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言 葉 

熱川小学校６年 木村 真緒 

 

世の中にはたくさんの言葉があり、言葉と

は自分の感情を伝えるために必要な物です。 

 しかし、言葉のコントロールは難しく、ま

ちがったことを発言することで、相手のこと

を悪く捉えてしまったり、逆に相手に悪く捉

えられてしまったりすることがあります。イ

ンターネット上では、簡単に言葉を発言する

ことができ、自分が言うつもりではなかった

のに言ってしまった、ほんの一言のせいで全

てが悪く見えてしまうことが起こります。 

 このようなことから、私は自分たちの言葉

を自由に使えず、言葉に支配されているよう

に思います。私は言葉に支配されずに、言葉

を正しく楽しく使っていきたいです。 

 まず、言葉に支配されずに使うには、言葉

の本当の意味を理解することが大切だと思い

ます。日本語を使うのはとても難しく、たっ

た一字の漢字のまちがいや、言葉のまちがい

で全くちがう意味になってしまうこともあり

ます。間違った使い方をしていると、自分が

はずかしい思いをするだけでなく､相手に不

快な思いをさせてしまうこともあると思いま

す。 

 私は友達が書いた絵を見たときに 

「ヤバッ」 

とだけ言ってしまったことがあります。私は

『すごい』という意味で言ったことなのです

が、後からよく考えてみたら勘違いされやす

いことに気づきました。その時はトラブルに

はなりませんでしたが、相手がどのように捉

えていたかは分かりません。 

このように、間違って言葉を使うことで、

反対の意味に捉えられてしまい、相手を傷つ

けてしまうことがあります。普段から気をつ

けていきたいです。 

 次に、言葉に支配されないために大切なこ

とは、言葉の重みを考えることです。 

「またあったのか・・・。」 

といじめのニュースをよくテレビで見ます。

誰だっていじめがいいものではないというこ

とは分かっていると思います。それでもいじ

めがなくならないのは、誰かへの怒りや嫉妬、

憎しみなどが原因で、冷静な判断ができなく

なっているからだと思います。私も少しいら

っとしたことがあっただけで、ひどい言葉を

投げつけてしまうことがあります。後から 

（悪いことをしちゃったなあ・・・。） 

と反省しても、相手にとっては一生傷つくこ

とになる可能性もあるのです。 

 面と向かって言う言葉だけではありません。

最近は LINEなどでの会話がはやり、文字だけ

で気持ちを伝えることが多いです。 

 私も友達と LINE をすることがありますが、

悩んだり困ったりすることが多々あります。 

 いつも学校で話すように文字を打っている

と 

（あれ、少し感じ悪いかな。） 

と思うことがあります。相手から送られてく

る内容も何かマークや絵文字がついていない

だけで、怒っているのかなと、かんちがいし

てしまったことがありました。 

 さらに、最近は LINE やネットでのいじめも

多いと思います。LINE のいじめが多い理由は

LINEの特徴にもあると思います。 

 LINE では送った文章を削除することがで

きたり、トークルームごと削除したりするこ

とができます。削除することで内容を確かめ

ることができず、証拠が残ることもありませ

ん。また、いじめをする側にとって、手がか

からず、簡単にできてしまうのもいじめが起

きる原因だと思います。 

 私はネットでのいじめや誹謗中傷が許せま

せん。文字による冷たい言葉を投げつけられ

ることで、どれだけ苦しい気持ちになるでし

ょうか。根拠のない悪口を言いふらすことで、

時には人の命を奪ってしまうこともあるので

はないでしょうか。 

そんなことが起こらないためにも改めて言

葉の重みを感じてほしいと思いました。 

 今言ったように、言葉には人を簡単に傷つ

けてしまう力があります。ですが、それとは
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反対に言葉は、人に生きる力を与えることも

できます。とてもすばらしい力を持っている

のです。 

 私は友達とのトラブルがあったときや成績

が悪かったとき、そこまで考えなくてもいい

小さいことでも重く考えてしまい、 

（私には無理なんだ。どうして私はこうなの 

んだろう。） 

と、自分を責め続けてしまうことがあります。 

そのような時には、好きなアーティストの

『応援するよ、いつだって』という言葉を思

い出し、 

（まだがんばらないと、あきらめちゃだめな

んだ。） 

と元気をもらい何度も助けられました。簡単

に言える、誰にでも言える言葉だと思うかも

しれませんが、私はその言葉から、本当に勇

気をもらうことができます。 

 このように言葉は人を簡単に傷つけてしま

うかわりに、人を助けるようなすばらしい力

も持っています。 

 私は人を傷つけてしまうような悪い使い方

ではなく、言葉をよりよく使うために前向き

に考えたいと思います。この主張によって、

言葉のすばらしさをたくさんの人に知っても

らえたらうれしいです。 

 これからは私がみんなに生きる力を与えら

れるような言葉を使っていきたいと思います。

みなさんにも相手の気持ちを考えて言葉を選

ぶことで、温かくなるようなコミュニケーシ

ョンをしてほしいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人と人とのつながり 

稲取小学校６年 山田 薫生 

 

 人と人とのつながりは、人の命を救う大き

な力になる。これが、私の伝えたいことです。 

私の住んでいる稲取には、去年の九月にと

ても大きな台風が来ました。ビュービューと

いうすさまじい風の音に加え、ガシャガシャ

と窓ガラスが音を立て、ドッカーンと、シャ

ッターに物がぶつかる音がしました。暗い部

屋の中で、すべてが怖く感じ、しばらくの間、

眠ることができませんでした。私の家には、

一階の窓にしかシャッターがなかったので、

その日の夜は一階のリビングに布団を敷き、

母と二人で過ごしました。 

 次の日の朝、私は家の外を見て、あぜんと

しました。庭には木やかわらが散乱し、駐車

場には大きなトタンがたくさん落ちていまし

た。他にも、隣の家の雨どいや自転車が壊れ

たり、倒れた木など、たくさんの物が転がっ

たりしていました。そこは、私が知っている

場所ではなくなっていました。 

 今までこんな状況になったことがなかった

ので、家族だけで家の周りを片づけられるか

不安でいっぱいでした。そんなとき、近所の

人たちが手伝いに来てくれ、一緒にトタンを

運んだり、かわらを集めたりしてくれました。

近所の人たちとは、普段からあいさつを交わ

したり、地域の行事などで顔を合わせたりし

ています。私は、日頃のご近所づきあいは、

こういう形で生かされるのだと感じました。 

 もし、このような助け合いがなかったら、

どうなってしまうのだろうと想像しました。

全部、自分たちだけで片づけをするのは、き

っと何十倍も大変だったと思います。そして、

今回の出来事で、母が話していたことを思い

出しました。 

 昔、母がまだ横浜で一人暮らしをしていた

頃の話です。関西でとても大きな地震が起こ

りました。その頃、マンションの隣に住んで

いる人の顔すら知らなかった母は、もし今の

状況で大きな震災が起こったらと、とても不
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安になったそうです。自分が知らないという

ことは、隣に住んでいる人も自分のことを知

らないということになります。もしも、大き

な震災があって、自分ががれきの下などには

さまっていたとしても、誰も気づいてくれな

いのではないか、誰も助けてくれないのでは

ないか、と恐怖を感じたそうです。母は、そ

の経験から、何かあったときのために、お互

いに顔を合わせておいて、いざというときは、

助け合うことが大切だということを教えてく

れました。 

 実際に、大きな震災で救助された方々の多

くは、近所の方達によって救出されたそうで

す。そのことからも、人と人とのつながりの

大切さを改めて感じました。 

 私たちがいる日本は、地震や台風の被害が

多い国です。ここ近年では多くの県で自然災

害が発生していますし、静岡県はあと数年の

うちに、大きな地震が起こる可能性が高いと

言われています。もし、自分の地域で大きな

震災が起こったとき、自分の命や周りの人た

ちの命を守るためには、日頃から地域の人た

ちとのつながりを作ることが重要だと思いま

す。 

今の時代は、SNS を使ってたくさんの人と

自由につながることができる一方で、直接顔

を合わせて話す機会は少なくなっています。

さらに、今年は新型コロナウイルスの影響で、

稲取でもお祭りや海岸清掃など、地域の行事

が中止になり、地域の人たちと関わる機会も

少なくなってしまいました。そんな時代だか

らこそ、あいさつを交わしたり、思いやりを

もって接したりすることが大切だと考えます。

そこから、人と人とのつながりが生まれ、そ

れが人の命を救う大きな力になるのではない

でしょうか。 

この台風での経験は、人と人とのつながり

が人の命を救うほどの大きな力になるという

ことを考えるきっかけとなりました。私はそ

こから、お互いを助け合える存在は、お互い

を支え合える存在にもなると考えました。近

くに頼れる人がいるという安心感は、人の心

の支えになります。稲取には一人で暮らす高

齢者もたくさんいるので、私たちのような子

どもや、若い人たちが積極的に関わりをもっ

ていくことで、何かあったとき、支えること

ができると思います。 

私は、大人になっても稲取で暮らしていき

たいと考えています。これからも、地域の人

たちとのつながりを広げるために、自分から

進んであいさつをしたり、思いやりをもって

接したりしていきたいと思います。そして、

そのつながりがどんどん広がり、稲取の人た

ちみんなが助け合い、支え合えるようになる

のが私の理想です。私自身も、たくさんの人

の支えになれるような人になりたいと思いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

助け合い 

熱川中学校３年 木村 侑和 

 

２０１９年１０月、消費税が８％から１０

％に増税され一年が経ちました。正直に言う

と、中学生の私には税金と言われても身近に

感じることがなく、増税されたときも支払う

金額が増えるのが嫌だなと感じただけでした。

これをきっかけに、なぜ増税しなくてはいけ

ないのだろう、私の支払った消費税はどのよ

うに使われているのだろうと、少しずつ考え

るようになりました。 

まず、なぜ増税をするのか。今の日本は少

子高齢化による社会保障財源の減少など様々

な問題を抱えています。特定の人に負担が集

中しないよう、国民全体で広く負担し、景気

に左右されにくく安定してみんなから集めら

れる消費税が増税されることで高い財源調達

ができ、公平性が確保されることが分かりま

した。 
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また、国の税金は消費税だけではありませ

ん。調べていくと、所得税、住民税、自動車

税と様々な税金が約五十種類もあることを知

り、驚きました。 

身近な税金の使い道としては、年金、医療

控除サービス等の社会保障費や国債費という

国の借金返済費。小中学校の場合、教科書の

無料配布などの公的サービス。私たちが何不

自由なく生活することができているのも、税

金のおかげなのだと深く考えさせられました。 

私自身も幼少期、内分泌異常の疑いで静岡

県立こども病院へ半年に一度、六年間通院し

ました。行く度に様々な検査をしましたが、

治療費は全て無料だったそうです。これも私

の住む東伊豆町は高校卒業の年まで医療費が

無料という公費のおかげです。急な怪我や病

気のときも安心して過ごすことができていま

す。 

また、私の親戚が肺腺がんで入院したとき

には、入院、検査から始まり、手術、抗がん

剤治療、放射線治療と様々な治療と長い入院

生活で相当な金額になりました。しかし、こ

こでも高額療養費という、医療費の負担額が

高額になった場合、一定の金額を超えた分が、

あとで払い戻される制度を使うことができま

した。その後も高額になることが事前に分か

っている場合に使うことができる「限度額適

用認定書」を提示し、月々数万円の支払いで

済みました。もしそれが自費だとしたら、親

戚は受けたい治療を受けることができなかっ

たかもしれません。きっとこの制度のおかげ

で助かった命もたくさんあることでしょう。

本当に素晴らしい制度だと思っています。 

今、新型コロナウイルスで大変な世の中に

なってしまいました。この治療や入院費用も

税金でまかなわれていることを知りました。

私は今まで納めた税金がどうやって使われて

いるのかも考えたことがありませんでした。

しかし、今回調べていく中で自分の払った税

金、そして私の知らない大勢の方々が働いて

納めてくれた税金によって、大切な命が助け

られたり、国の安全を守ることができたりす

るなど、より良い生活が送れることを知り、

納税の大切さを改めて理解することができま

した。 

私を含め、中学生くらいでは税金について

知らないことが多いと思います。税金の役割

や使い道について学習する場があれば、みん

なと意見交換をすることによって税をしっか

りと学ぶことができ、納税への理解が深まる

と思います。私は中学生なので、大きな納税

はできませんが、今私にできることは何かと

考えました。税金によって学校で学ぶ事がで

きている今、しっかりと学び、正しく判断で

きる力をつけていきたいと思います。学校な

どの公共施設を大切に使用したり、健康でい

ることで医療費の増加を少しでもおさえたり

するなどにつながります。今私にできること

は、わずかですが、国民の 1 人として責任を

もって行動していきたいです。 

高齢化が進み、私が社会人になったときに

は、今以上に大変な世の中になっているかも

しれません。税金を払うことを義務だと思う

より、税金によって助け合って私たちは生き

ていると思えば、1 人ひとりが納税の大切さ

を感じて、より良い社会に近づけるのではな

いかと思います。 

私の生まれ育った大好きな東伊豆町も観光

業など、新型コロナウイルスで経済的にまだ

まだ厳しい状況だと思います。私の住んでい

る東伊豆町の人々が安心して働き、生活でき

るよう 1 人ひとりの大切な税金を無駄なく使

ってもらいたいと願います。 

今ある当たり前の生活は、本当は当たり前

ではないこと、幸せに暮らせることがたくさ

んの人々の支え合いでできていると考えると、

私も社会への恩返しができる大人へと成長し

ていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

  

 



 - 5 - 

「稲取の海を守ろう」宣言 

稲取中学校３年 石井 六花 

 

 私は、私たちの住む東伊豆町を、今よりも

っと魅力的な町にするにはどうしたらよいか

を考えました。 

 ここ稲取は海も山もあり、自然に囲まれて

いる観光地です。海沿いにあるホテルから眺

める海はとてもきれいで、「稲取の海」をめあ

てに来る観光客も少なくないと思います。 

 しかし、最近は海が汚れてきているような

気がします。ゴミが浮いていたり、海が緑色

だったりするところを見ると「稲取の海」と

は思えません。そこで私は、稲取の海を守る

ことを宣言します。稲取の海を守るための方

法として、私たち中学生がポスターや看板を

作って、海にゴミを捨てないように呼びかけ

ます。また、呼びかけだけでなく、私たちが

率先して清掃を行い、稲取の海を守ります。

その清掃を、地域の方にもお願いして一緒に

取り組むことで、地域の方との交流も深めた

いと考えています。このような方法で、町全

体で協力して稲取の海を守りたいです。  

また、私は稲取をもっと魅力的にする方法

も考えました。それは、きれいな海に観光客

がもっと訪れるように観光スポットをつくる

ことです。例えば、私たち中学生が風鈴を作

り、海辺に飾ります。海風で揺れる風鈴の音

色で風を感じ、色とりどりの風鈴が揺れる光

景は写真映えするスポットにもなります。 

文化公園から海につながる通りや、たくさ

んのホテルの並ぶ通りなどに飾るのもいいと

思います。それが見た人たちにとって、思い

出の一つになると思います。 

風鈴だけにこだわらず、季節によって飾る

ものを変えてみるのもいいと思います。春は、

稲取の伝統であるつるし雛を飾り、五月には、

鯉のぼりを、夏には風鈴の他に、七夕の願い

を込めた短冊を笹に飾れば、稲取ならではの

名スポットになると思います。 

季節で飾るものを変えることで、「夏の風鈴

だけじゃなくて、春に来て、つるし雛も見て

みたい」と観光客が違った雰囲気の稲取を味

わいに再び訪れるようになると思います。ま

た、この風景がＳＮＳで広まれば、新たな観

光客が増え、稲取がもっとにぎやかな町にな

ると思います。 

今は、新型コロナウイルスの影響で、観光

客の数も減ってしまっていると思います。さ

らに、このような状況の中では、私が考えた

ようなことを地域の方々と実践するのも難し

いかもしれません。 

そこで、私はまず一人でやれることを積極

的に取り組みたいです。それは、「あいさつ」

をすることです。 

今は、マスク生活になってしまい、お互い

の表情がよく見えなくて、人との関わりも少

なくなってしまっているのではないでしょう

か。このようなときだからこそ、あいさつを

してお互いの心と心を通わせることが大切だ

と思います。「ソーシャルディスタンス」とい

う言葉があり、人と人の距離は離れてしまい

ますが、心と心の距離にソーシャルディスタ

ンスはありません。だから、元気よく、笑顔

であいさつをしたいです。そして、感染のリ

スクを背負って毎日働いてくれている方々に

対しての、感謝の気持ちも大切にしていきた

いです。このようにして、町の人たちとの心

の距離を縮めていけば、きっとこの状況を乗

り越えていけると思います。このことをきっ

かけに、より町が明るくなり、もっとよい町

になると思います。 

稲取は、とてもいいところだと思います。

今の状況でやれることは多くありませんが、

そこで諦めるのではなく、あいさつのように

できることを進めていきたいです。そして、

この先地域の方々と協力できる日が来たとき

には、稲取の海を守り、稲取の海を守ろうと

宣言したことに嘘がなかったようにしたいで

す。 

海や山、自然がたくさんあり、それを毎日

見ることができ、私はすごく恵まれていると

感じます。このような魅力であふれている稲

取をもっと明るい町にしていきたいです。ま
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た、観光客にも稲取を大切にしてもらえる町

にもしたいです。だから私は、この「稲取の

海を守ろう宣言」を広めて、これからも稲取

がきれいなところであるように、そして、に

ぎやかな町になるように、自分ができること

から一歩一歩取り組んでいきたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＮＳトラブルをなくすには 

伊東商業高等学校１年 宮下 耀 

 

現在、インターネットの技術は進化し、知

りたい情報をすぐに探すことができる便利さ

もあって、私たちの生活に、なくてはならな

いものになっています。私もスマートフォン

やパソコンなどで、インターネットをよく使

って過ごしています。 

しかし、インターネットに関連した問題が

数多く起こっているのも現実です。その中で

も、ＳＮＳ上の根拠のない誹謗中傷が他人を

傷つけてしまう、といったトラブルは少なく

ありません。最近も、このようなトラブルか

ら芸能人が自殺をしてしまったという悲しい

ニュースを耳にしました。 

ＳＮＳでのトラブルの半数以上には、中高

生が関わっているそうです。ＳＮＳならば、

いつでも、どこでも、だれとでもつながるこ

とができるため、私も友達や親に連絡をする

時に、利用することは多いです。そのように、

私たちのような中高生は、ＳＮＳをよく利用

するため、被害者になってしまうことが多い

のでしょう。特に多いのが、ＳＮＳでのやり

とりから生じる友達同士のトラブルです。 

 なぜ、このようなトラブルはなくならない

のでしょう。それは、間違った使い方をして

いる人や使い方を知らない人が、たくさんい

るからだと思います。ＳＮＳを利用したコミ

ュニケーションでは、相手の顔が見えないの

で、他人の悪口を言っても大丈夫と思ってい

る人も多いのではないでしょうか。少しでも

このような行為をする人が増えないようにす

るには、あたり前かもしれませんが、使い方

を注意するように呼びかけを続けていくこと

が大切だと思います。 

 ＳＮＳトラブルの中には、自分だけでなく、

周りの人に被害を与えてしまうものもありま

す。インスタグラムやフェイスブックなどの

アカウントの乗っ取りが、それです。アカウ

ントを乗っ取った人物は、本人になりすまし、

理由をつけて、そこに登録のある友人から電

話番号やメールアドレスを聞き出し、悪いこ

とに利用しようとします。そうした犯罪につ

いて調べてみると、 

 「このようなことはやめてほしい」 

 「どうしてこんなことをするのだ」 

という被害者のコメントが、インターネット

のサイトにはあふれていました。私も、これ

らのコメントを読んで、同じ気持ちになりま

した。ＳＮＳを使うときには、このようなこ

とが起こるかもしれない、ということにも、

注意をしなければいけません。 

 では、ＳＮＳトラブルを防ぐために、個人

でできることには、どのようなことがあるで

しょうか。 

ブログなどのプロフィールに、安易に文章や

写真を載せると、個人名や生活圏を特定され

てしまうこともあります。このようなことに

ならないために、アカウントを非公開にする

のは当然ですが、自分のプロフィールの写真

の背景をぼかして、撮影された場所が特定さ

れないようにするなど、個人でも工夫できる

ことはたくさんあります。 

また、ルールを決めておくのもよいと思いま

す。ネット上で知り合った人には「個人情報

を絶対に教えない」「画像などを送らない」「

直接会わない」など、自分の身を守るための

ルールを作ることも必要です。 

ＳＮＳは、使い方を一歩間違えてしまうと大

きな事件につながってしまうこともあります。
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ＳＮＳでは、匿名で気軽にコメントを投稿で

きるので、つい言葉が乱暴になったり、よく

考えもせずにひどい言葉を使ってしまったり

しがちです。ＳＮＳを使うときには、それを

読む相手がいることを意識して、一度冷静に

なって内容を見直し、いつも以上に慎重に言

葉を選んで使わなければいけないと思います。 

 ＳＮＳでのトラブルに巻き込まれないため

には、「どういう人が使っているのか」「使い

方を間違えるとどのような被害があるのか」

を知ることが必要です。そして、常に何かの

トラブルに巻き込まれしまう可能性があるこ

とを意識して、知らない人とのやりとりはし

ないように気をつける必要もあります。 

トラブルに巻き込まれないためには、ＳＮＳ

についての正しい知識や利用するときのマナ

ーを、しっかりと学ぶことが大切です。最近

では、学校でもネットモラルやインターネッ

トの利用方法について、授業や講演を行って

います。このようにして、ＳＮＳなど、イン

ターネットを利用する人がルールやマナーを

学ぶ機会を増やすことが大切だと思います。 

 ＳＮＳは、友人や家族との連絡や、やりと

りをするために必要なものです。しかし、普

段から何気なく使っているインターネットに

は、たくさんの危険が潜んでいます。それを

理解して、普段の自分の使い方を、それぞれ

が見つめ直していく必要が私たちにはあるの

ではないでしょうか。それぞれが、インター

ネットについての正しい知識とマナーを身に

つけることで、この世界からインターネット

に関係する問題をなくし、皆が楽しく笑顔で

インターネットを使える時代が来てほしいと

思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

東伊豆町の人口減少とこれから 

下田高等学校１年 田村 豪人 

 

 今、私の学校では地域を活性化させるため

に「ＫＵＲＯＦＵＮＥプロジェクト」という

活動を総合学習の時間に行っています。その

中で、静岡文化芸術大学の舩戸修一先生から

社会学の講義を受ける機会がありました。今

日は、そこで得た知識をもとに、これからの

東伊豆町について主張したいと思います。 

 まず最初に教わったのは、人口減少が進ん

でも、必ずしも地域が消滅するわけではない

ということです。人口が一万人未満になると

消滅するとか、二十歳から三十九歳の女性の

数が半分以下になると消滅可能性都市になる、

などと言われていますが、実は、人口減少か

ら都市が消滅するという思想の根拠はないと

いうのです。それでも、人口減少の不安があ

ると、根拠のないことでもつい信じてしまい

そうになります。舩戸先生は、これを国民へ

の煽り、恫喝だと言いました。 

 では、人口減少は本当に地域にとって問題

なのでしょうか？ 静かで住みやすいという

良い側面もあるのではないでしょうか。若い

人にとっても田舎は住みやすいはずです。商

店がなくても現代は通販サイトで生鮮食品も

購入できます。これからは、東伊豆、さらに

日本社会全体で人口は減少していくでしょう。

だから「人口減少」を問題として恐れるだけ

ではなく、それを前提として社会を構想すべ

きだと私は思います。 

 次に舩戸先生の話で印象に残ったのは限界

集落についてです。限界集落とはどのような

ものか。それは「集落人口の半分以上を六十

五歳以上が占め、社会的共同生活の維持が困

難にある集落」のことです。東伊豆は現在こ

の限界集落には当てはまりませんが、これか

ら若者の割合が減っていく可能性は高いです。

そこで、学んだ知識をもとに、これにどのよ

うに対策を立てるべきか考えました。たとえ

ばここにＡ集落とＢ集落があるとします。Ａ

集落は限界集落の定義にあてはまりませんが、
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住民の子どもたちは遠く離れた所に住んでお

り、集落にはめったに帰ってきません。一方、

Ｂ集落は限界集落の定義にあてはまりますが、

子供たちは近隣の地域に住み、頻繁に集落に

通ってきます。Ａ集落とＢ集落、どちらがよ

り消滅の可能性があるでしょうか？ 私は、

限界集落の定義に当てはまっていても、集落

を維持できるのはＢ集落の方だと私は思いま

す。 

 そこで、東伊豆町の半径４０キロメートル

にある市町を調べてみました。これは車で約

２時間で東伊豆へ帰って来られる距離です。

北には三島市、沼津市、函南町、熱海市など。

南には下田市、松崎町、西伊豆町などがある

ことが分かりました。東伊豆町の若い世代の

人々がこれらの市町に居住したとしても、頻

繁に東伊豆町へ通えば集落を越えた「拡大家

族」ができると思います。 

 舩戸先生が佐久間町を対象に行ったアンケ

ートによると、県外に出た人が帰省する目的

は「親の様子を見る」「農作業の手伝いに来る

」など、「実家」との関わりが強く、逆に「自

治会の祭礼に参加する」ことや「自治会の共

同作業に参加する」ことなど、「集落」との関

わりを目的として帰省する人の割合は少ない

ということがわかりました。 

 このアンケートの結果からわかるとおり、

集落の外へ出た子どもたちが実家だけでなく

集落行事にも通うようにすることで、集落を

維持できる可能性が高まるでしょう。つまり、

外へ出た子どもたちを「観光客」としてみて

はいかがでしょうか？ そのためには、その

人たちが戻ってきたくなるような行事作りが

大切です。 

 たとえば稲取には「海まちサイクリング！

」や「港の朝市」などのイベントがあります。

集落を出た子ども達には家族ができて近隣に

住む人もいるでしょう。だからこれらのイベ

ントを家族で楽しめるようにする工夫が効果

的だと思います。「海まちサイクリング！」で

はレンタルする自転車に子ども用の自転車や

親子で乗れる自転車を追加し、レンタル料を

安くすると良いと思います。「港の朝市」では

家族で来た方に商品を割引することで、集落

を出た人たちも家族で訪れたくなると思いま

す。 

 また、先ほど述べた「自治会の共同作業」

が帰省の目的となるように、町の共同作業と

して畑おこしをするのはどうでしょうか？  

東伊豆町には畑として使える土地が多くある

ので、それらを有効利用するために、農協さ

んに御協力いただき、外に出た子どもたちを

招いて畑おこしをしたら良いと思います。 

作業し終えた畑は、希望があれば、他の地域

に居住し農業をしたくても土地のない人にも

使える畑として貸し出します。そうすれば、

畑おこしの後にも定期的に帰省する目的に充

分なるでしょう。 

 さらに東伊豆町には素晴らしい観光施設が

あります。この施設で、東伊豆町から近隣の

市町からくる人には割引をするサービスを行

うと、東伊豆町を出た人たちが戻ってくるき

っかけにもなるでしょう。 

 しかしこのような取り組みも、東伊豆から

出た子どもたちに知ってもらわなくては、効

果がありません。だから、チラシやＣＭなど

に加えて、ネットを利用してＳＮＳ等を用い

て積極的に宣伝することが大切だと思います。 

 私は、東伊豆町を出た子ども達が、故郷で

ある東伊豆町と、働いているその他の近隣地

域とを行き来する「二地域居住」というライ

フスタイルを推進し、東伊豆町のさらなる活

性化を応援したいと思います。 
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「私は無限」 

稲取高等学校１年 前田 瑠花 

 

 「求めよ。さらば与えられん。」 

 という言葉を皆さんは、知っていますか？

この言葉の意味は、ただ待っているのではな

く、自ら積極的に努力することで良い結果を

得られる、という意味を持ちます。 

 けれども、中学生時代の私は、積極的だっ

たとは言えません。 

 部活動は女子バスケットボール部に所属し

ていました。五人で一つなので、コミュニケ

ーションが団結力へとそのまま繋がる種目で

す。しかし、大声を出すと体力を消費してし

まうという理由で、あまり自らコミュニケー

ションを取ろうとしませんでした。 

 そして、授業でも黒板の字をだだ写すだけ

で、プラスアルファのことは、何もしてきま

せんでした。つまり、楽な道を選び、大変な

道から避けて進んできました。 

 そんな時、入学したばかりの私達に、先生

方は 

「困難な道へ進めていますか？」 

 と問いかけて下さったのです。 

 中学卒業と同時に、新型コロナウイルスが

一瞬にして、世界を騒がせました。卒業式は

少人数で行ったり、入学式も必要以上のこと

はしませんでした。そのため、心細いまま義

務教育とお別れをして、新たな生活に不安を

抱えたまま入学をしました。そして、直ぐに

休校期間が始まりました。私はその間に、過

去の自分を振り返る時間にしました。そこで、

一番に思ったことは、部活動での無責任さで

した。自分に責任を持たず、ただただ友達に

任せっきりで情けないと、恥ずかしくなりま

した。だから、高校で挽回したいと強くおも

ったため、稲取高校の伝統的な新体操部に入

部させていただきました。中学の頃には無か

った、マネージャーの仕事を選びました。も

ちろん、中学の頃と同じ部活動にして、挽回

していくのも考えました。けれど、もっと幅

の広い経験をしていかなければ、バランスよ

く成長を見れないと思い、選手のサポートを

すると決意しました。六月に本入部をし、分

からないこともまだまだあり、大変です。け

れど、選手がいつか 

「あなたがいてくれて、助かっている。」 

 と言ってもらえるようなマネージャーにな

ろうと思います。 

 そして、勉強面では今年からできた進学コ

ースを希望し、無事に入る事ができました。

ふつうコースよりも、大学調べをしたり、難

易度の高い問題を解くなど学習目標をしっか

り立てて、受験に備えています。つまずく事

もあるけれど、解けなそうな問題を繰り返し

解いても、ダメな私のままだと思ったので、

困難な道を進み、学年の上位を目指して勉強

をしています。基本的な事ですが、分からな

い所は先生に聞き、助けを求めている友達が

いたら、理解してくれるまで教えてあげるな

ど、工夫をしています。そのおかげで、曖昧

な考えが無くなり、理解が深まりました。そ

して、説明力が上がりました。 

 また、私はダンスを習っていて、中学卒業

後からインストラクターもやらせていただい

ています。そんな中でダンスを体育の授業で

教えてくれないか、と提案を受けました。舞

台に立ち教えるのは、恥ずかしいですが（こ

こで前に進もう）と思い教えました。約八十

二人に教えるのは初めてで、大変でしたが授

業をしたことにより、以前の自分に比べて、

成長ができたと思います。だから、勇気を振

り絞りみんなの前に立てて、本当に良かった

と思いました。 

 最後に、私が伝えたい事は、困難な道へ進

むのは誰もが、その先の失敗を恐れてしまい

ます。しかし、それは失敗ではなく、経験だ

いうことに気がついて欲しいです。経験の中

で、反省ができれば、より良い自分へと成長

することができます。 

 ここにいる皆さんも、発表に向けてたくさ

んの苦労があったと思います。それもいつか

成長へとつながると思います。だから、この

経験を大切にして、この先も積極的に努力を
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していきませんか。私も、色々な経験を積み、

限界のない自分へと歩んでいこうと思います。 

 

 



歴代発表者（青少年主張発表大会）

第１回 第２回 第３回 第４回 第５回

昭和60年度 昭和61年度 昭和62年度 昭和63年度 平成元年度

鈴木 活生 庄司 好男

土屋 時乃 遠藤 智美

雄谷 隆夫

三浦 周一郎
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校
生

稲取高等学校 松山 美加 田原 俊介 和田 めぐみ

伊 東 城 ヶ 崎
高　等　学　校

伊東高等学校

下田北高等学校 鈴木 参日

下田南高等学校

伊　東　商　業
高　等　学　校

加藤 友美

稲取中学校３年 堀川 泰代 滝 悦子 平田 洋子 石原 尚子 古屋 桃子

稲取中学校２年 山田 幸二 滝 裕子 福岡 慈子 渡辺 奈穂子 田山 麻理絵

辻 由美子 加藤 正剛

鳥沢 たまき

大内 佳人

下田南(定時制)

中
学
生

熱川中学校１年 嶋田 千穂 飯田 瑞穂子 加藤 久美子 加藤 友美 小林 浩一

熱川中学校３年 前田 慶子 及川 智恵 稲葉 真紀 児島 涼子 稲葉 美穂子

稲取中学校１年 鈴木 有美子 福岡 慈子 金指 直子 田原 竜也 太田 雅也

熱川中学校２年 土屋 いづみ 兼子 まや 飯田 瑞穂子 稲葉 るみ子

鈴木 理史 川上 竜司 木村 昌弘

内藤 美奈子稲取小学校６年 加藤 郁美 鈴木 美恵子 渡辺 宏 村木 美輝

稲取小学校５年 村木 町子 山田 亜矢子 奈良 有希子 石井 夏菜 雲野 多惠

稲葉 隆行 稲葉 早千江 飯田 めぐみ

鎮田 泰代 稲葉 恭子 内藤 晴之

藤井 愛

回数

学校名

小
学
生

大川小学校５年 稲葉 賢史 後藤 麻衣子

大川小学校６年 飯田 瑞穂子 稲葉 美穂子

熱川小学校６年 井原 みゆき 森田 綾 島田 浩充 濱野 剛稔 横山 あかね

熱川小学校５年 小林 千枝
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第６回 第７回 第８回 第９回 第１０回

平成２年度 平成３年度 平成４年度 平成５年度 平成６年度

勝間田 秀寿

前田 朝子

小知和 寛子

飯田 めぐみ

伊東高等学校

伊　東　商　業
高　等　学　校

下田北高等学校

土屋 富浩 前野 智恵子

飯田 ひとみ

下田南高等学校

飯田 剛弘

石原 尚子

高
校
生

稲取高等学校 鈴木 一繁 飯田 仁美 高村 幸邦

宮原 崇敏 金指 貴子 山田 恵梨子 坂部 千秋

伊 東 城 ヶ 崎
高　等　学　校

下田南(定時制)

稲取中学校３年 田原 竜也

鈴木 照子 斎藤 立枝 小知和 寛子 花田 知子 遠藤 裕美稲取中学校２年

鈴木 未奈 古屋 彩花

金指 亮太 豊島 真美 鈴木 佑理 野澤 留実

稲取中学校１年 内藤 夕子 小知和 寛子 篠田 知子

飯田 留美 島田 深志 山本 稚奈

熱川中学校２年 土屋 はるか

不二山 千晴 溝尾 祐 不二山 仁美 野澤 留実 鈴木 美菜

中
学
生

熱川中学校１年

垂井 幸 桑原 加奈子 横山 真理 太田 博之 小池 正治稲取小学校６年

熱川中学校３年 秋永 美絵 鎮田 泰代

鈴木 精一郎 内山 亜紀子

木村 浩子 高羽 さやか 太田 惠子熱川小学校６年 木村 明人 戸田 景子

木村 奈津子 小林 真瑛 田神 敬祐 坂田 菜穂子山本 稚奈

飯田 洋一 片山 房子

飯田 多賀乃 横山 美和

回数

学校名

小
学
生

大川小学校５年

大川小学校６年

熱川小学校５年

飯田 剛弘 木村 和加子 山下 優子

木村 直樹 稲葉 世里子 稲葉 健太

稲取小学校５年 伊東 久恵 鈴木 智和 山田 美保子
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伊東高等学校

伊　東　商　業
高　等　学　校

下田北高等学校

下田南高等学校

高
校
生

稲取高等学校

伊 東 城 ヶ 崎
高　等　学　校

下田南(定時制)

稲取中学校３年

稲取中学校２年

稲取中学校１年

熱川中学校２年

中
学
生

熱川中学校１年

稲取小学校６年

熱川中学校３年

熱川小学校６年

回数

学校名

小
学
生

大川小学校５年

大川小学校６年

熱川小学校５年

稲取小学校５年

第１１回 第１２回 第１３回 第１４回 第１５回

平成７年度 平成８年度 平成９年度 平成10年度 平成11年度

五十嵐 広行

高橋 真未

濱野 友加

内山 太恵子

横山 綾子 米沢 知紘

横山 麻子 稲葉 留美土屋 健一 高橋 映年

太田 梓市川 容子

田中 有希子 鈴木 愛理

脇田 春啓 野澤 幸恵

村木 さやか 須藤 裕美 鈴木 梓 土屋 晋 村上 ゆりこ

金指 純子 内山 加奈子 前田 美佐子 鈴木 千絵

清水 高明 古屋 明日花 村木 貴桑原 敦子 秋田 真澄

湊 浩子 平川 城太朗

山口 宏美 上嶋 麻衣子 村木 貴稲葉 いづみ

遠藤 有希子 石垣 ちさと 佐藤 栄美 金指 令枝

稲葉 健太 飯田 多賀乃

河内 孝樹 佐藤 香里嶋田 早紀子 鈴木 美菜 乗松 宏衣

土屋 美和 山本 力道 久野 麻紀飯田 多賀乃

横山 宏美 曽我 真奈美 森田 みなみ

冨岡 志穂美 栗田 里美 内山 浩美 鈴木 友里子村山 恵美

内山 浩美

小野 仁実 米澤 亜弥 佐藤 翠 富岡 加織

横山 隆志 湊 渉子 相沢 祐樹

坂田 佳之 秋永 知南中島 亜希子 石森 千春

山岸 みづ紀 山本 紗弓

山本 茜岡田 真美 稲葉 愛美 稲葉 由莉 星野 健作

湯川 貴喜 稲葉 由莉 西尾 雅輝 木村 高徳
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伊東高等学校

伊　東　商　業
高　等　学　校

下田北高等学校

下田南高等学校

高
校
生

稲取高等学校

伊 東 城 ヶ 崎
高　等　学　校

下田南(定時制)

稲取中学校３年

稲取中学校２年

稲取中学校１年

熱川中学校２年

中
学
生

熱川中学校１年

稲取小学校６年

熱川中学校３年

熱川小学校６年

回数

学校名

小
学
生

大川小学校５年

大川小学校６年

熱川小学校５年

稲取小学校５年

第１６回 第１７回 第１８回 第１９回 第２０回

平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度

秋永 亮太田 美佐 金作 美紀 遠藤 央恵 佐藤 舞

森田 有希子 冨田 さち 前田 尚也 新居 功

星野 千秋佐々木 草平 遠藤 あゆみ 太田 裕介 石塚 里沙

村木 かお里 鈴木 成禎 飯田 宗一郎 千葉 崇幸

小野澤 宏太 菊地 恵 鈴木 俊太 土屋 奈菜

山田 佐世 平井 里奈 村上 麻実

黒田 祐介

野口 花菜

冨岡 志穂美

八木 厚子 上嶋 紗也加 齊藤 佳穂中山 美穂 本田 璃菜

石井 三香子 本田 華菜内山 浩美 鈴木 宏規

稲葉 寛美

鈴木 雅晃石森 千春 前田 友美 山本 茜 飯田 龍仁

山本 彩香 高﨑 頼梅原 千種 石川 泰希

芹澤 美沙 遠藤 悠子 内山 颯子 鈴木 里咲 山田 瑞季

岩間 康平 中村 駿介伊藤 梨紗 中村 賢哉 京極 雄大

歌田 裕美 稲葉 啓太郎 木村 美穂 木村 佳奈美 稲葉 拓人
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第２１回 第２２回 第２３回 第２４回 第２５回

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

伊東高等学校
城ヶ崎分校

早瀬 明日香 森 正代 篠澤 勇志 土屋あゆみ

下田高等学校 相良 龍太郞 石井 利枝

伊東高等学校 横倉 園枝 中村 歩美 釜田 みずき 滝口 汐利 山田 美智子

下田北高等学校 山田 晴美 山田 剛史 横山 美紀

大鳥 瑞希

下田南高等学校 高村 和 上島 麻実

高
校
生

稲取高等学校 梅原 麻美 岩崎 里音 竹内 遥香 前川 美悠

伊 東 城 ヶ 崎
高　等　学　校

宍戸 沙耶香

伊　東　商　業
高　等　学　校

太田 侑紀 中山 瑛里 吉田 美沙

木村 沙枝美

稲取中学校３年 森下 泰羽 山田 茉莉花 安森 沙耶 安部 尊誼 田村 彩

稲取中学校２年 塙 麻祐子 鳥沢 香純 宮崎 恵里奈

中
学
生

熱川中学校１年

熱川中学校２年 加藤 郁美

稲取中学校１年 米澤 茜 大塩 朝加

黒田 訓英 有賀 伊久磨 大兼 ことみ 八木 梨紗

熱川中学校３年 市川 加菜 富樫 貴史 石井 光晴 小澤 翔太

稲取小学校６年 石井 輝 鈴木 結稀 米澤 茜 村木 恭二 盆子原 茜音

熱川小学校６年 鈴木 亜実 大兼 ことみ 八木 梨紗 渡邉 里奈 中村 萌

大川小学校６年 木村 慎太郎 稲葉 大樹 石井 圭介 飯田 夕稀 後藤 隼希

回数

学校名

小
学
生

大川小学校５年

熱川小学校５年

稲取小学校５年
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第２６回 第２７回 第２８回 第２９回 第３０回

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

回数

学校名

小
学
生

大川小学校５年

大川小学校６年 石井 拓也 稲葉 陶真

熱川小学校５年

飯田 咲喜 石井 那於 飯田 大喜

熱川小学校６年 加藤 博己 土屋 花音 田村 伊織 嶋田 翔太朗 鳥澤 侑生

稲取小学校５年

稲取小学校６年 髙橋 大地 藤邉 光源 佐久間 祐也 太田 翔夢 梅原 千裕

中
学
生

熱川中学校１年

熱川中学校２年 萩原 歩美 石井 奈菜子 臼井 裕貴 岩崎 航大 篠原 陽

熱川中学校３年 穴澤 なな子 飯田 夕稀 稲葉 義充 森 萌香 茂木 優紀

稲取中学校１年 鈴木 絢子 村木 亜未香 稲葉 亜汐 鈴木 琢也 齋藤 陸

稲取中学校２年

稲取中学校３年 宮崎 玲唯奈 太田 和希 山田 さくら 鈴木 綾乃 千葉 優寿花

高
校
生

稲取高等学校 阿部 佳澄 竜田 匠 上柳 希 中嶋 美幸 西田 翔

伊東高等学校
城ヶ崎分校

川合 清香 穴澤 なな子 加藤 美里 佐藤 恭子 小野 あいり

伊　東　商　業
高　等　学　校

奥村 美咲 木村 遥 木村 円香 加藤 百夏 石井 茉夕子

伊東高等学校 土屋 かおる 日下 拳

下田高等学校 村木 由仁 横山 蓮 山本 伊万里 相澤 蘭

一
般
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回数

学校名

小
学
生

大川小学校５年

大川小学校６年

熱川小学校５年

熱川小学校６年

稲取小学校５年

稲取小学校６年

中
学
生

熱川中学校１年

熱川中学校２年

熱川中学校３年

稲取中学校１年

稲取中学校２年

稲取中学校３年

高
校
生

稲取高等学校

伊東高等学校
城ヶ崎分校

伊　東　商　業
高　等　学　校

伊東高等学校

下田高等学校

一
般

第３１回 第３２回 第３３回 第３４回 第３５回

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

茂木 洋輔 木村 優太 柚田 唯生

土屋 慶音 稲葉 佳丈 高羽 雄大亀浦 ももか 工藤 真帆

強谷 菜々美 八代 隆世 黒田 ゆき 鈴木 尚 飯田 凛音

長谷川 珠里 山本 晃己 木村 優太常盤 大聖

内山 結愛 藤井 菜々美 稲葉 理桜冨田 夏帆 小栁 李菜

鈴木 泰晴 鈴木 友菜内山 世那 宮下 旦 内山 桃華

村木 美憂 清水 悠加 前田 晃佑 井口 恋来山田 朝陽

菊池 和磨 前田 雄太郎 佐藤 南星 山本 大翔山本 瑠夏

佐藤 彩音 太田 あゆみ青山 今日子 小川 奈々

山田 真治郎

稲葉 夕夏 齋藤 那希

川端 綾 米澤 凛夏 髙羽 隆生 山田 龍道西田 亜美

本多 まゆみ
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回数

学校名

小
学
生

大川小学校５年

大川小学校６年

熱川小学校５年

熱川小学校６年

稲取小学校５年

稲取小学校６年

中
学
生

熱川中学校１年

熱川中学校２年

熱川中学校３年

稲取中学校１年

稲取中学校２年

稲取中学校３年

高
校
生

稲取高等学校

伊東高等学校
城ヶ崎分校

伊　東　商　業
高　等　学　校

伊東高等学校

下田高等学校

一
般

第３６回

令和2年度

木村 真緒

山田 薫生

木村 侑和

石井 六花

前田 瑠花

宮下 耀

田村 豪人
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