知ってほしいと思いました。そして、たくさんの人を

笑顔にしてほしいです。  

  



「バリアフリー」 

東高等学校 ２年  日野 藍 

 

 私は身近にあるバリアフリーについて考えてみることにしました。バリア

フリーは、多様な人が社会に参加する上で、バリアを無くすということです。

障がい者の人や高齢者の人がよりよく暮らしていくために必要な設備です。 

 街を見ていてバリアフリーがたくさんあります。車いすを動かすために、

段差があって危ないところはななめになっていたり、ケガをしている人や高

齢者の人が使う手すりがあったりと、さまざまなバリアフリーがありました。

人々がよりよく暮らすなかで、バリアフリーがあるのは、とてもいいことだ

と思いました。  

 けど、こういったバリアフリーはもし、自分がケガをしてしまったときに

ものすごく役立つと思います。足をケガしてしまったら手すりがかかせなく

なったりすると思いました。もしもの場合にも使えるのも、多様性がありす

ごいと思いました。  

 バリアフリーには、建物や交通機関などもあります。エレベーターや点状

ブロック、案内サイン、どれも日頃から見ているものばかりでした。  

 バリアフリーは建物や交通機関などの設備だけど、「心のバリアフリー」

というのもあります。心のバリアフリーとは、バリアを感じている人の身に

なって行動を起こすということです。様々なバリアフリーのある工夫に気づ

いたら、利用しやすいように配慮をすることがとても大切だと思いました。

車いすに乗っている人が段差で困ったりしていたら声をかけたり、電車に乗

っているときマタニティマークの人が目の前に立っていたら声をかけたり

することも良いことだと思います。まずは、その人の気持ちを考えることが

一番大事だと思います。今こうなっているから困っていることや、段差があ

りすぎることなど注目したら良いと思います。人に目を向けていくことが大

切なので、周りのことをしっかりみたいと思いました。  

  



「みんなの幸福が福祉」  

東高等学校 ２年  日野 聖之 

 

 僕は昔、小学校の授業で盲目の人達の状態を体験するために、アイマスク

をつけて歩きまわるというのをしました。隣に人がついて肩を持たせてもら

うのですが、視界が無さすぎて本当に不安で、階段などはこけそうな気にな

るほど恐かったです。実際にはこけませんでしたが。  

 おそらくたくさんの人が自分の聴覚や視覚が急に消失したらどうしよう

と考えたことがあると思います。正直、体の一部が機能しなくなるなんて想

像もつきません。いつか年を取るにつれて目も耳も脳もおとろえていきます

が、それも想像もつきません。特に不自由なく今まで生きてきた僕は、そう

いった感覚を失うことが、ある意味世界を１個失うような感じでとても恐い

です。こんな闇の世界を生きているような人がいることがとても驚きです。

今まで点字や手話など色々なものを学んできましたが、そういった物は本当

に大事だなと思います。やはり車イスや施設などの配備も大切だけど、そう

いった誰かとコミュニケーションを取れるツールが存在しているのが１番

良いことだと思います。  

 福祉は幸福という意味があるそうです。そして、その幸福は色々様々な

人々のみんなの幸福を意味するそうです。自分にとっての幸福もその中にし

っかり入っているのが、初めて福祉の言葉の意味を知った時にとても意外で

した。僕もその幸福の中に入っていて、自分の生きやすさも考えていいのが

とても良いなと思います。確かに誰かが幸福になることで自分も幸福になり、

自分が幸福になることで誰かが幸福になることを考えれば、全員が幸福にな

るということになり、福祉になるのだと思います。  

 僕は全然自分のまわりの生活で困ったことはないので、自分以外の人達の

まわりの生活を助けて、そして自分の生活も幸福にしようと思います。お年

寄りも、何歳の人でも、男でも女でも、みんなが幸福になるということが僕

の考える福祉だからです。これからはそういった考え方で日々生きていこう

と思います。  

  



「福祉の大切さ」 

 東高等学校 ２年  別府 慎介 

 

 この夏、部活終わりに、同じ部活の友達と「ばあばのお昼ごはん」に行っ

てきた。中はとても広く３０人くらい入ることのできる所だった。その日は

大雨で外に出ることのできない日だったが中は満員だった。だけど店員さん

はたどたどしい感じがした。まわりを見ていると、ポスターがあり、障がい

を抱える人たちなんだとわかった。ご飯は、カツカレーを頼んだ。カツカレ

ーを待っている間水をのんでいて、のみおわるとすぐに水を入れてくれた。

カツカレーがきたとき、スプーンを落としてしまった。するとすぐに、新し

いスプーンにとりかえてくれた。落とした瞬間に新しいスプーンをもらって

とても気持ちがよかった。カツカレーは野菜がたくさん入っていたりカツが

多くとてもおいしかった。このカツカレーが６８０円と、とても安くまたき

たいと思った。お会計のときも、笑顔で「ありがとうございました。」と言

ってくれて、気持ちのいい対応をしてくれて嬉しかった。  

 家に帰って「ばあばのお昼ごはん」について調べてみたら、障がい者の想

いと「ばあばのお昼ごはん」のコンセプトがあった。  

１、「この仕事をさせていただいている」という感謝の気持ち。今の自分が

あるのは、たくさんの方々の支えのおかげである。  

２、「お客様の命をお預かりしている」という使命感。誠実な判断、行動す

る。  

３、「会社の看板を背負っている」という責任感。会社以外の場所でも、責

任のある行動をする。  

４、「働いて生きていく」という強い強い決意。仕事が生きがいとなり自立

への意識を高める。  

５、「もっと成長したい」という向上心。何事にもチャレンジして、かつ楽

しく仕事をする。  

６、仲間を大切にする「利他の心」１人の１００歩ではなく、１００人の１

歩で前進する。  

 このコンセプトや想いを持っているからこそ満員の理由がわかった。  

今回、コンセプトや障がい者の想いを知ることが福祉を知ることだとわか

った。  

  



「まずは自分から」  

 東高等学校 ２年  星川 凜 

 

 私は、毎日電車で通学したり、遊びに行ったりしています。ある日、遊び

に行くために電車に乗っていたところ、１人のおばあさんが乗ってきました。

席を譲ろうとしたが、周りの人たちの席を譲らない雰囲気に流されて席を譲

れませんでした。その日はその事で頭がいっぱいで、あの時席を譲っていれ

ばと、とても後悔しました。  

 それから少したったある日、また電車を利用していると、次は１人の妊婦

さんが乗車してきました。次こそは席を譲ろうとしましたが、また勇気がで

ずにずっともやもやとしていたところ、１人の女子学生が笑顔で席を譲って

いました。それを見て、私もこの人のように周りに流されずに自分の意志で

人のためになることをしたいと強く思いました。私に大切なことを教えてく

れたその女性を私は今でも尊敬しています。  

 人のためになることを自分から進んですると決心して少したったある日、

また電車で１人のおばあさんが乗ってきました。ドキドキしましたが、「こ

の席どうぞ。」と、笑顔で声をかけることができました。おばあさんはうれ

しそうに、「ありがとう。とても助かるよ。」と、そう言って譲った席に座っ

てくれたのです。その時私は、今までずっともやもやしていたものが吹き飛

んでとてもすっきりしました。人助けをすると、こんなにも心が軽くなり自

分も相手も笑顔にするのを知ることができました。  

 それから、私は老人の方や妊婦さんなどに席を譲ることができるようにな

りました。私はこれからも困っている人を見かけたら、周りに流されずに自

分ができることをして少しでも様々な人の手助けになりたいです。そして、

たくさんの人に笑顔をつなげられるようなそんな素敵な人になりたいです。 

  



「地球のために」 

東高等学校 ２年  堀江 眞生 

 

 レジ袋の有料化にともない、エコバックを持参する人が増えてきていると

思います。地球環境を良くするために、できることはたくさんありますが、

大切なのは一人ひとりの意識だと思います。  

 今の地球の環境を作ったのは私たち人間なので、改善していくのも私たち

がやるしかないと思います。家庭科の授業でも、エコな暮らしをするために、

食べられる分だけ料理をしたり、好き嫌いなく食べて食べ残しをしないなど、

さまざまな工夫について学びました。大人だけが意識するのではなく、私た

ち世代も将来のことを考えながら暮らし、それを伝えていくことが、地球の

環境を良くするための道だと思います。それが一番の近道だと思うし、逆に

それしか方法はないと思います。今年の夏も異常な暑さだったりして、これ

も地球温暖化の影響で起きていることなので、対処していかなければならな

いと思います。これ以上、異常気象などが起きてしまったらどんどん暮らし

にくい地球になってしまうし、地球温暖化だけではなく、他にもさまざまな

ところで悪い影響につながってしまうと思います。また、ごみの分別なども

学校のルールがあるのに、適当にごみを捨てている人がいるので、そんな人

たちにも伝えていきたいです。今、やれることはたくさんあって、一人が頑

張って結果につながることはないけど、一人ひとりの心に地球のためにとい

う思いがあれば、少しずつでも変わってくると思います。だから、まずは家

庭内での取り組みを徹底して行い、そこから地域へと広がっていけたらいい

なと思います。  

 地球のためにやっていることは、未来で直接、良いようになってくれてい

ると思うので、そんな明るい未来を胸に生活していけたらいいなと思います。

また、ごみの分別や食べ残しをしないことなど、身近なことの中でもっとや

れること、工夫できることを見つけ出していき、そこから感じたことを周り

の人たちへと伝えていきたいです。  

  



「住みやすい町づくり」  

東高等学校 ２年  間﨑 妃那 

 

 私は、障がいのある人がより良く住めるようになるには、どのような工夫

が必要か考えました。  

 まずは、車いすや、歩くのが難しい人達にとって、生活しやすいように、

道路の整備をしたり、手すりをつけたりすると、少しは生活が楽になるので

はないのかなと思いました。足が悪い人は、手すりがないとつまずいてこけ

てしまい、大ケガに繋がる可能性があります。さらに、車いすの人は、道が

悪いと進みにくかったり、体を痛めてしまう可能性があるので、この事を改

善したら、少しでも障がいのある人への負担は減ると思いました。  

 次に、家の中のちょっとした段差や、階段をなくし、スロープに変えると、

負担が減ると思いました。家の中であっても、少しの段差があればつまずい

てこけてしまい、大ケガに繋がる可能性があります。なので、緩いスロープ

に変えたり、段差をなくしたりすることで、少しは生活がしやくなるのでは

ないかなと思いました。  

 この２つの事を改善するだけで、たくさんの障がいをもつ人達の生活への

負担を減らすことができると思います。パラリンピックで私は、卓球選手の

人で、口を使いラケットをくわえていた人を見ました。その人は、すごく強

いスマッシュを打っていてとても驚きました。誰よりも練習して今ここに立

てているのかなと思うと、普段の生活で少しでも楽をさせてあげられたらと

思いました。パラリンピックを見ると、いつも涙が出そうになります。障が

いをもって生まれてくる人や、事故などで障がいをもつ人もいます。それで

も諦めずに、上を向いて努力するのを見ていて、感動しました。  

 障がいをもつ人達が、これ以上負担にならないように、私達が身の周りを

変えなければなりません。少しでも多くの人に笑顔になってほしいので、こ

のことを改善していってほしいです。  

  



「福祉について考え思ったこと」  

東高等学校 ２年  松本 夢希葵 

 

 僕は小学校や中学校生活の半ばの時まで、福祉について考えた事がありま

せんでした。しかし、ボランティア活動の募集がきた時等は、積極的に参加

しようと思っていました。ボランティア活動をすると、地域活動ができて地

域の方々と様々な交流ができると思います。ボランティアは、自分の為にも

なるし、楽しく活動し、正しい福祉についての知識や技術を身につけられる

と僕は思いました。ボランティア活動をしていく事で、より暮らしやすい生

活を送る事ができると思いました。  

 僕はボランティア活動を積極的にしようと思っていたけど、用事や部活動

等がたくさんあり、数回ほどしかボランティア活動に参加することができて

いませんでした。なかなかボランティア活動の要項がこなかったのもあるけ

ど、きたらできるだけ参加したいです。ボランティア活動をする事は、とて

も大切だと思います。しかし今は、コロナウイルスがあり、感染がまた広ま

っていて、密集などが禁止になっているからボランティア活動がこなくなっ

てきて参加する事ができないので、コロナウイルスの感染がおさまってきて、

ボランティア活動の募集がきたら積極的に参加してみたいです。  

 僕は、ボランティア活動に１人で行くのが嫌で友達と行きたいけど、なか

なか時間も合わず積極的にできなかったので、今の高校生活の中で、１人で

ボランティア活動を行ったり、友達とボランティア活動を行ったりしたいで

す。  

 今回、福祉について考えたりして、改めてボランティア活動をする事が大

切だと思いました。そして、地域の方々と様々な交流をして、良い地域関係

を持って、楽しく活動したり、知識なども身に付けて、平和な暮らしをした

いと思いました。今回の福祉についての作文を書く事になって改めて考える

事ができよかったです。  

  



「体験を通して」 

 東高等学校 ２年  真鍋 天音 

 

 私は、今までに車いす体験や高齢者体験をしたことがあります。総合の時

間などに福祉センターから来てくださった人達に教わったのを覚えていま

す。  

 車いす体験では、自分が車いすに乗って動かす体験とペアの人の乗った車

いすを押す体験をしました。この体験をする前、私はすぐにできるようにな

ると思っていました。しかし、やってみると車いすが真っすぐ進まなかった

り、うまく曲がることができなかったりしてとても難しく、またこけたらど

うしようと不安と恐怖でいっぱいでした。段差を乗り越える時、何も言葉を

かけなかったら、乗っている人はびっくりしてしまいます。少しの段差や障

害物を避けるだけでも大変で怖い乗り物だと思いました。私はこの体験をし、

これから車いすを押すことになったら、乗っている人が少しでも安心できる

よう、声をかけたり、段差の所はゆっくりあげて、怖くないように安全に動

かしていきたいです。  

 高齢者体験では、色々な物をつけて外を歩きました。色々な物とは、重り

や少しくもったメガネやヘッドフォンなどです。高齢者の方は、目が見えに

くかったり、周りの音が聞こえにくかったり、体が重かったりという再現を

このような物をつけて体験しました。つける時は椅子に座ってつけていたの

で、まだ大丈夫だったけれど、歩いたりすると一歩踏み出すだけで、倒れそ

うになるぐらいでした。つえを持ち、外を歩くと、目も見えにくく、音も聞

こえにくいのですごく歩きづらかったのを覚えています。一人で歩くのは体

の負担もありとても大変でした。しかし、周りの人のサポートがあると、そ

れだけで全然違うなと感じました。私は、高齢者の方の大変さをこの時にす

ごく感じました。だから、祖父や祖母の体に少しでも負担をなくしてあげら

れるよう、サポートしたいと強く思いました。  

 このような体験をし、私は中学の時に色々なボランティアに参加してきま

した。私は、少しでも車いすの方や高齢者の方が住みやすい環境になってく

れたらいいなと思っています。そのために、私は小さなことからでもできる

ことをし役に立てたら良いなと思いました。  

  



「福祉について体験したこと」  

 東高等学校 ２年  眞鍋 早慧 

 

 私は、小学生のときに老人ホームでボランティア活動に参加しました。夏

祭り行事を行うということで、そのお手伝いに伺いました。老人ホームに行

ったのは初めてでした。ロビーには、手作りの神輿が作られており、それを

取り囲むように利用者の方が沢山いらっしゃいました。私の役目はまだ部屋

にいらっしゃった利用者の方を、ロビーにお連れすることでした。まず最初

に、Ａさんを迎えに行きました。Ａさんは、車いす利用の方です。夏祭りの

日をとても楽しみにしていらっしゃいました。施設の中にいると、四季の行

事を感じることが少なく、寂しく思うこともあったそうです。でも、ここの

職員の方は様々な工夫をして、施設にいながらも沢山のイベントを計画して

くれるので、とても有意義に生活ができるそうです。  

 次にＡさんの隣の部屋のＢさんを迎えに行きました。Ｂさんは、神輿を担

ぐ係のようで、この日のためにリハビリを頑張ってきたそうです。Ｂさんは

この後、職員の方と一緒に神輿を担ぎました。とても生き生きしていました。

終わった後は、来年もまた参加できるように、これからもリハビリを頑張る

と笑って帰って行かれました。  

 私は、この２人と触れ合い、話をして、老人ホームの印象がとても変わり

ました。ボランティアに参加する前は、もっと暗い雰囲気なのかと思ってい

たからです。でも、ここの施設の方は、皆生き生きしています。毎日の生活

をどうすれば有意義なものになるのか、どうすれば楽しいものになるのか、

利用者の方、職員の方がそれぞれ考えて行動しているようでした。何より、

祭りに参加する利用者の方がとても楽しそうでした。私がお手伝いできたこ

とは、とても嬉しいことでした。なので今度は、私自身が利用者の方に笑顔

を届けられるようにしたいと思います。  

 

  



「エコバック」 

東高等学校 ２年  眞鍋 未羽 

 

 私はあまり福祉について考えたことがありませんでした。考えたなかで一

番身近な福祉はエコについてだと思いました。  

 昨年の７月からレジ袋が有料化されました。私の母は以前からスーパーで

の買い物は自分のカゴを持って行っていました。でも、コンビニや薬局では

レジ袋を使用していました。有料化されてからしばらくはマイバックを持参

しての買い物をしていました。その様子を見て私が思ったことは、みんなが

このように意識して行動しているから、このままいけばゴミ袋による環境汚

染問題も少しはましになるんじゃないかなと思っていました。でもだんだん

日が進むにつれて、エコバックを忘れてしまったり、持ってきたバックに入

りきらないときが出てきました。そうすると、「たった数円だし。」という気

持ちからレジ袋を購入することが多くなっていきました。購入したレジ袋は

ゴミ袋としてや、日常で必要になったときなどに使うことができるので、エ

コバックを持ってきていてもレジ袋を購入することも多くなっていきまし

た。でもこういうことが増えてはいけないと思います。日本全体でこのよう

にレジ袋有料化が実施されるということは、環境破壊がよほど進んだピンチ

な状況だからこそ実施せざるをえない現状なのかなと思います。もしそうで

あるのなら、私１人が面倒くさいからなどの理由でレジ袋を購入するという

行動でさえ見直さなければならないと思います。中学生のときの英語の教科

書にもレジ袋を作ることによってともなう環境問題がのっていたり、この問

題は今もうすでに深刻に考えるべき現状にあるんじゃないかと思います。そ

う思うと私１人の行動だけなら何も変わらないと思うのではなく、私１人の

行動で環境破壊を少しでも止められるかもしれないという考えが大切だと

思いました。すぐに行動にうつすことは難しいけど、家族にエコバック持参

を呼びかけるなど、小さなことからでもできることは多いので、自分のでき

ることからやっていきたいです。  

  



 

「福祉作文」 

東高等学校 ２年  宮本 樹希 

 

 私は、福祉に関わった経験がほとんどありません。  

 中学生の時に何度かボランティア活動に参加しましたが、学校行事で強制

的に参加させられたものだったので、正直ボランティアというより強制労働

でした。ですが、それでも学校行事なので、がんばってやりました。  

 ボランティアの内容は、ごみ拾いや、草ぬき、資源回収などのさまざまな

活動をしました。  

 ボランティア活動は、夏の日ざしをあびながらすることが多かったので、

とてもつらいものでした。なぜ、僕達がこんなことをしなくてはならないん

だとなんども思いました。けれど、行事なので強制的にやらざるをえません

でした。  

 私は、ボランティア活動をしていて、感謝されたことがないので分かりま

せんが、積極的にボランティア活動や、福祉活動に参加している友人がいま

す。その友人が体験した話では、２泊３日で老人ホームに行って介護の体験

に似たものができる活動があるらしく、それに参加した友人がその活動の中

でその友人が担当していた老人に「ありがとう」と言われたらしく、それは、

とてもうれしいものだったというのを聞きました。  

 このような経験を私はしたことがないので、福祉への関心はほとんどない

ですけど、この友人のようにもしも自分の目の前で困っている人がいたら自

分ができるだけのことをして助けようと思いました。  

 私は、これから福祉やボランティアに関わる事があると思います。関わる

事があるといってもたぶん数えるほどしかないと思いますが、その中で、私

ができるはんいで努力し、できることをやってもし自分が事故にあって動け

なくなったりした時に助けてもらえるように僕も困っている人がいたら助

けたいと思います。  

  



「笑顔」 

東高等学校 ２年  村上 暖奈 

 

 私は「福祉」と聞いて、お年寄りの方が思いつきます。お年寄りと聞いて

私が１番に思いつくものは老人ホームです。  

 私の家の近くには老人ホームがあります。老人ホームとは、老人を入居さ

せ、食事の提供や入浴・排泄・食事などの介護、洗濯・掃除等の家事の供与、

健康管理のうちの１つ以上のサービスを提供してくれている施設です。国や

地方自治体など公的な団体が運営する「公的施設」は５種類あり、その中で

私が耳にしたことがある施設は２つあります。１つ目は、養護老人ホームで

す。ここは、経済的な理由で在宅サービスを受けることのできない方が入所

でき、介護が必要になると退去しなくてはならない所です。２つ目は、特別

養護老人ホームです。ここは、寝たきりや認知症など、介護度の高い方が入

所でき、終身利用が可能となっている所です。  

 私の家の近くにある施設は、グループホームという所で、６５歳以上の認

知症をもつ方のための施設で、専門スタッフさんのサポートのもと、可能な

範囲で役割を持ち自立した生活を行います。少人数で環境の変化対応が難し

い認知症をもつ方が穏やかに暮らすことができるように環境が整えられて

いる所です。  

 私は、「老人ホーム」と聞いて、あまり良い印象を持っていません。私が

思う老人ホームは、暗くて息苦しくて、お年寄りの方もスタッフさんも暗い

雰囲気のところです。よく、老人ホームに入りたくない人が娘や息子にたの

まれて強制的に入居させられているというのをドラマで観たりするからだ

と思います。でも実際には違っていて、老人ホームは明るい雰囲気のところ

です。近くのグループホームの前を通る時に見ると、おじいちゃんおばあち

ゃんが笑顔で楽しそうなところをよく見かけます。  

 私は、もっと老人ホームを利用する人が増えていくといいなと思います。

明るく元気に毎日を過ごすだけで生きがいになると思います。見ている方が

元気をもらうほど楽しそうで、将来お年寄りの方とふれ合う機会があれば、

笑顔を届けられたらいいなと思います。そんな人になりたいです。  

  



「奉仕活動を通して」  

 東高等学校 ２年  持主 晃成 

 

 僕は中学生の頃、中学校の駅伝活動に自主的に参加していました。この集

団自体、直接福祉に関係があるか、と言われるとそうでもない気もしますが、

なぜかこの集団は、地域中のボランティア活動に参加していました。中でも

特に記憶に新しいのが、河川敷のゴミ拾いです。夏祭りの後日に行われ、そ

れは沢山のゴミがあふれかえっていました。駅伝という活動をしていなけれ

ば、縁もゆかりもない事でした。早朝に行われていた為、前日のゴミも多く

残っており、大変でした。その時、ランニングをしていた１人のおじいさん

に、「朝早くからありがとねぇ。」と、言われました。今まで駅伝という過酷

な活動をしていて初めて報われた気がしました。ゴミ拾いという小さなこと

ですが、誰かのためになったと実感することができました。  

 そしてもう一つ、記憶に残っているものがあります。院内コンサートです。

これも中学校の時の話で、僕が所属していた合唱隊が行っていたものです。

毎年、近くの病院に行き、コンサートを行うというものです。コンサートと

言っても小規模なものです。それでも病院にいる人達にはとても好評で、み

んなすごく喜んでくれました。前の話とは違い、今度は直接的に関わり、人

を笑顔にするというものでした。どんな形であろうと、誰かを喜ばせるのは

素晴らしいことだと、改めて思いました。  

 これらの活動を通して学んだことがたくさんあります。１つはボランティ

アの重要性です。どんなに小さなことでも喜んでくれる人がきっと居ます。

そんな人達の為にも、たくさんのボランティアに参加したいと思います。そ

してもう１つは、人に見られていないことも、実は誰かの役に立っていると

いうことです。これらの学びを生かし、これからの学校生活、私生活で多く

の人を笑顔にしていきたいです。そして少しでも多くの人が、自分のことだ

けでなく、他人に関心をもてるような世の中にしていきたいです。  

  



「福祉とシルバーさん」  

東高等学校 ２年  守谷 元希 

 

 まず初めに福祉とはどのようなものなのでしょうか。福祉とは「しあわせ」

や「ゆたかさ」を意味する言葉であり、「すべての市民に最低限の幸福と社

会的援助を提供するという理念を指す」という意味を持つ言葉だそうです。

だけど私が抱いた「福祉」のイメージとは違うものでした。「福祉」と聞い

て、ぱっとおじいちゃんやおばあちゃんの姿を思い出しました。そんなおじ

いちゃん、おばあちゃんと関わりがある福祉とは何かと考えたとき、「シル

バー人材センター」というものを思いつきました。  

 シルバー人材センターというのは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法

律に定められた、地域毎に設置されている高年齢者の自主的な団体です。そ

の団体で働く人をシルバーさんと呼びます。そんなシルバーさんを初めて知

ったのは、私が小学生の頃でした。  

 私の住んでいる地域の近くでよく色んなお祭りがありました。規模は小さ

かったけど、屋台が立ち並んでいて、中には踊っている人もいました。その

ときの私はまだ幼く、今も変わらず甘いものが好きで、綿菓子の屋台に並ん

でいました。いざ自分たちの番になったときにちょっとした機械トラブルが

起きてしまいました。ほんとにすぐ直ったけど待たせてしまったからと、綿

菓子を作ってくれていた数人のおじいちゃんとおばあちゃんが優しい笑顔

で気さくに、沢山綿菓子をサービスしてくれました。そのおじいちゃんとお

ばあちゃんがシルバーさんだというのを母から知りました。とてもいきいき

とした表情で働いているのを見ると、私たちまで元気になれました。  

 そんなまだまだ若々しく活気あふれるおじいちゃん、おばあちゃんがもっ

と暮らしやすく、楽しく交流する為にも、このシルバー人材センターは存在

し続けているんだなと思いました。また、そんな元気いっぱいのおじいちゃ

ん、おばあちゃんが健康でハツラツとした姿で生活していく為にも、福祉施

設を充実させたり、人との交わりの場を設けることは大事なことなのではな

いかと思います。そのためにも、まずは私たちがおじいちゃん、おばあちゃ

んの支えになれるようにしたいと思いました。  

  



「高齢化社会」 

東高等学校 ２年  安川 駿太朗 

 

 現在、日本は超高齢社会に入っており、今後も早いスピードで高齢者人口

が増加することが予測されています。そこで高齢者の介護や福祉のあり方が

大きな課題となっています。  

 高齢化社会の進むなか、問題の１つとして医療の発達が欠かせないと思い

ます。しかし、高齢者の数が増加するということは、医療従事者の不足、ま

た介護士の不足が問題になると思います。さらに、今全国で流行している新

型コロナウイルスによって、高齢者、若者問わず死亡する可能性があること

から、高齢者の看護などが充分にできておらず医療崩壊が起きていると言え

ます。ただでさえ、少子高齢化社会を向かえているのに、コロナウイルスが

長期間にわたって流行していることによって、高齢者の方を充分に看護でき

ないだけではなく、ウイルスでも死亡する可能性が高いのはとても危ないこ

とだし、ますます日本の超高齢社会が進むに違いないのだろうと思いました。 

 そして、高齢者が増加するということは、国民医療費の占める割合がどん

どん高くなるということです。コロナウイルスにより、現在の日本は医療崩

壊を起こしていますが、コロナウイルスが収まったとしても、高齢者の増加

イコール医療費の増加が伴うことになるので、このままでは医療崩壊は避け

られないように感じました。  

 日本の平均余命については年々高くなっているけど、それによって認知症

高齢者の増加も伴い、高齢化社会は止められないのかなと思いました。今後

の人口構造の急速な変化として、２０３０年までは１億人はいるという予測

をしていますが、２０６０年には８０００万人と１億人をきってしまってい

ます。これをみると、日本の少子化はもちろん、高齢化社会をむかえている

ことがよくわかりました。  

 これからの日本に必要になってくることは医療技術の発達や看護を全て

の方が行うことのできる社会にすれば、医療崩壊を防ぐことができると思い

ます。簡単なことではないけれど、コロナウイルスに関しても医療従事者の

方には頑張ってほしいです。  

  



「普通」 

東高等学校 ２年  柳田 虹 

 

 私は障がいをもっている人たちに対して、日本はお節介を焼きすぎている

し、自分のことを自分で決める権利がないのではないかと考えています。  

 障がい者に対して「健常者と比べて何か欠けているような人」だととらえ

る人はこの世界中にたくさんいると思います。ですが、私はそう思いません。

例えば、「目が悪くてメガネをかけている人」も、障がい者かもしれません。

目がよい人は、自らの視力と対比することができないし、ただの「メガネを

かけている人」だとしか思いません。でも、弱視や目の病気などでメガネを

かけている人もいます。そういった人たちは、私たちが分からないところで

治療していて、よく見える人と同じようにしようと苦労や努力をしているの

で、むしろ尊敬すべきではないかと思います。  

 まだ日本では、「障がい者は身体のパーツなど、どこかが欠落しているも

のである」というような考え方を捨てきれないと思います。ですが、障がい

者であってもその度合いは人によって違うし、必要としているサポートの数

もたくさんあると思います。なので、私は「障がい者にはサポートが絶対必

要である」という考えは雑なような気がするし、一緒に生活していく上では、

障がいがあるかないかは関係ないと思います。  

  



「ワークキャンプでの経験」  

東高等学校 ２年  山内 悠花 

 

 中学１年生の夏休みに、老人ホームに２泊３日行って福祉について学ぶ

「ワークキャンプ」に参加したことがあります。当時は職業体験のような気

持ちで行ったけど、今思い返すと大事なことを職員の方々が細かく教えて下

さっていたなと感じます。  

 最近ニュースで取り上げられていた老人ホームで介護職員の方が虐待を

していた事件を目にして、怒りが湧いてきました。ワークキャンプに行った

際、職員の方々はおじいちゃん、おばあちゃんと言いながらも、自分達より

何十年も生きてきた大先輩としての尊敬の念を持って接していたことが１

番印象的であったからです。  

 施設に行って、初めの方に説明があって、その後に実際に自分達が食事を

出したり、掃除をしたり、縁日のお手伝いや髪を乾かしたりもしました。  

 私が想像していた老人ホームは、食事が付いたホテルのような感じでさび

しいイメージだったけど、職員の方と楽しくおしゃべりしたり、デイサービ

スで施設に来る人と交流があったり、縁日のように沢山行事が行われていた

りして、とても充実した生活を送っていました。まるで施設の一つ全体が家

族のような温かみがあって、思わず自分もニコニコしていました。  

 普段の生活ではしないことを体験するので、もちろん下手だし手際も悪く

て迷惑をかけてしまったはずなのに、おじいちゃん、おばあちゃんは笑顔で

「ありがとう」の言葉をかけて下さって、凄く助かったしモチベーションが

上がりました。  

 「ありがとう」や「頑張れ」という言葉が職員の方々を明るくさせ、施設

内の雰囲気がほっこりしているんだなあと思いました。  

 ワークキャンプで体験したことは、将来の職業選択の幅が広がったし、社

会的にも自立する助けにもなったので、理由はどうであれ体験してよかった

と思いました。  

  



「福祉って結局…」  

東高等学校 ２年  山内 芽依 

 

 一見みなさんは「福祉って何？」と人に聞かれて正確に答えられる人は少

ないと思います。私も福祉について作文を書くとき１回ペンが止まりました。

そこで電子辞書をつかって調べてみると、福祉とは『人の幸せである』『人

がよりよく生きる』という人間中心の言葉が出てきました。私はここで思っ

たのが、本当に人間だけが幸せである世の中で良いのか？と思ったのです。 

 確かに障がいのある方や普通の暮らしを送ることができていない方々に

社会的援助をすることはとても良いことです。近年には障がいのある人も普

通に暮らし、地域の一員としてともに生きる社会作りを目指して、障がい者

福祉サービスをはじめとする障がい保健福祉施策を推進しています。市民に

最低限の幸福を提供する面ではすばらしい理念だと思います。しかし、それ

では地球上のすべての生き物にとっての天国とはいえません。  

あるニュースで飼っていたペットを自分のストレスが原因で殴ったり、蹴

ったりしたことでその犬が歩けなくなってしまうぐらいに暴力を振るわれ

ていました。人間の感情やストレスだけで動物たちが苦しむのはおかしいこ

とです。愛犬を飼っている私からするとこんな世の中は到底おかしいことで

す。そこでスマホで福祉の後ろに動物といれて検索したところ、動物福祉と

いう言葉がでてきました。この動物福祉を見る前は福祉は人間にしかないも

のだと勝手に考えていましたが、動物にもしっかり福祉があって本当にうれ

しかったです。ですが、私のように動物福祉という言葉を聞いたことがある

人が少ないということです。まず知ってそれから行動にうつせるかどうかで

す。例をあげてみると、ペットショップに並ぶかわいらしい子犬たち。あれ

がもし人間だったら、我が子がショーケースに入っていることになる…。繁

華街にあるフクロウカフェやハリネズミカフェ、行ってみたいけど夜行性の

動物ですよね。それって動物にとって、イイコト？普通に暮らしていても、

ふとしたときに気づくかどうか、おかしいと思えるかどうかは「知ること」

へのキッカケなのだと思います。知らなければ、それが当たり前でそのまま

スルーとなってしまうのです。問題を知って私はまず今一緒にいるペットを

大事にしたいです。  

 初めに戻り題名の謎が解けました。『福祉って結局、地球にいる全ての生

き物にとっての幸福だと』  

  



「コロナ」 

東高等学校 ２年  山口 瑚乃華 

 

 私達は、今、コロナのせいで不要不急の外出ができない状況になっていま

す。そのために、普通に遠くに遊びに行くことや、旅行に行くこと、たくさ

んの事ができなくなってしまい、とても辛いです。そこで、コロナはいつな

くなるかわからない中、ずっと家にいるのもしんどくなってしまいました。 

 今まで当たり前にいろんな所に遊びに行き、旅行に行き、たくさんの事を

して過ごしてきました。最初は、学校が休みになったりしたことは嬉しいと

思っていました。遊びに行ったらダメなのも最初のうちはがまんできていた

けど、１年以上たつ今になってみたら、ずっと家にいるのもしんどく感じて

きて、いやになってきました。いつ前みたいにマスクをはずして、普通に過

ごせる日々がくるのか不安になっています。学校では、ずっとマスクをしな

いといけなくて、とても暑いし本当にいやになります。弁当も自分の席で前

を向いて静かに食べないといけなかったりなど、今までの当たり前と感じて

いたことが当たり前じゃなくなって、前の生活がとても幸せだったのだとい

うことに気づきました。  

 私はコロナが終わったらしたいことがたくさんあります。まず旅行に行き

たいです。東京、大阪、沖縄など色んなところに行きたいです。そして、友

達と色んなところに遊びに行って、楽しいことをたくさんしたいです。  

私が中学３年生の時にコロナが始まって、日本でも多くの人がコロナにな

りだして、色んな事が中止になり、卒業式も普通にできなかったことを思い

出しました。とても辛いことがたくさんあって今もそれが続いています。本

当に早くコロナというものが終わってほしいです。  

 今までは、学校に行くこと、友達とたくさん遊ぶことがあたり前で、色ん

なことから逃げていたときもありました。しかし、今は生きていられるだけ

で幸せで、楽しく生活できるありがたさを大切にし、このコロナの時期があ

るから気づけたことなので、これからもこの気持ちを忘れずに過ごしていき

たいです。  

  



「一人の幸せ」 

 東高等学校 ２年  山田 愛莉 

 

 「福祉」と聞いて、私は高齢者や障がい者を対象にした何か特別なことだ

というイメージがあります。実際に、学校の授業でも福祉について学ぶ機会

があり、目が見えない人の点字ブロックや盲導犬、耳が聞こえない人の手話

などについて学びました。  

 そこで、福祉の作文を書くにあたって福祉とは何か調べ、自分なりに考え

てみることにしました。  

 「福祉」とは、「幸福」と同じ「しあわせ」を意味する言葉です。しあわ

せと言っても福祉と幸福には違いがあると思います。「幸福」は一人ひとり

の求める幸せであり、「福祉」は一人ひとりの集まる社会全体の求める幸せ

であると考えました。社会を構成する一人ひとりが幸せならば、社会全体も

幸せであり、社会全体が幸せならば、社会を構成する一人ひとりも幸せであ

ると考えられます。だから、私には社会全体を幸せにするという大規模なこ

とは簡単に出来ませんが、身近な人一人ひとりを幸せにしようと思いました。 

 私に出来ること。そこで、私たち１０代の身近にあるもの、インターネッ

トが有効的だと思いました。今の時代、手軽に情報が手に入れられる反面、

使い方次第では、事件や犯罪に巻き込まれるきっかけになります。それらを

踏まえて、メリットを最大限に活用でき、誰もが手軽に使えるインターネッ

トを利用することは私たちの世代だから出来ることだと思います。そこで、

アンケートに答えることで支援金が送れる活動に参加しました。アンケート

に答えるだけで「全ての人が適切な医療を受けられる」活動をしている団体

に、運営会社から支援金（１０円）が送られるというものです。たった１０

円で何が出来るのかと思う人もいるかもしれません。しかし、３人が参加す

れば栄養治療食で救われる命があります。一人の思いやり、たった１分程度

の行動で命を救うことが出来ます。とても些細な行動が誰かを救い、幸せに

するという事実に強く心を打たれました。  

 今回、福祉の作文を書くにあたって「しあわせ」について深く考え、今の

私に出来ることを実行する良い機会になりました。この考えや活動を広める

ことも、またインターネットで簡単に出来ます。今後、他の活動にも参加し

て、一人でも多く幸せになれるよう私なりに考え行動していこうと思います。 

  



「自分の考える福祉」 

東高等学校 ２年  山田 琉斗 

 

 まず、福祉と聞くとパッと思い浮かぶのは介護でした。しかし、調べてみ

ると、すべての市民に最低限の幸福と社会的援助を提供するという理念を指

す言葉でした。１度福祉センターに行ったことがあります。そのときに平和

の像というのを見て、考えをしっかりと改めることができました。また、そ

の時にお年寄りの人の体験もしました。視界が見えにくかったり、体におも

りをつけたりしました。かなり動きにくく体の自由もききにくくて、毎日は

とても大変だと思いました。  

 生きていく中で高齢の人や体の不自由な人、また、障がいのある人など、

特定の人が生活しにくいのは良くないと思います。世の中で誰でも使いやす

いものはあるけれど全てがそうではありません。しかし、全てをそういうも

のにするには時間もお金も労力もたくさん必要になってしまいます。  

 全ての人が使いやすいものではなくても、周りの人たちが気づかいをして

いれば、高齢の人や障がいのある人や体が不自由な人も全てまではいかなく

ても、ある程度不自由は減ると思いました。町で見かけたりしたら何かでき

ることがないかや、何か手伝いができないか考えたりすることが大事だと思

います。また、体の不自由な人や高齢の人、障がいのある人への援助もして

いってほしいなと思います。生きていくのに不自由やいやなことがあるのは

しかたがないと思います。でもそれを少しでも減らす努力をしたいなと思い

ました。  

 これからも授業などで福祉に関係することについて学習をしたりするか

もしれないけど、今までよりも興味・関心を持って授業を受けようと思いま

す。そして、自分以外に周りに困っている人がいたら、自分に何ができるの

かやそのような状況の人を少しでも減らしたりするために、自分に何ができ

るのかを考えて行動したいと思います。  

  



「障がい者問題」 

東高等学校 ２年  横井 勇飛 

 

 障がい者や高齢者の人権侵害の人権問題には「悪質商法の被害が多い」「働

く能力を発揮する機会が少ない」「邪魔者扱いされ、つまはじきにされる」

など多くあり、様々な場面で生じていることがうかがえます。  

 そして、特に深刻な暴行、虐待などの被害に遭いやすいのが介護や支援が

必要な方たちです。虐待には身体的なものだけでなく、心理的・経済的・性

的虐待や世話の放棄なども含まれます。身体的虐待には殴る、蹴る、つねる、

やけどをさせるなど暴力を振るう、体を縛りつける、過剰な投薬による動き

の抑制などがあります。心理的虐待にはどなったり、ののしったり、無視す

る、脅しや侮辱などの言葉や態度で精神的に苦痛を与えたりなどです。経済

的虐待には必要なお金を与えない、本人の合意なく預貯金や年金、賃金など

を流用、勝手に財産を処分することなどです。性的虐待では性的行為の強要、

下半身を裸にして放置などがあります。  

 このような問題には障がい者に対してのことが多いと知り、僕は許せない

と思いました。障がい者だからといって同じ人間なのに区別して差別しては

いけないと思いました。このような現状で改善していく必要があると思いま

す。いきなり人の心が変わることはないので僕が身近なところから変わって

いきたいなと思います。障がい者はどうしても一人だけ浮いていることが多

いです。それをバカにするのではなく、ほどよい距離感で接していく必要性

があると思います。このような障がい者の問題について調べて、考えること

や知らないことも知れて、いい機会になりました。これからも福祉のことを

気にかけながら障がい者に対しての行動や、周りへの配慮をしていきたいな

と思いました。あとこのような作文を書く機会はないのでとてもいい経験に

なって良かったです。  

  



「あいさつをして元気を与えよう」  

 東高等学校 ２年  和田 真平 

 

 私たちの高校では、あいさつに力をいれています。中学の時もあいさつ運

動という活動をしていました。各学級がかわりばんこにやっていて、小学校

の時と比べて、あきらかにあいさつの回数が増えたと思います。気持ちも明

るくなったりして、とても良いと思いました。その時のめあてが、「あいさ

つでみんなを元気にしよう」と決めました。そして、よりみんながあいさつ

を活気よくできるように掲示板を作ったり、活動の声の大きさを大きくした

り、たくさん工夫しました。とても良い学校になり、誰もが仲良く過ごせる

ようになりました。  

高校では、登校日から、門の前で先生がたっていて、生徒に負けないぐら

いの声で、あいさつをしていたので、とても良いと思いました。あいさつを

することで、気持ちが楽になったような感じがして、あいさつをして元気を

与えるという事は、とても大切なことだと思いました。近所の方々も、仲良

くあいさつをしている所を見ただけでも、心がおちつくような感じがしまし

た。１番は、家族でのあいさつが大事だと思いました。おはようやおやすみ

のこの２語だけでも、とても明るい気持ちになると思います。  

 だから私は、「あいさつをして元気を与える」という事をするために、朝

起きたら、おはようや、近所の方々に会ったら、こんにちはや、大きな声で

言うようにしています。これからも頑張ってしていきたいです。気持ちよく

あいさつをして、地域を明るくして、元気よく、大きな声で頑張りたいです。

相手のことも笑顔にできる不思議な言葉なので、私は一生していきたいです。

これからもあいさつという、おはようございますや、こんにちはや、こんば

んはや、ひとことの言葉を大事にしていきたいです。  

  



「コロナの影響で思ったこと」  

 東高等学校 ２年  渡邉 星奈 

 

 私ははやく世の中からコロナがなくなってほしいと思います。なぜなら、

コロナの影響で自粛になり、どこにも行けなくなったからです。私は、この

自粛期間の中で色々なことについて考えさせられ、感じさせられました。  

 １つ目は、毎朝友達と電車に乗って学校へ行くことです。高校生になって

憧れであった電車通学がすぐできなくなり、新しい友達ともしっかり顔合わ

せができないまま自粛になってしまいました。とても辛くて不安にもなりま

した。少しコロナが減って学校が再開になった時はうれしかったです。最初

学校が休校になった時、家でゆっくりできて楽しいと思っていました。です

が、毎日のように学校へ行って授業をうけて、部活して帰っていたのがなく

なって、このあたり前が大切なんだと感じました。今学校へ行っても前を向

いて昼食をしなければならなかったり、暑くてもマスクは絶対につけなけれ

ばならなかったり班活動もなかなかできません。今までみたいな日が送れる

ようになってほしいなと思いました。  

 ２つ目は祖父母やいとこに会えないことです。休みの日やイベントごとに

会いにいって話したり遊んだりしていたのに今では会う機会が減ってしま

いました。身近な人たちとも会うことができなくなるのはとても辛いです。

よくテレビやニュースで高齢者はコロナにかかると若い子より危険になる

と聞きます。大好きな祖父母がコロナに感染してほしくないといつも思いま

す。これ以上感染者が増えてほしくないと思いました。  

 今、日本ではまたコロナの感染者は増えてきています。今までみたいな生

活や色々な場所にいきたいと思うことを叶えるためには、一人ひとりが気を

つけていかなければならないと思います。今少しだけ我慢すれば、元の楽し

い生活が送れるかもしれません。あたり前だったのができなくなるのはみん

な嫌だと思います。あたり前にできていたことに感謝してこの気持ちを忘れ

ずに過ごしていきたいです。  

  



「ボランティア」 

 東高等学校 ２年  渡邊 正人 

 

 私の福祉について、今までにボランティア活動をしたことがあります。  

 １つ目は、中学校のときにあった美化ボランティアという活動です。これ

は、放課後にこの美化ボランティアに参加する人たちが、校内をきれいに掃

除していくというような活動です。ここで私は、ふだんの掃除で見られてな

くてやり残しがあるようなところもくまなく掃除していきました。けっこう

汚れとかが落ちないといっしょうその汚れが落ちるまでふいたりしてしま

うタイプなので、けっこう集中してこの活動に取り組むことができました。

美化ボランティアに参加している生徒は私が思っていたよりも多くいてみ

んなすごいやる気だなと思ってびっくりしました。でもその中でもごく一部

で、美化ボランティアに参加しているのに掃除もせずにぺちゃくちゃとしゃ

べっている生徒もいて、それを見てとても腹が立ったし、しっかりと掃除を

する気がないなら参加するなと思いました。  

 ２つ目も掃除のボランティアで、これは部活のみんなでしました。外の葉

っぱとか小枝とかをほうきではいていったり、そのゴミを片付けたりなどの

仕事をしました。やっぱり部活動でやったので、みんなといっしょにやって

一つひとつとてもスムーズに葉っぱや小枝などを集めていって、私が思って

いたよりもはやく、仕事が終わりました。１つ目みたいにぺちゃくちゃしゃ

べっている人もいなくて、部のみんな全員が真面目に取り組んでいたので、

やっぱりこういう雰囲気が良いなとその時とても思いました。  

 この先も、ボランティア活動はしっかり取り組んでいきたいと改めて思っ

たし、こういったボランティア活動だけでなくても、身近な人の役に立てる

ようにどんどん手助けしていっていけるような人間になっていけたらなと

思います。そして、自分も相手も笑顔になれるようにしていきたいです。  

  



「ボランティアを通して学んだこと」  

東高等学校 ２年  渡邉 凛人 

 

 僕は今まで、福祉についてよく考えた事がありません。小学校で行われて

いた「ペットボトルキャップ収集」や中学校で行われていた「アルミカン・

新聞紙収集」など持っていって渡してそれで終わり、というような感じでし

た。ましてや僕たちが持ってきたペットボトルキャップやアルミカンや新聞

紙がどのように使われているのか、また何のために集められているのかなど、

考えた事もありませんでした。だから福祉といっても何が福祉なのか、僕た

ちが取り組んでいることがどのような意味を持っているのかなど、いまいち

理解できていませんでした。  

 僕は中学２年生の時、河川敷で花火大会が終わった次の日に行われるごみ

拾いボランティアに参加しました。友達に誘われたのでやる、という軽い気

持ちで参加しました。そのとき僕は落ちているゴミを拾うだけの簡単な作業

だと思っていました。しかし、いざその日が来てごみ拾いをしてみると、と

ても多くのごみが落ちていて大変でした。しかしごみを拾い終わるととても

きれいになっていて、すっきりした気分になりました。それから何日かたっ

た日に僕は、部活動で河川敷に練習に来ていました。するとそこには、ウォ

ーキングをしながら落ちているごみを拾っている人がいました。その時僕は

それを見て「ボランティアの活動以外にごみを拾っていてえらいなあ」ぐら

いにしか思っていませんでした。そして別の日に僕は友達と遊ぶ約束をして

いたので、集合場所の友達の家に行く途中にある公園でごみを拾ってごみ箱

に入れている人を見て、「人の見ていないところでこういうことができる人

はかっこいいな」と思いました。  

 そこから僕の考え方が変わりました。アルミカン収集や、新聞紙収集に積

極的に参加するようになり、ボランティア活動も行くようになりました。そ

こで僕が気がついたことは「誰かの役に立つっていいことだな」ということ

です。それから僕は、町内を歩いている時にごみが落ちていたら拾うように

しています。だから僕はボランティアを通して福祉とは人の役に立つことだ

と思います。  

 


