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 When we call a taxi, we show our palm, but if we do that 
in Greece, people think we are insulting them. This is because in 
the past, when criminals were made to walk as a warning to others, 
people put ashes or something else on the palms of their hand and 
put it on the criminals’ faces. Not only gestures, but there are other 
things that we think are natural that are not natural around in the 
world. This is just a cultural difference, however, there are some 
things that we can’t agree with in the world. 
 “One child, one teacher, one book, one pen can change 
the world.” These are the words Malala Yousafzai said. She is a 
human rights activist from Pakistan. The area she was living in 
was ruled by the Taliban. They decided that girls and women don’t 
need education, however, she attracted sympathy from the world by 
advocating education for girls. In her country, it is not usual for girls 
to receive higher education. She tried to protect schools and the right 
to get educated, even if she might have had to put her whole life into 
it. She tried to change the “common sense” in her world. 
 In addition to her country, there are people who don’t 
know that another world outside of their world exists. For example, 
in Nigeria, Boko Haram kidnapped 276 girls in 2014. They were 
kidnapped just because they were studying at school. The girls were 
criticized for going to school. What is more, some of them were 
forced to do suicide bombings. There are many places like this 
where human rights for girls are ignored. I think it’s definitely not 
an environment that they can do what they like. They are desperately 
trying to survive, therefore they can not afford to think about 
education. 
 It is difficult to appreciate everything without thinking 
about how privileged the life we are living in is. However, to know 
the world that is completely different from our world makes us 
realize how we should be grateful. I have a dream. I want to work 
overseas some day. When I work in another country, I will work 
with many people from many different places. They have different 
values, too. I want to learn more, and one day, I hope to help people 
because I was given the right to study. 

On the 18th of December, 16 participants from various 
generations gathered for the Shimanami Speech Summit. 
In addition, there were two surprise guests, who presented 
impromptu speeches. Speeches were given either in English 
or Japanese, and some used a visual presentation. Although 
the whole event lasted a bit longer than we expected due 
to the many questions that were asked after each speech, it 
turned out that everyone was learning a lot and enjoying it. 
This uniquely interactive speech event may have required 
much time and patience from everyone, but after all, it’s a 
great way to learn critical thinking. The following are three 
of the speeches presented at the summit. 

しまなみスピーチサミットは１２月１８日、あらゆる世代の
参加者１６人を迎えた。また、その日は即興スピーチを披露
したサプライズゲストも登場した。スピーチは英語か日本語
で発表され、中にはスライドショーなどを用いる参加者もい
た。イベントでは各スピーチが終わるごとに会場から質問が
たくさん投げかけられ、予想よりも少し時間がかかってしま
った。しかし、誰もがよく学びまた、学ぶことを楽しんでいる
ようだった。発表者と観客が対話するこの独特なスピーチイ
ベントは想像以上の時間と忍耐を要したかもしれないが、結
局、クリティカルシンキングを学ぶには素晴らしい方法であ
ったと言える。サミットで披露されたスピーチの中から3つを
ご紹介します。

しまなみスピーチサミット

リヴェラ陽子 Yoko Rivera

 私たちはタクシーを呼ぶとき、相手に手のひら
を向けます。しかし、ギリシャでは相手に手のひ
らを向けると相手を侮辱していると思われてし
まいます。これは昔、罪人が見せしめのために
街を歩かされている時に、手のひらに灰などを

つけて罪人の顔につけていたからだと言われています。ジェス
チャーだけでなく、自分たちが思う「当たり前」が世界では違う
場合があります。ジェスチャーは単なる文化の違いですが、世界
には私たちが賛成できないこともあります。
 「一人の子ども、一人の教師、一冊の本、一本のペンで
世界を変えられる」これはマララ・ユスフザイさんがスピーチで
述べた言葉です。マララさんはパキスタンの女性人権活動家で
す。彼女の住んでいた地域は、タリバンという組織に支配されて
いました。女の人に教育は必要ないというタリバンに対し、マラ
ラさんは「女の子にも教育を」と訴え世界から共感を集めまし
た。マララさんの国では、女の子が高等教育を受けるのが普通
ではありません。彼女は命をかけてでも、学校と教育を受ける
権利を守ろうとしました。マララさんは自分の世界の中の普通
を変えようとしたのです。
 マララさんの国の他にも、自分たちの世界以外に他の
世界が存在することさえ知らない人もいます。例えば、ナイジェ
リアのボコ・ハラムは２０１４年、２７６人もの少女を誘拐し
ました。女の子が学校で勉強をしていたからです。女の子は学
校に行くだけで批判されました。また、中には自爆テロをさせら
れた女の子もいました。女の子の人権がなくなっている国や地
域がたくさんあります。彼女たちの置かれた環境は好きなこと
ができる環境では決してありません。彼女たちは命を守るのに
必死で教育のことを考える余裕もありません。
 当たり前を当たり前と思わず、一つ一つのことに感謝す
ることは難しいです。しかし、私たちは自分達の世界とは全く違
う世界を知ることで、感謝をすることの大切さを思い出すことが
できます。私には夢があります。いつか海外で働きたいと思って
います。外国では色んな地域の人と働くことになります。それぞ
れ価値観も違います。私はもっと学んで、いつか人の役に立ち
たいと思います。私には当たり前のように勉強する権利がある
から。

Girls in Far Away Countries, This Girl in Japan
Wakako Saito

遠い国の女の子、日本のこの女の子
斉藤和歌子
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