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川嶋あいさんの生き方は子どもたちに深い

感銘を与えました。そして、そのお話は子ど

もたちの大切な心の財産になりました。子ど

、もたちが川島あいさんに送った手紙の中から

いくつか紹介します。

ふるさと中仙で

学びを拓き 未来を拓き 夢ふくらむ中仙小学校

～夢に向かって 笑顔いっぱい みんなでチャレンジ～

「強い心」と「人を想う気持ち」

年 □□□□さん５
秋もすぎ、季節の移り変わりが感じられ、寒く

なりました。お元気ですか。

さて、この間のミニコンサートでは、川嶋あい

さんのすてきな歌声やトークショーがあり、すば

らしいコンサートになりました。コンサートの前

から、川嶋さんについて、いろいろなことを学習

で知りました。その中でも一番心に残っているこ

、「 」とは アフリカの子どもたちに学校を建設した

ということです。学習でアフリカの子どもたちの

写真を見たとき 「かわいそうだな」と感じまし、

た。でも、川嶋さんは「かわいそうだな。助けて

あげよう 」まで考えられることです。自分のこ。

とも考えなければいけないけれど、人のことも考

えることが大事だということを学びました。人を

見て、悪いところは注意し、良いところはほめ合

う。こうして人と人とが成長していけたらいいと

思います。

川嶋さんの生き方を見て心に残ったことは、ま

だあります。それは上京して、くじけそうになっ

ても、あきらめずに夢を目指し続けたことです。

福岡から東京へ行ったとき、とてもきんちょうし

ていたと思います。上京してから事務所をくびに

なったり、苦しいことが沢山あったのに、路上ラ

イブに出会い、頑張れる強い心がすごいと思いま

。 、す 苦しくても夢に向かってつき進む川嶋さんは

とても輝いて見えました。私の将来の夢は保育士

ですが、その夢に向かってあきらめずに頑張ろう

と思いました。川嶋さんの強い心を見ると元気が

出てくるような気がします この 強い心 と 人。 「 」 「

を想う気持ちを」忘れずに生きていきたいです。

今、川嶋さんには目標があるとトークショーで

話されていましたね。 つ目は学校建設 校。１ 100

つ目は日本武道館でのライブ。この つの目標２ ２

だそうですね。頑張ってください。応援していま

す。

今の私の目標は つあります。 つ目は「強い２ １

２心 「人を想う気持ち」を忘れないことです。」

つ目はせいいっぱい生きることです。一度きりの

。 、 、 、人生 くいのないよう せいいっぱい 一生懸命

生きたいです。この つの目標に向かって頑張り２

ます。川嶋さんに出会えたこと、本当に感謝して

います。ありがとうございました。

社会のために役立つことを

年 □□□□さん５
月 日は、ドンパルに来てくださりありが11 13

とうございました。川嶋あいさんの歌声を聞い

たときはびっくりしました。とても高い声でし

た。

川嶋さんの本に、月 円でやりくりしたと8,000

書いていました。こんなに少ないお金で、いつ

も過ごしていたなんて、とてもつらかったこと

。 、と思います 路上ライブ 回を達成するのは1,000

すごく時間がかかったと思います。でも、あき

らめずにやりとげた川嶋さんは、とてもすごい

ですね。ぼくは、あきっぽいので、すぐにやめ

てしまうと思います。やっぱりすごいです。

川嶋さんについて学んでいくうちに目標を見

。 「 」 。つけました それは あきらめないこと です

川嶋さんは、何ごともあきらめませんでした。

ぼくもあきらめないということを目標にしたい

です。もう一つは 「社会のために役立つことを、

すること」です。なぜなら、世界には学校に行

けない子がたくさんいます。それを、川嶋さん

は見すごさず、学校を造ってあげるくらいがん

ばっていました。だから、ぼくもそういうこと

を手伝いたいと思いました。この目標を達成で

きるようにがんばりたいです。

ＣＤを 枚売るのは、とても時間がかかっ5,000

たと思います。でも、すべて売ることができた

のは本当にすごいと思います。ぼくが一番心に

残ったのは 『旅立ちの日に 』です。卒業ソ、 ・・・

ングでも取り上げられるくらいいい歌で、ぼく

も気に入りました。声が高くなる部分は、とて

もすごいです。ぼくには、まねできません。そ

れくらいすごいです。 月 日は本当にありが11 13

とうございました。

川嶋川嶋川嶋川嶋あいさんのあいさんのあいさんのあいさんの 歌歌歌歌 と トーク にと トーク にと トーク にと トーク に

自分自身を見つめた子どもたち自分自身を見つめた子どもたち



年生が表装の仕方を地域の方に教わって６

自分の書いた習字を掛け物にしました。書家

のように映える自分の作品に満足げでした。

絶望や苦しみがあっても あきらめない

年 □□□□さん６
ぼくは 「著名人に生き方を学ぶ集会」で川嶋、

あいさんのミニライブとトークショーを見て、

すごく感動しました。そして、有名な人のライ

ブは初めてだったので感激しました。

ミニライブでは、すきとおるような天使の歌

声で 明日への扉 コンパス 大丈夫だよ 旅『 』『 』『 』『

立ちの日に 』の 曲を歌ってもらいました。・・・ ４

特に卒業の定番ソングの『旅立ちの日に 』を・・・

。 、生で見られてすごくうれしかったです そして

知らなかった曲の『コンパス 『大丈夫だよ』を』

聞いて、この 曲も好きになりました。２

トークショーでは、川嶋さんから、いろいろ

なことを学びました。学校建設のきっかけにな

る大変なこと。川嶋さんの今後の目標などを教

えてもらいました。そして、一番心に残ったの

は、アフリカの子どもたちへの学校建設のこと

です。アフリカに学校を 校建設する目標、す100

ごいことだと思います。今現在では 校、川嶋７

100さんの学校が建っていると聞きました。まだ

校までは遠いなあと思いました。けれど、川嶋

さんは目標を次々と達成してきたので、学校建

設 校の目標もできると思います。100

ぼくが、川嶋さんの生き方で感動したことや

感銘を受けたことは、絶望や苦しみなどがあっ

ても絶対あきらめないことや、自分の財産でア

フリカの子どもたちに学校を建てたことです。

そして、川嶋さんの生き方から、自分の生き方

に生かしたいことは、今まではスーパーやコン

ビニにある募金箱は、ちらっと見てスルーして

いたけれど、川嶋さんのアフリカの学校建設の

。 、話を聞いて積極的に取り組みたいです そして

川嶋さんが絶望や苦しみを味わっても、あきら

めず、歌手を目指したように、ぼくも何ごとに

もすぐにあきらめず、がんばりたいです。

川嶋さんの生き方を自分の生き方にずっと取

り入れたいと思います。

夢への近道は通らない

年 □□□□□さん６
先日は、お忙しい中、大仙市中仙に来ていただ

き、ありがとうございました。私が川嶋さんのラ

イブとトークショーを見て感じたことや考えたこ

とが つあります。２

つ目は、川嶋さんのメル友の福原愛さんの言１

葉です 「失敗したとき、試合に負けたとき、落。

ち込んだときなどは、 秒後にきりかえます 」２ 。

この言葉に私はグッときました。私はあとに引き

ずるタイプなので、すぐきりかえることができま

せん。でも、きりかえないと先には進めません。

だから、この言葉を聞いて、これからは気持ちを

しっかりきりかえて先に進もうと思いました。

つ目はライブのことです。私は初めて『大丈２

夫だよ』という曲を聞きました。歌詞にこめられ

たメッセージがすごく心に残りました。特に、♪

夢に近道があればどうか教えてよ 絶対通りたく

ないから 君もそうでしょ♪ という部分です。

。 、 、 、私も夢があります だから この歌 この歌詞は

これからの人生の中でとても大事な言葉だと思う

し、教訓でもあると思いました。

また、私は学校で川嶋さんについて事前学習を

しました。そのときに、川嶋さん自身が書いたエ

ッセーや川嶋さんについて描かれたマンガやコミ

ックなどを読みました。その中で一番ビックリし

た部分は、 才のときに書いた「蒼い旅の続き」18

というエッセーの中にある「アフリカへ」という

ところの文章の一部分です 『私は自分のことし。

か考えない人生は悲しいと思う。恵まれて暮らし

ているなら、なおさらだ。海の向こうでは世界の

約半分が飢えている。世界中の子どもたちの 億１

万人は貧しくて学校に行けない。日本では1,400

誰もが充分な教育を受けられるのに、そのありが

たさに気づいていないんだと思う 』ここの部分。

は、日本人はなかなか気づけないと思いました。

また、これに気づけるということは誰に対しても

優しくできるからだと思います。

これは、私がこれからを生きていく中で、やり

ぬきたいことの つです。そして、もう つは、１ １

川嶋さんは夢や目標を大きく立てて努力して達成

したということも勉強しました。私は、これも人

生において大切なことだと思います。私も夢や目

標を忘れないようにしたいです。
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