
あなたの夢は何ですか？ 



この子に同じ質問をした時 



「大人になるまで 

生きることです。」 



 これは、カメラマンの池間哲朗さんの著書 
 

 『あなたの将来の夢はなんですか？私の夢は
大人になるまで生きることです。」 

 
 で紹介されている 
 フィリピンの首都マニラ、 
 スモ―キーマウンテンに住む 
 少女の言葉です。 



 この“スモーキーマウンテン”に
暮らす子どもたちが15歳まで生
き延びる確率は30％。 

 3人に１人しか15歳まで生きてい
くことができないのです。 



5歳になる前に死亡する子どもの割合 



今、世界には６３億人が暮らしてい
ます。 
そのうち約20％にあたる13億人が

日本やアメリカ、ヨーロッパなどの豊
かな先進国に暮らしています。 
 
そして残りの80％、50億人がアジア

やアフリカなどの貧しい国々、開発
途上国に暮らしています。 



そしてこの50億の人たちが苦しんで
います。 
特に11億の人々は食べ物を得るこ

とが難しく、栄養状況が非常に苦し
い中で生活しています。 
さらにそのうち6億の人々は、きょう1

日の食べ物すら手に入れることがで
きず餓死寸前の状態と言われてい
ます。  



 食べ物を買うことができない。き
れいな水を飲むことができない。
小さな薬さえも買うことができな
い。そんな貧しさが原因で2秒に
1人が死んでいきます。 

  さらに深刻なのは、亡くなって
いく９０％以上が子どもだというこ
とです。 
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マララ・ユフスザイさん 

      史上最年少、17歳での2014年のノーベル平
和賞受賞。 

      2012年10月9日、少女が学校へ行くことを禁
止した武装グループを批判し教育をうける権
利を主張し続けた15歳のマララさんは、下校
途中に銃で頭を撃たれて意識不明の重体と
なった。 

      2013年7月12日、奇跡的な回復を遂げ、
ニューヨークの国際連合で演説を行った・・・・。 



ここで１冊の本を紹介します。 

この本のなかで
マララさんの演
説が紹介されて
います。 





武装グループは、 

わたしの考えを変えさせようとし
ました。 
 

けれど、わたしのなかで変わっ
たものは、なにひとつありませ
ん。 
 
つぎのものをのぞいては・・・・・・。 

わたしのなかの、 
弱さ、恐怖、絶望が死に、 
 
かわりに、 

強さ、力、そして勇気が生ま
れたのです。 



世界のみなさん。 
わたしたちは、暗闇のなかに閉じ込められて 

初めて光の大切さに気付くようなところがありま
す。 
 
同じように、 
わたしは、ことばを奪われそうになって、 
はじめて、 
その、ことばのたいせつさがわかりました。 



わたしの故郷、パキスタンのスワートという町は 
武装グループに支配されています。 
かれらは、自分たちの利益のために、 
女の子が学校へ行くことを禁止しています。 

そして 
「学校へ行きたい」と言ったわたしは、 
かれらによって、銃で頭をうたれました。 



世界には、わたしだけでなく、 
おとなによって苦しめられているこどもが 
たくさんいます。 



インドという国では、 
おおぜいの 
まずしいこどもたちが、 
学校へ行かせてもらえず、 
小さなときから 
働かされています。 



ナイジェリアという国では、武装グループが 
「教育はこどもに必要ない」と言って、 
多くの学校をこわし、 
先生や生徒を殺しています。 



アフガニスタンと言う国では、 
女の子は、 
おさない年齢で結婚させられ、 
学校へ行くかわりに、 
家事をさせられています。 



パキスタンの武装グループは、 
なぜ、 
わたしを、撃ったのでしょう。 

それは、 
「学校へ行きたい」というわたしを 
だまらせるためです。 
そうすれば、 
自分たちの思うままになると 
考えたのです。 



しかし、それは成功しませんでした。 
     わたしを撃ったことで、 
     世界中の人びとが非難の声をあげました。 

学校へ行きたいというわたしの夢も、 
なくなりませんでした。 

むしろ、力や勇気が生まれました。 

そして、声をあげるたいせつさに 
  あらためて気づかされたのです。 

武装グループの暴力は、 
なにひとつ成功しませんでした。 
 
それはほかの国も同じです。 



「ペンは剣よりも強し」 

そんなことわざがあります。 
ペンとはことばです。 
わたしがそうであったように、きちんと声をあげれば、 
おおぜいの人たちが聞いてくれています。 

いのちをすくってくれ、声をあげる場所をくれ、賛同し
てくれるのです。 
武装グループがいくら銃を向けたとしても、 
声が消えることはありません。 
 
声はまたたく間に大きくなっていきます。 

 



世界にはまた多くの不平等があります。 
たくさんのこどもが、 

貧困、差別、不正、無学などに苦しん
でいます。 
だからこそ、 
一人ひとりが立ちあがり、 
声を出していかなければなりません。 

声を出して世のなかを変えていくべき
なのです。 

そのために必要なのは、まず、学校と教育です。 
わたしたちは、 
ことばによって自分の気持ちを 
あらわせるようにしなければなりません。 



一人のこども。 
 
一人の教師。 
 
一冊の本。 
 
一本のペン。 

それさえあれば、わたしたちは 
ことばをつかうことができるようになり、 
声をあげて 
せかいをよりよいものにしていくことが 
できるのです。 



わたしたちが教育によってことばをもち、 
平和な世界を求めて、ともに歩み始めれば、 
だれもそれを止めることはできません。 
教育が世界を変えるための解決策です。 



マララ・ユスフザイさんのことばを、 
みんなは、どんなふうに聞いただろう。 

ぼく（石井光太）は、 
毎月のように、国内外の様々な場所へ行き、 

そこで生きる人びとの話を聞いて、 
それを本にまとめる仕事をしている。 

世界を歩くと、 
学校へ行けない子どもが 
おおぜいいることがわかる。 

 
マララさんの演説を聞いて、 

世界のこどもたちの姿を思い描きながら、 
ぼくは、いろいろなことを考えた。 

そして、 
ぼくの考えを、みんなに伝えたい、と思った。 



ぼくたちはなぜ、 
学校へ行くのか。 

 
石井光太 



「学校へ行くな。行ったら殺す」 
それが、おとなたちがマララさんに発した言葉だった。 
それでも勉強することを望んだために、 
マララさんは、銃で撃たれてしまった。 
 

ぼくたちはなぜ、学校へ行くのだろう。 
 
日本では、こどもたちは教育をうける権利を持っている。 
中学校までは義務教育で、 
おとなはこどもを学校に生かせる義務がある。 
だから、６歳か７歳になると、日本のこどもは学校へ行き、 
朝から夕方まで、さまざまな科目を勉強する。 

 



 
ところが、 
世界には学校へ行きたくても行けない子どもたちが、 
おおぜいいる。 
開発途上国とよばれる国では、 
約１５パーセントのこどもが小学校へ行くことができない。 
中学校へ通えるのは、わずか約５０パーセント。 
みんなのクラスの半分は、中学校へ行けないということだ。 

 
なぜこんなことがおきるのか。 
 
それは、 
おとなたちが、こどもを学校に行かせないようにしたからだ。 
 

 
 
 



マララさんが生まれ育った町でも、同じだった。 
パキスタンという国の、スワート地方。 

きれいな山と谷に囲まれた、とても美しいおだやかな町だ。 

この町で、２００７年ごろ、とつぜん戦争がはじまった。 
アメリカがとなりの国、アフガニスタンを攻撃したことで、 

そこから逃げてきた武装グループが国境をこえて入ってきたのだ。 
 

武装グループは、スワートのおとなたちを味方につけ、こう言った。 

「パキスタン政府を倒して、国を支配しよう。 

そうすれば、みんなゆたかなくらしができるようになる
はずだ」 



うつくしくおだやかな町は、あっという間に危険な戦場
となった。 
武装グループはスワートを占領したのち、 

地元の女の子たちに向かって「学校へ行くな」と命じ
た。 
文字を書いたり、読んだり、計算したりするのは、 
男だけでいい、ということだ。 

社会をつくっていくのは、男がすることである、という
のだ。 

女は新聞も読まず、手紙も書かず、家で家事をして
いればいい、 
というのだ。 

こんな考えは、まちがっていると、ぼくは思う。 
男の子も女の子も、こどもはみんな、 
学校へ行き、学ぶ権利があるのだから。 
 
マララさんもそう考えたに違いない。 

だから、「わたしは学校へ行きたい」と言いつづけた
のだ。 
 

そのマララさんを、武装グループは銃で撃った。 



 
ぼくは、なんどかインドという国へ行ったことがある。 
 

この国は、お金持ちの人と貧しい人しかいないのではないか、と、
思うことがよくある。 
 
ほんのひとにぎりのお金持ちが、 
大きなやしきに住み、ゆたかにくらし、 
大部分の人はまずしく、 
仕事をしても十分に食べていくことができない。 
 
 

だから 
おとなだけでなく、こどもたちも働かなければならない。 
 
 

こどもが農場・工場・船などで朝から晩まで働いて、 
家計をささえている。 
 
 



 
まずしい家のこどもは、学校へは行かない。 
だけど、本当は、みんな学校へ行って友達と遊びたい、 
と思っている。 
本を読んだり文字を書けるようになりたい、 
計算もできるようになりたい、と思っている。 
それができなければ、将来、安定した 
仕事につくことができないのを、わかっているから・・・・・・。 
 
だけど、親はその日を生きていくのでせいいっぱいで、 
こどもを学校へ行かせられない。 
こどもたちはがっかりし、 
しかたなく兄弟と『学校ごっこ』をして遊ぶ。 
そして、夢を見ることで自分をはげます。 
ーいつかお金持ちの人がやってきて、 
 ぼくを学校へ行かせてくれるんだ。 
 
そんなことありえないのに、 
「だれかが助けてくれる」という夢を見つづける。 
 
 



 
アフリカには、 
ウガンダという国がある。 
ここでは、武装グループが、 
長い間政府と戦争をしている。 
政府を倒して 
自分たちが政治家になれば、 
社会はゆたかになるのだと言って…。 
だけど、 
本当は、武装グループが、 
国の利益をぜんぶ 
自分のものにしたいだけなのだ、と、 
ぼくは思っている。 



武装グループは、こどもを誘拐して兵士にする。 
こどもに強引に銃をにぎらせ、 
おとうさんやおかあさんを撃つように命じる。 
両親を殺せば、 
こどもたちは帰る場所も養ってくれる人もいなくなり、 
兵士として生きていくしかなくなる。 
こうして兵士になったこどもたちは、 
いつ死んでもおかしくないような戦場へ送られていく。 
 
しかし、兵士になっても心はこどものまま。 
「おかあさんに会いたい」「おとうさんと遊びたい」 
という気持ちは残っている。 
そこで、夜になると、 
枕を、死んだおかあさんだと思って抱きしめて眠る。 
あるいは、木の影を死んだおとうさんだと思って話しかける。 
 
そうやって、失った家族を取りもどそうとしているんだ。 



人は絶望だけでは生きていけない。 
むりにでも希望をつくりあげて、前を向いて生きていこうとする。 
 
ーきっとお金持ちのおとながやってきて、 
 ぼくを学校へ行かせてくれるはずだ。 
 
ー死んだおとうさんやおかあさんが、 
 ぼくに会いに来てくれるはずだ。 

かなしいけれど、これはこどもがつくりあげた 
 

「まぼろしの物語」にすぎない。 
 

自分を助けてくれるお金持ちのおとななどいない。 
死んだ親が還ってくることもない。 
 

それでも、 
身勝手なおとなの社会に 
おしつぶされたこどもたちは 
「まぼろしの物語」にすがりつくことでしか 
生きていく気力をもてないんだ。 
 



こうした話は、 
遠い外国のできごとだと思うかもしれない。 
だけど、日本にだって同じことはある。 
 
大阪のとある町に、まずしい家庭があった。 
そこには小学校５年生のＡ君が住んでいた。 
その家のおとうさんは会社をやめてから、 
働かずにお酒ばかり飲んでいた。 
生活費は、おかあさんのパートのお給料だけ。 
お金がないので、食事は１日１回。 
おとうさんがお酒をやめれば、 
２回食べられるのにやめてくれない。 

Ａ君は修学旅行や給食のお金をはらうことができなかった。 
それがはずかしく、やがて学校にも行かなくなった。 
家にとじこもっていると、 
おとうさんがお酒を飲んでＡ君に暴力をふるう。 
家にも、学校にも居場所がない。 
それでもＡ君にとってたよれるのは両親しかいないから、 
がまんしつづけた。 



Ａ君はおとうさんになぐられた夜も、 
いっしょうけんめいに、 
むかしいっしょに遊んでくれた日々を思いだした。 
あんなにやさしかったおとうさんなんだから、 
きっとまたやさしくなってくれるはずだって。 
夜になってお腹がすくと、むかし、おかあさんが 
レストランへつれて行ってくれたときのことを思い出した。 
温かいハンバーグを食べたときのことを思い描いて、 
お腹がいっぱいのつもりになって眠りにつくんだ。 
 
Ａ君も、おとなの身勝手なつごうにおしつぶされながら、 
この「まぼろしの物語」にすがりついて生きている。 
 
日本にも、インドやウガンダのこどもと同じように、 
生きるために「まぼろしの物語」をつくりだし、 
それにしがみついて生きているこどもがいる。 



こんなふうにして生きている 
こどもたちを見ると、ぼくは、 
「なにがあっても生きたい」という 
生きものとしての本能を感じる。 
苦しくても、かなしくても、さびしくても 
いのちあるかぎり、 
なんとか生きていこうとする。 
それが人間なんじゃないだろうか。 
 
ならば、 
みんなはこの世のなかがどうあってほしいだろう。 
 
   平和な社会 
   幸せな社会 
   平等な世界 
 
ぼくは、そうした世の中をねがう。 



世界のどこかで、いつも戦争があり、食べる物のない、 
まずしいくらしをしている人たちはたくさんいる。 

日本にも、まずしさはあるし、差別もある。虐待やいじめも
ある。 
それをなくすのは、かんたんなことではない。 
 
戦争はいけない、と言うだけでは戦争は止まらない。 
差別はいけない、と叫ぶだけでは差別はなくならない。 
 

しっかりと自分の考えをつくりあげ、 
それを人にわかってもらえるようなことばにして 
伝えなければならない。 
 
そのために必要なのが、学校なんじゃないだろうか。 
学校へ行って、いろいろな友だちと遊び、勉強をし、 
話し合い、考えあうことで、 
自分自身のことばを自分でつかみ取っていく。 
学校は、そういうことができる場所なんだと思う。 



   もしかしたら、 
   気持ちをことばにしたって、 
   おとなたちはどうせ聞いてくれない、 
   と思っている人たちもいるかもしれない。 
 
   たしかにこどもの声を聞かないおとなはいる。 
しかし、そうでないおとなも、たくさんいる。 
   世のなかには戦争をしていない国もある。 
   暴力のない家庭もある。 
   まずしい人の少ない国もある。 
   いじめのない学校もある。 
それは、だれかが発したことばを、 
   ちゃんと聞いてくれる人がいるということだ。 
 
   あなたが自分のことばで、しっかり語れば、 
   きっと多くの人が耳をかたむけてくれるはずだ。 
   そういう人が一人また一人とふえていけば、 
   かならず、世のなかは、よいほうへ変わっていく。 



 マララさんは自分のことばで 

 

 「学校へ行きたい。 
 女の子も学校へ行って 
 勉強をする権利があるんだ」 
 
 と言ったために、 
 武装グループに撃たれてしまった。 

  マララさんのことばは、誰に届かなかったのだろうか。 
そんなことはない。 
イギリスをはじめとした世界中のおとなたちが、 
パキスタンに駆けつけ、 
マララさんを必死になって治療し、助けたのだ。 
 
マララさんは、いまも、声をあげつづけている。 
自分のことばで。 
 
「武装グループは、 
わたしたちのことばを、おそれています。 
わたしはだまりはしません。 
わたしたちは、自分のことばの力を、強さを、信じましょう。 
わたしたちのことばは、世界を変えられるのです」 
 
いまパキスタンのスワートは 
こどもたちが、学校にいかれるようになりつつある。 
マララさんの声が、 
スワートに平和を取りもどすきっかけとなったのだ。 



あなたは、いま、どんなことを考えているだろう。 
なにか、おとなに伝えたいことはあるだろうか。 
あなたの思いを伝えるためには、どうしたらいいのだろう。 
 
学校で、勉強をしながら、友だちと話しながら、遊びながら、 
 

 
ぼくも、 
いっしょうけんめい勉強して自分のことばで世界をよくしていく。 
だから、みんなも、 
いっしょうけんめい勉強して世界をよくしていってほしい。 
そうやって、すべての人が生きていて楽しいと思える世のなかを 
          いっしょにつくっていこうよ。  









１１月２０日は、 
 

宗像市子どもの権利の日 
 

です。 



世界のほとんどの国が子ども
の権利を守ることを約束した
日（１９８９年１１月２０日に国
際連合で「児童の権利に関す
る条約」が採択されました。）
であるこの日を、宗像市では
「子どもの権利の日」としてい
ます。 



豊かに育つ権利 

安心して生きる権利 

自分らしく生きる権利 

意見を伝える権利 


