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２０２２「ことばの森教室」第３回優秀作品紹介 
＜中学校１年生＞ 作文課題「初めての学園祭を経験して感じたこと」 

１−①           「同じ方向を向いて・・・」 

 大きく深呼吸をした。そうしないと今にも心臓が飛び出しそうだったから。初めての演劇。しか

も⻑いセリフ。私は今まで感じたことのない程の緊張感に襲われていた。でも私達なら出来る！そう

思えたのは・・・。 

中学校の学園祭では、学年毎に演劇発表をする。私は、演劇なんて興味がないし、正直、照明とか

裏方でいいや・・・と思っていた。しかし、私の学年は１３人。一人二役や三役やる人もいる中で、

自分だけ楽をするなんてできないのだ。でも正直、何で演劇なんて面倒臭いことをするのだろうと思

っていた。 

そんなある日、「何で劇をやるのかな？」と先生が私達に言った。そして、少し間を開けて、「クラ

スが一つになって取り組み、つくり上げることに意味があるんじゃないのかな。」と言った。今まで

やらされていると思っていた私だったが、先生の言葉で前向きに取り組むようになった。たぶんそれ

は、みんなも一緒だったように思う。本番が近づくにつれて、みんなの気持ちが一つになっていくの

が分かった。そして本番では、みんな緊張しながらも成功することができた。 

私はこの劇を通して、何かを作り出すことの難しさ、みんなで同じ方向を向き、取り組むことの楽

しさや達成感を知った。これからもこの気持ちを忘れない。 

 

１−②                     「話し合いの大切さ」 

「何で女子ばっかが決めるんだよ！」僕達の学園祭は、ここから始まった。本番まであと１週間。

準備は女子が中心となって行っていた。特に一部の女子が強引に決めている。それに男子が猛反発し
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た。男女間のけんかにもなり、暴言を吐き合うまでエスカレートしてしまったこともあった。 

学園祭では各クラス７分間のパフォーマンスをするのが恒例になっている。劇なりダンスなりを織

り混ぜて行う。何の劇を行うのかの話し合いが終わり、練習を始める時には、女子が独裁していた。

それも、ごく一部の女子だった。劇やダンスの時間の割合なども勝手に決めてしまっていた。これに

男子は反発し、口を聞かない、さらには暴言を言い合うこともあった。しかし、このままでは僕達の

パフォーマンスは最低最悪のものになってしまうことに、共に気がついた。そこで、他の男子女子が

仲介をし、歩み寄っていった。男女が協力し始めると、準備はどんどん進んだ。最初と比べては信じ

られないくらい上達した。優勝にまでは手が届かなかったが、満足できる演技を披露することが出来

た。 

初めての学園祭を通して、クラスの信頼関係が一段と増した。また、自分の考えを強引に取り入れ

ようとせず、他の人の考えもきちんと考慮することが大切であることを学んだ。来年の学園祭、通常

の学校生活に、今回経験したことをしっかり活かそうと思う。 

  

１−③                       「学園祭」 

１年生は初めての学園祭で、ぼくは頑張ったことが３つある。 

一つ目は、劇のことだ。１年生は「チキチキチキンハート」というものをやった。本番は体育館で

やるので、声を大きくしなければ聞こえなかった。声を大きくしようとして努力したけれど、最初は

ダメだったけれど、練習していく内に声も段々大きくなってきた。役もその役になりきった。本番で

は、声も大きく出たのでよかった。先輩達の劇を見て、声の大きさもすごくよかったので、来年の劇

にいかしたい。 

二つ目は、合唱のことだ。ぼくはアルトだった。合唱も劇と同じで、声の大きさが足りなかったり、
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歌詞を覚えていなかったりと、課題があった。でも、練習していく内に声が大きくなって、歌詞も覚

えてきた。本番では、しっかり声も大きくて歌詞も全部思えて歌えた。 

三つ目は、大縄跳びだ。体育の部で練習した。初めはあまり⻑く続かなかった。なので色々工夫し

た。そうしたら、記録が伸びてきた。当日では、跳べなかった人はもどるということになった。終わ

った後は、ぼくは良いと思った。記録を聞いて、練習より伸びていたのでとてもうれしかった。 

ぼくはこの学園祭で、協力することの大切さを学んだ。なのでこれからもみんなで協力していきた

い。 

 

１−④                 「学園祭を通して得られたもの」 

「本当に最後まで頑張ってきて良かった。」私は、閉祭式のフィナーレで打ち上げられた花火を、

感動と安堵の中で見つめていた。 

私にとって初めての学園祭は、小学校の学校行事とは想像していた以上に違うものだった。２週間

という短い準備期間の中で、やらなくてはならないことが多岐にわたり、自分が何をどこまでやるべ

きかが分からず、とまどっていた。私は、製作部門でステージバックの担当だったが、皆で意見を出

し合い、３年を中心とした先輩方が取りまとめて細かな指示を出してくれた。任された仕事を責任を

持って行うことができた。全身ポスターカラーにまみれ苦労した分、完成した時の喜びは格別だった。

また、学年の劇や合唱発表会では、どうすればより良くなるかを話し合いながら練習を進め、披露す

ることができた。 

今回、学園祭を成功させるという目標に向かって、全校で一致団結できたと思う。私自身も皆と協

力し、精一杯取り組むことで、言葉では言い表せない何かが自分の中で生まれたのを感じた。そして、

人を説得させる方法や人に協力してもらう方法、計画性を学び、集団で目的を達成させる喜びを学ぶ
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機会を得られた。将来、社会に出た時に、これらの協調性やコミュニケーション能力は必要になるは

ずだ。来年の学園祭はもちろん、今後も自ら進んで行動し、何事もあきらめずに挑戦し続けたい。 

 

１−⑤                「協力したからこそ生まれた達成感」 

私達の学年は、学園祭を成功させることができるのか。こう思いながら、私は学園祭を成功させる

ために、日々活動していた。そして学園祭当日。私は朝から、緊張感と不安を抱えながら登校した。 

夏休みが終わって、次の日から早速、学園祭の取り組み期間が始まった。学芸の部も体育の部も何

もかもが初めての私達。一つひとつがとても楽しくて、毎日がいつもより楽しく感じた。でも、一緒

に協力するのは取り組み期間の時だけではない。私達は一クラスのため、学芸の部はみんなでできる

が、体育の部は二つに分かれなくてはいけない。だからこそ、協力しなくてはいけないのだ。でも協

力するのは、そこだけではない。学芸の部はもちろん、全校種目では先輩の話をしっかり聞き、さら

に協力しなくてはいけない。 

私はこの取り組み期間だけでも、協力することの大切さを学んだ。取り組み期間で仲間とたくさん

協力したからこそ、学園祭は絶対成功する、私はそう信じて当日を待った。 

そして当日。初めての学園祭は、学芸の部から始まった。先輩達の劇はすばらしく、憧れの作品と

なった。先輩達を見習い、私達も協力してすばらしい作品を作ることができた。午後の体育の部では、

全員で協力し学園祭全体を盛り上げ成功させることができた。私はこの学園祭で、協力したからこそ

生まれた達成感を味わった。 

 

１−⑥                   「『墓場』から得た教訓」 

２学期に入ってすぐに、そのムードはやってきた。中学校の最大イベント、学園祭。先輩達は嬉し
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そうにしているのが分かったが、１年生はいつもテンションが高いせいか、いつもと何も空気は変わ

らなかった。テンションが高すぎる私達が学園祭を成功させられるか不安だった。 

私達１年生は「墓場の狂詩曲（ラプソディー）」という劇をやることになった。題名通り、墓場で

出会った幽霊達が人間界について話す、という内容だった。ただ、配役が書かれた紙を見た時、一瞬

目を疑った。私が幽霊の一人に選ばれているのだ。しかも、セリフの量が多すぎた。絶望した。劇の

才能など皆無な私には辛かった。しかし、決まったものはもう変えられない。まずは全体の流れを捉

え、それから自分のセリフを覚えることにした。一文が⻑いし、量もあるため、途中でセリフが混ざ

ってしまう可能性があったからだ。この方法なら、自分のセリフも周りの人のセリフも覚えられた。 

みんなもセリフをどんどん覚えて上達していき、遂に本番当日を迎えた。心配だったが、結果は大

成功！こんなに不安になりそうなほどハイテンションな私達でも、毎日少しずつでも練習すれば、本

番でいい結果を残すことができた。つまり「努力は大切」という教訓を得た。この「墓場」から得た

教訓をこれからの学校生活に生かしたい。 

 

１−⑦                      「先輩の姿」 

「成功させるぞ」と強い意志を持った目。そして、それを行動にうつす姿。その姿に心をうばわれ

た。学園祭の日、私は初めての大イベントに朝から気合いを入れていた。３年生にとっては今年が最

後だ。中学校生活一番の思い出にして欲しい。 

体育祭の練習をしている時、私が見たのは、気持ちが真っ直ぐで優しい先輩の背中だった。競技の

並び順を教える時、みんなが１回で覚えられるように、一人ずつ名前を呼んでいく。その時に、横の

人、前にいる人、後ろの人を確認させてから座るように指示していた。分からなかった人には、もう

一度丁寧に教えてあげていた。とても効率のよい指導だった。時に厳しく、時に優しく、後輩に接す
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る姿に、私の周りの１年生も思わず見とれていた。 

学園祭もいよいよクライマックスのスタンツだ。キャンプファイヤーの前で、お笑いやダンスなど

を各クラスで決め、３分ずつ披露する。点火式の前には、生徒会役員がオリジナルコントを見せてく

れた。先輩達は、夏休み前から学園祭の運営のため活動していた。会場全体を一つにするために、声

と体を張って盛り上げていた。 

１年生から３年生そして先生達の、充実した一日を作り出すための努力。それに向かっていた先輩

達の気持ちはみんなを引きつけ、自然と私達後輩もついていくのだ。２年後には追いつきたい。 

 

＜中学校２年生＞ 作文課題「私の住んでいるところ」 

２−①           「市川三郷町の未来」 

少子高齢化が進む市川三郷町、私はこの町に住んでいる数少ない若者だ。私の家の周りも高齢者が

多く住んでいる。町のことを調べてみたら、６５歳以上の高齢化率が２０２０年に３７．６％、年少

人口割合は９．９１％だった。１０人中約４人が６５歳以上で、１０人中約１人が私達の世代以下と

いうことがわかった。これでは、市川三郷町はどうなっていくのだろうと不安に思った。若い世代を

残していくには、他の地域や他県から人に来てもらう必要がある。そのために、私達はどのようなこ

とをすれば良いのだろう。 

若い人や色々な人に魅力を伝えるためには、ツイッターやインスタグラムなどのＳＮＳで情報を発

信した方が伝えやすい。例えば、神明の花火大会の写真や詳しい情報を発信したり、四尾連湖などの

有名な観光地の情報を発信することにより、少しでも興味のある人が来てくれて、「ここに住みたい」

と移住してくれたら、人口も増加すると思う。私が紹介したい六郷地区のハンコ作り体験、大塚地区

の大塚人参、市川大門地区の七福神巡りもすでに発信されている。私の知らない場所は、まだあるは
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ずだ。 

「紹介したい町の魅力」をもっと私が知るために、私は町内を探検して、町に住む人とたくさん話

がしたい。私が住む市川三郷町。もっと自分自身が知り、町を好きになり、楽しく過ごしていこうと

思う。そしていつか、たくさんの人が市川三郷町に住みたいと思う町にしていきたい。 

 

２−②              「幸せ」 

私は、この町に住んで「幸せ」を感じたことがたくさんあった。 

私は、この町に住んで１４年。生まれてから現在まで、ずっと住んでいる。私の町は、山、田に囲

まれた緑一面の町。朝や夜は、静かで、人の声よりも虫や動物の鳴き声が多い。私は、そんな、この

町が、とっても好き。何か辛いことがあった時に、静かで、落ち着くことができる。山や田を見ると

落ち着いて、安心する気持ちになる。 

町の人の優しさや思いやりがとってもある、私の町。学校の時などいつも、優しく声をかけてくれ

たり、あいさつをしてくれたり、本当にうれしい。私も、自分から、話しかけたり、あいさつしたり、

本当にいい人達しかいない。辛かった時は、町の人のおかげで、元気をもらったりすることも、たく

さんある。私は、この町に住んで良かった、「幸せ」と感じることができた。 

私は、この町を、もっと色々な人に知ってもらいたい。そのためには、私達が、この町に来て、い

いなと思えるような町にしたい。そして、私は、この町をもっと大切にして、今よりも、もっと良い

町にしたい。私は、この町に住んで、「幸せ」と、あらためて、感じることができた。 

 

２−③           「私が好きな日本」 

私がなぜこの内容にしたのか。それは日本が大好きだからです。日本には「春・夏・秋・冬」の「四
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季」というものがあり、季節によって食文化や祭りなどの行事を楽しむ魅力があると思います。 

その中でも、私が好きな日本の文化はお盆です。お盆は世界各国でやっていると思いますが、行い

方というのは様々だからです。１年に１回しか先祖が帰ってこないと思うと、毎回楽しみになります。

なぜそんなに嬉しいかというと、⽗方の祖⺟と祖⽗は、私が生まれる前に空へと旅だったからです。

会ったことがないからこそ、盆棚を毎年派手にし、気持ちよく受け入れられるように、私の家では家

族全員で飾り付けをしています。 

二つ目に好きな文化は、お祭りです。日本のお祭りは様々あり、都道府県や地方によって違うこと

をする魅力があります。私が住んでいる市川三郷町では、誰もが自慢できる花火があります。 

近年の日本では、新型コロナウィルスによる行事の中止や人口減少による影響で、日本の「文化」

というものが薄れていると思います。文化を次の世代へとつないでいくには、行事の参加や「面倒く

さい」を理由に日本の文化から遠ざからないことが、私は大切だと思いました。今後の日本から「文

化」というものを消さないためにも、町の行事などに多く関わっていき、未来の日本の力になりたい

と思いました。 

 

２−④          「少ないことのいいところ」 

マイナスの中のプラス。世の中で少子化が進む中、私の住んでいる地域でも、子どもの人数が少な

くなっていると感じることが多々ある。「少子化」と聞くと、とにかく悪いイメージしかないように

思う。しかし、私の通っていた小学校の様子で考えると、実は人数が少ないからこそ良いと思えるこ

ともあるのではないかと考えた。 

一つ目は、先生の一人ひとりへの指導が厚いことだ。１クラスが３０人をこえる程のクラスだと、

先生も授業をすることだけで精一杯な気もする。１クラスが少人数のクラスは、授業も一人ひとりに
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合わせて分かりやすく優しく教えてもらえる。それによって、質の高い学習ができると思う。 

二つ目は、子ども同士の仲が深まりやすいことだ。小学生の休み時間と言えば、ほとんどの人が校

庭に出て遊んでいたのではないだろうか。それも人数が少なくなってくると、より多くの人数で行う

ために、高学年や低学年関係なく全校を巻き込んで行う。そのため、学年の差は関係なく全校の仲、

絆がとても深まりやすくなると思う。 

もちろん人数が少ないことのマイナスな面もたくさんあるが、このようにその中でもいくつかのプ

ラスの面も挙げられる。少子化は全国的に問題になっているが、その中の良い点もあるので、少子化

の対策と良いことの両立を図り、楽しい世の中になって欲しい。 

 

２−⑤           「地球を守るために」 

地球。そこは私達人間が住んでいる星でもあり、なくてはならない星でもある。しかしそこは今、

深刻な状況に置かれている。 

環境問題。皆この言葉は知っていても、正直何のことなのか分からないし、自分の日常生活には余

り関係ないと思っている人が多いのではないだろうか。環境問題の原因のほとんどが、人間が利便性

を追求した事による代償である。環境問題が大々的に取りざたされるようになったのは、先進国を筆

頭に著しく工業化及び都市化が進んだ１９７０年代頃からだ。経済成⻑と引き替えに、公害による環

境破壊が進行し、各国の政府が危機感を抱き始めたことがきっかけで、環境問題について議論する場

も設けられるようになった。今でも「環境の解決」は国際的な重要課題である。環境問題の中でも様々

な種類がある。そこで今回私は「地球温暖化」に目を向けた。地球温暖化とは、人為的な活動の中で

増えすぎた温室効果ガスの影響により、地球全体の気温が上昇する現象のことをいう。原因は急激に

増加した温室効果ガスにより、大気の温室効果が強まったことだと考えられている。地球温暖化によ
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り、海面が上昇、渇水、洪水のリスクが増加するなど様々な影響がある。 

 私達は地球を守るためにも、少しずつ変わっていかなくてはいけない。人間が地球のウィルスにな

らぬよう、今強く思うことは、ＳＤＧＳに参加し、行っていきたい。 

 

２−⑥            「暖かい、家族」 

「日本に生まれてよかったよ、ここに生まれてよかったな。」最近おばあちゃんが、私に言ってく

る言葉です。その言葉を聞く度に「日本は世界の見本になるべき国」と言われていることについて、

考えさせられるのです。 

私は毎朝、私達の登校を見守ってくださるおじいちゃんに挨拶をします。その方は、毎回「うれし

いよ。」とか「涙が出るよ。」と伝えてくれます。挨拶だけで、こんなにもお互いがよい気持ちになれ

るのだと改めて感じました。このようなことは、私達の町だけではありません。先日、おじいちゃん

とおばあちゃんの付き添いで、ある町の病院に行きました。おばあちゃんは足が不自由なので車いす

を使いました。車いすを押して歩いていると、目の前にいた皆さんが道を開けてくれました。おばあ

ちゃんも私も、ただただ頭が下がるばかりでした。そんな中、一人の男性が「当然ですよ。」と言っ

てくださいました。当然のことが当然のようにできるって素晴らしいことだと感じました。みんなが

みんな、このようなことができるかは分かりませんが、少なくともこの世界に、この日本にこのよう

な人がいることを誇りに思って、それと同時にそういう人が増えて欲しいと思います。 

私の町は、家族のようなものです。そして、この日本もこの地球も、言葉でつながる大きくて暖か

い家族だと私は思います。 

 

２−⑦          「山梨県の環境のために」 
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住み心地がよい。私はそう思う。自然豊かで空気が澄み渡っている山梨県。県内はどのような自然

環境なのだろう。 

県下の地形は、総面積の約８６％が山地である。また、県全体が高峰で囲まれている。そのような

環境にあって、ぶどうや桃の生産量、ミネラルウォーターの出荷量、日照時間の⻑さ、健康寿命の⻑

さが日本一である。その中で、日照時間に着目した。県は日照時間を活かし、太陽光発電やバイオマ

スエネルギーを作り出している。一方、近年では地球温暖化に起因すると言われている気候変動の影

響により、世界的に深刻な自然災害が発生している。国内でも、これまでに経験したことのない猛暑

やゲリラ豪雨による、甚大な被害が発生している。県では、地球温暖化対策のために、２０５０年ま

でにＣＯ２排出実質ゼロを目指す「ＣＯ２ゼロやまなし」を宣言し、その後「２０５０年までの温室

効果ガス排出実質ゼロ」を宣言した。これまで県⺠一人ひとりが日常生活の中でできる省エネ・エコ

活動の「やまなしクールチョイス県⺠運動」などの取り組みを行ってきた。 

このように、県の力になるエネルギーを作り出している一方、環境問題が課題になっている。山梨

県の象徴である富士山などを守り、更に観光業が盛んになると良い。また、特産物の品質を高められ

るように環境保全をし、県がもっと活発になっていくことが大切だ。 

 

＜中学校３年生＞ 作文課題「安楽死について」 

３−①            「選択肢」 

死ぬより生きる方がいい、というのが当たり前だと思っていた。生きていれば嬉しいことや興味を

持てることを見つけられる。治せないはずの病気で寝込んでいても、治療法を開発した研究者のニュ

ースがいつか流れるかも知れない。だから、安楽死を指示する人がたくさんいるのを知り、とても意

外だった。 
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不治の病の末期、耐え難い苦痛がある時に、ヨーロッパの数カ国では安楽死が認められている。今

までに何人も安楽死を実行している。中には、末期ではないが生きがいを見つけられず、周囲に負担

ばかりかける生活を終わらせたいという人もいる。死んだら生き返れない。患者本人のことを大事に

思っている家族がいる。それでも自ら寿命を縮めることを選んでいる。その人や病気の人の苦しさは、

今健康な私には想像できないほど大きい。だから、安楽死を選んだ人に向かって、「生きていた方が

いいよ。」と言うのは失礼だと思えてきた。ある記事で読んだことだが、ヨーロッパの人で安楽死が

生きる支えになっている人がいるそうだ。 

私は安楽死に賛成だ。人によって価値観は違う。生きたいという人もいれば、苦痛から逃れたいと

いう人もいる。だから、病気の人の選択肢の一つとして、安楽死はあった方がいい。これがあること

で、生きる時間を充実させられる人がいるかも知れない。日本でも新しく、安楽死を認めるべきだ。 

 

３−②            「一度きり」 

「安楽死」耳にしたことはあるが、深く考えたことはなかった。そんな私は、不治の病を抱え苦し

んでいる人々が、肉体的または精神的苦痛から楽に解放されるのなら、日本で認めてもいいのではな

いか、という考えだった。 

まず、法的に認められた際のメリット、デメリットをそれぞれ考えてみた。すると、デメリットの

方が圧倒的に多く出てきたのだ。「他者からの強制的な死の選択」これは、私の頭の中に一番に浮か

んできたデメリットだ。高齢者や難病患者への早期の死を望む人が出てくる可能性が生じる。現に、

高齢者施設や病院での胸が痛むニュースを見たことがある。無言の圧力をかけて、あたかも本人が望

んでいるものだと見せかけ、「安楽死」をうまく利用する人が出てきてしまうのではないか。 

また、家族や周囲の親しい人々にとっては、とても胸が痛むことだ。例え本人の意思に同意したと
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しても，死後の苦しみや悲しみは想像を絶するほどのものだろう。 

最初に、認めてもいいのではないかと言った。しかしそれは「安楽死」について無知だったからだ。

不治の病を抱える人々の苦しみや困難は、周りが簡単に理解できるものではない。でも、できる限り

傍で支え、サポートをし、一度きりの人生を大切な人と力が尽きるまで、過ごした方が良い最後を迎

えられると思う。だから私は、「安楽死」は認めていいものではない、そんな考えに変わった。 

 

３−③            「安易な死」 

安楽死。安らかに・楽に死ぬ。死を迎えることは楽ではない。安らかではない死だってある。私は

安楽死に賛成したい。だが、反対もしたい。安楽死とは、人為的に寿命を短くさせること。これが本

人の望むことだということはとてもよく分かる。⻑期の辛い治療に耐えられない、死んで楽になりた

い。私も、楽になって欲しい。でも安楽死を受け入れることは、悪く言うと「死んでいいよ」そうい

っているのと同じだと私は思ってしまう。そのことが許されるのなら、自殺だって許されるだろう。

テレビで見かける自殺のニュース。自らを殺す。これは許されることではない。自殺がニュースで報

道されるのなら、安楽死で亡くなった方のことも報道するのだろうか。学校をはじめとする社会では、

「命を大切にしよう」と教えられる。私はそう学んで生きてきた。みんなそうだ。一つしかない命。

そんな尊い命、辛いことにも限界があるものの、安易に死ぬことを選べてしまうことは良いとは言え

ない。やはり私は安楽死に賛成はできない。 

私は「安楽死」を肯定する人が減って欲しい。「死にたい」と思う人が少しでも減ればいいという

のが私の願いだ。今の私にできるのは、医療が更に発展して、辛い治療が軽減する、それに伴い、安

楽死を考える人も減る。そんな社会になるのを願う。 

 

３−④            「心、求む方へ」 
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私は死にたいと思い、刃物を自分に向けたことがあると、ここで白状しよう。 

当時はまだ幼く、具体的な経緯を持って死のうとしていた訳ではなかった。だが、昔から好奇心旺

盛だったため、死の世界に飛び込もうとしたのだろう。結果、軽率にしてはいけないと感じ、すぐや

めたが、現在にかけても死が恐怖だとは思わない。 

今まで、自閉してしまうほど追い込まれたことがない。しかし、「人間は一人ひとり違う」この言

葉を強調するなら、沈鬱な人がいるのは普通である。だから今回配布された別紙を見た時、よい制度

だと思った。安楽死が、見苦しい現実の一部に苦しめられている人達への輝く選択肢になるから。 

逆に、なぜ死んではいけないのかわからない。人生とはその人のものであり、決して家族のもので

も他人のものでもない。だが社会は、自殺することはよくない、その前に相談しろと教える。そうし

て当事者自身に寄り添わないから、より死を選ぶことになるのではないのか。安楽死法を成立すれば、

心にゆとりができる。よって、すぐ死ぬ判断をしない傾向に変わるかも知れない。 

心求む方へ、私達は進む権利がある。死を否定するより、死を願う原因を考え、寄り添う方が大事

である。国⺠が生きやすい社会を作るのが、政府の役目ではないのか。そのための一つとして、安楽

死法制定を願う。 

 

３−⑤            「安楽死反対」 

私は、安楽死には反対だ。なぜなら、安楽死は殺人だからだ。本人が希望していたとしても、殺人

は許されることではないはずだ。 

安楽死に賛成する人は、死ぬ権利は生まれる権利と同じだと言っている。また、実際に安楽死を選

択した人は、安楽死という選択肢が生きるためのお守りのように感じているらしい。安楽死のメリッ

トは、死ぬことで苦しみを早く終わらせ、楽になるということだ。 

私は、人が死ぬ権利を使うこと自体、やってはいけないことだと思う。なぜなら、周りの人々にと
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ても大きな迷惑をかけるからだ。いつも一緒に過ごしていた家族は、大切なものをなくして悲しい気

持ちになる。そして、「もし安楽死を許さないでいたら、少しは幸せになっていたかも知れない」と

いう後悔も生じる。安楽死を実行した医師も、その後は「自分は人を殺した」というコンプレックス

も生まれるだろう。それがきっかけで、心を病んでしまうかも知れない。自分が苦しいからといって、

このような迷惑をかけるのは自分勝手だ。 

安楽死のメリットは楽になることだが、本当に楽なのだろうか。苦しみさえなければ幸せだという

ことはない。そして、死後の世界は誰にも分からない。 

以上理由から、私は安楽死には反対だ。殺人にメリットなどない。 

 


