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When I was 17, I read a quote that went something like: “If you live each day as if it was your last, someday you’ll 

most certainly be right.” It made an impression on me, and since then, for the past 33 years, I have looked in the 

mirror every morning and asked myself: “If today were the last day of my life, would I want to do what I am 

about to do today?” And whenever the answer has been “No” for too many days in a row, I know I need to 

change something.

Remembering that I’ll be dead soon is the most important tool I’ve ever encountered to help me make the big 

choices in life. Because almost everything — all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or 

failure — these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering 

that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You 

are already naked. There is no reason not to follow your heart.

About a year ago I was diagnosed with cancer. I had a scan at 7:30 in the morning, and it clearly showed a tumor 

on my pancreas. I didn’t even know what a pancreas was. The doctors told me this was almost certainly a type 

of cancer that is incurable, and that I should expect to live no longer than three to six months. My doctor 

advised me to go home and get my a�airs in order, which is doctor’s code for prepare to die. It means to try to 

tell your kids everything you thought you’d have the next 10 years to tell them in just a few months. It means to 

make sure everything is buttoned up so that it will be as easy as possible for your family. It means to say your 

goodbyes.

I lived with that diagnosis all day. Later that evening I had a biopsy, where they stuck an endoscope down my 

throat, through my stomach and into my intestines, put a needle into my pancreas and got a few cells from the 

tumor. I was sedated, but my wife, who was there, told me that when they viewed the cells under a microscope 

the doctors started crying because it turned out to be a very rare form of pancreatic cancer that is curable with 

surgery. I had the surgery and I’ m �ne now.

This was the closest I’ve been to facing death, and I hope it’s the closest I get for a few more decades. Having 

lived through it, I can now say this to you with a bit more certainty than when death was a useful but purely 

intellectual concept:

No one wants to die. Even people who want to go to heaven don’t want to die to get there. And yet death is the 

destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because Death is very likely the 

single best invention of Life. It is Life’s change agent. It clears out the old to make way for the new. Right now 

the new is you, but someday not too long from now, you will gradually become the old and be cleared away. 

Sorry to be so dramatic, but it is quite true.

Your time is limited, so don’t waste it living someone else’ s life. Don’t be trapped by dogma — which is living 

with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner 

voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know 

what you truly want to become. Everything else is secondary.
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　iPhoneがこの世に誕生し、今年で満10年。iPhoneのヒットがきっか
けで、スマートフォンは世界中に広まりました。今や高校生のみなさんに
とっても日常の一部でしょう。
　 iPhoneだけでなく、パソコン、携帯デジタル音楽プレーヤーと音楽
配信サービス、さらにはCGアニメーション作品など、次々と画期的な製
品やサービスを世に送り出してきたのが、米アップル社の共同創業者の
一人、スティーブ・ジョブズ氏（1955 ― 2011）でした。ジョブズは先見
性や独創性、強いカリスマ性を備え、数々の名言も残しましたが、なか
でも2005年、スタンフォード大学の卒業式でおこなった訓示は歴史に残
る名スピーチとして知られています。リーフレット裏面はそのテキストの
一部です。
　生まれてすぐに養子に出されたジョブズは、養親が苦労して入れてくれ
た大学を中退したり、自らつくった会社から放逐されたりと、波乱万丈の
人生を送りました。「もし今日が人生最後の日なら、今日やることは本当に
自分がやりたいことだろうか」。17歳のころから毎朝、鏡に映る自分にそう
問いかけていたそうです。スタンフォード大学でのスピーチの1年前には
がんの手術を受けています。人生に限りがあることを実感したジョブズは、
他人の意見に惑わされず、自分の心や直感に従う勇気をもつよう、若者た
ちに呼びかけたのでした。
　高校生のみなさんは、ジョブズの言葉をどう受け止めるでしょうか。
右頁のテキストを読み、彼に宛てた手紙形式のエッセーを書いてください。
● 参考文献  ウォルター・アイザックソン『スティーブ・ジョブズⅠ・Ⅱ』井口耕二訳、講談社＋α文庫、2015年

Steve Jobs' 2005 Stanford
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応募作品 791編 （英語作品560編、日本語作品231編）
選考の結果、次の方たちが最優秀賞・優秀賞・特別賞に選ばれました。 （アルファベット順）

【賞状 及び 副賞５万円】

【賞状 及び 副賞1万円】

【賞状 及び 副賞1万円】

委 員 長 ／

委 　 員 ／

委 　 員 ／

大島  美穂

稲葉  利江子

大原  悦子

（津田塾大学ライティングセンター長　総合政策学科教授）

（津田塾大学　情報科学科准教授）

（津田塾大学ライティングセンター客員教授） 総合政策学科教授 大島  美穂

2017年度第18回高校生エッセー・コンテスト審査委員長

第18回 エッセー・コンテスト審査委員

入賞作品
〈講 評〉

土屋 なさ

最優秀賞

澤田   翠

優 秀 賞

杉原  未紗

鈴木  庸太

山中  はる

久具  仙果

東京都　渋谷教育学園渋谷高等学校　1年 （英語）

（日本語）

（英語）

（日本語）

（英語）

（英語）

神奈川県　捜真女学校高等学部　3年

東京都　國學院大學久我山高等学校　3年

東京都　明星高等学校　3年

東京都　渋谷教育学園渋谷高等学校　2年
9月からUWC Dilijan（Armenia）へ進学

熊本県　熊本県立第一高等学校　3年

特 別 賞

　2000年に津田塾大学創立100周年を記念して始まった高校生エッセー・コンテストも18年目を
迎えました。エッセーは手紙形式で、今年のテーマは「Follow your heart and intuitionと説い
た スティーブ・ジョブズに手紙を書こう」でしたが、過去最多に迫る791編もの作品が集まりました。
iPhoneをはじめ、様々なデジタル機器やサービスに囲まれて育ってきた高校生にとって、ジョブズ
は関心の高い人物であり、同時に、課題文が教科書にも掲載される有名なスピーチであったこと
も影響していたようです。

　「もし今日が人生最後の日なら、今日やることは本当に自分がやりたいことだろうか」とジョブズ
が自身に問いかけるようになったのは、17歳のころでした。まさに自分たちと同世代だったジョブズ
の言葉に、多くの高校生が心を動かされ、「自分はどうなのだろう」と自問し、あまり意識してこな
かった「死」について、また周囲の意見に惑わされず自分の心や直感に従う勇気を持つことにつ
いて、懸命に考えたようでした。自分らしい生き方や目標を模索する作品が多数寄せられました。
さらに、今年は英語で書かれた作品が全体の約7割を占め、レベルの高いものが多かったと思います。

　なかでも最優秀賞に選ばれた土屋さんは、飼い犬の散歩という、ごくありふれた日常から得た
気づきを明快な英語で綴っていました。「うちの犬を見ていると、目的地に着くことではなく、散歩
そのものを楽しんでいることがわかる。人生においても、ゴールだけが目的ではない。目的地が途
中で変わることもあれば、最初から存在しないことだってある。私は自分の心に従い、目の前に広
がる未知の旅路を楽しみたい」。高校1年生とは思えない、深い洞察とユニークな視点が高く評価
されました。

　そのほか、ジョブズの人生と自分の大事にしている言葉を繋げ、「人生で起こる試練を糧に成長
し続けたい」と誓った澤田さん、「僕は今、熱中できることを見つけて楽しくて仕方ない」と夢を語っ
た鈴木さん、若者の自死やいじめの問題に目を向け、命の重みを実感した杉原さん、机を並べる
イラク人のクラスメートから「死」や生き方を見つめた山中さん。どの作品も心に残る力作でした。

3 4
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土屋 なささん東京都　渋谷教育学園渋谷高等学校　1年

最優秀賞

スティーブ・ジョブズ様

　あなたのスピーチを読み、あなたの半生に関する本を読みました。スタンフォード大学でのスピーチは自

分の人生の経験に基づいたものだと知り、言葉の重みを感じました。大学卒業という人生の節目で、あなたの

スピーチを直接聞くことのできたスタンフォード大学の学生はとても幸運だと思います。おそらくその言葉

が人生の柱になることでしょう。

　私にも人生の柱となっている言葉があります。それは「踏み潰されたときこそ根を張れ」です。私が所属し

ていたバスケットボール部がなかなかいい結果が得られず、部員の士気が下がっていたときがありました。

そのときに、顧問の先生が人生を花にたとえて話してくださった言葉です。「人生においても部活の成績にお

いても、うまくいかないことが続くと、今までやってきたことが無駄になっているような気になったり、やめ

たくなったりすることがあると思うが、そのような試練のときこそあきらめずに継続することが大切だ」と

教えてくださいました。

　そのころ私自身はバスケットボールをプレイすることに限界を感じていました。しかし先生の言葉のおか

げで、苦難の中にあるときこそ努力しようと思うことができ、毎日1人で授業前に朝から練習していました。

それが私にとっての「根を張る」ことだったのです。私がしたことが少なからず影響したのでしょうか、あと

になって今まで早朝練習に来なかった後輩が同じように早朝練習を始めました。一般的に考える、技術の向

上という花とは別の色の花が咲いたのです。自分の努力が後輩にいい影響を与えたことが、私自身にとって

も励みになり、その後も数々の苦難がありましたがそれを乗り越え、引退試合で自分のベストを尽くすとい

う形で６年間の部活動をやりとけることができました。

　あなたの場合、自分自身が創業したアップルから解雇された後がまさに根を張ったときなのではないかと

私は思いました。あなたはそのような苦難の中にあるときでも、自分の心と直感に従うことで、自分が本当に

やりたいことをなしとげました。この不屈の精神がアップル社をクビになったことが自分が本当にやりたい

ことを探すための最良の出来事だとのちに思い返せることにつながったのだと思います。

　あなたが試練の中にあるときでも根を張り、様々な画期的な製品やサービスを世に送り出すという見事な

花を咲かせたことが、世界中の多くの人の生活を豊かにしました。あなたが常に根を大きく張ろうと努力し

続け、挑戦し続けたことを尊敬します。あなたは、毎朝本当にやりたいことを自分に問い続けることで、自分

がやりたいことを最後まで見失うことなくやりとげました。さらに何度もあった成功にも満足せず、常に高

みを目指したことで世界を変えました。私は教育と貧困などに始まる社会の諸問題を解決する方法を地道に

探究していけるような人間になりたいと思っています。これからはあなたのスピーチも自分の柱として、

これからの人生で自分が本当にしたいことを問い続け、人生で起こる試練を糧に成長し続けたいと思います。

澤田 翠

澤田 翠さん神奈川県　捜真女学校高等学部　3年

優 秀 賞

Dear Mr. Jobs,

        Thank you for your inspiring speech. Let me first admit that I am a very big fan of yours. 
Not only am I a fan of your products, but I also admire the ways you think as a leader. After 
hearing your speech, I immediately asked myself the question proposed, “If today were the last 
day of my life, what would I want to do?” You have taught me that this question allows us to 
have the courage to follow our hearts and pursue our intuitions. My first answer was to write 
this letter to you, so here I am doing that. However, I couldn’ t quite figure out what else I 
would do. This made me realize that I do not know what my heart is telling me, and I do not 
have a settled passion or life goal to pursue.
        After becoming a high school student four months ago, I have had more and more 
situations in which I were to think about my future. These moments made me realize, for the 
first time, that I was growing up and I had to make decisions for myself about the life I was 
going to lead. Without exception, all of these times made me worried, nervous, and frightened 
about what was lying ahead. This was because I could not clarify what I wanted my future to be 
like. I am still in the same situation. However, I am not as scared, actually, now, my excitement 
surpasses my anxiety.
        One small realization changed my attitude toward my future hugely. This sounds silly, but 
when I was walking my dog, I noticed something. I realized that his walks did not have a 
destination. He would just walk around the neighborhood and come home. My dog loves his 
walks and even eagerly responds to the word “walk.” My dog’s objective in his walk is not to 
reach a destination, but to enjoy the journey.
        I believe the same thing could be said for achieving life goals. Now I know the life trip is 
mostly in the journey and not the destination. Sometimes, the destination will change midway. 
Sometimes, the destination will not even exist, just as my dog’s walks. I will enjoy the 
uncertain path in front of me by following my heart because the destination is not the only 
objective. The journey is the far more important component.
        So, what would I do if today were my last day? I still do not know but I will enjoy every 
step in every direction. Thank you.

Sincerely,
Nasa Tsuchiya
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土屋 なささん東京都　渋谷教育学園渋谷高等学校　1年

最優秀賞

スティーブ・ジョブズ様

　あなたのスピーチを読み、あなたの半生に関する本を読みました。スタンフォード大学でのスピーチは自

分の人生の経験に基づいたものだと知り、言葉の重みを感じました。大学卒業という人生の節目で、あなたの

スピーチを直接聞くことのできたスタンフォード大学の学生はとても幸運だと思います。おそらくその言葉

が人生の柱になることでしょう。

　私にも人生の柱となっている言葉があります。それは「踏み潰されたときこそ根を張れ」です。私が所属し

ていたバスケットボール部がなかなかいい結果が得られず、部員の士気が下がっていたときがありました。

そのときに、顧問の先生が人生を花にたとえて話してくださった言葉です。「人生においても部活の成績にお

いても、うまくいかないことが続くと、今までやってきたことが無駄になっているような気になったり、やめ

たくなったりすることがあると思うが、そのような試練のときこそあきらめずに継続することが大切だ」と

教えてくださいました。

　そのころ私自身はバスケットボールをプレイすることに限界を感じていました。しかし先生の言葉のおか

げで、苦難の中にあるときこそ努力しようと思うことができ、毎日1人で授業前に朝から練習していました。

それが私にとっての「根を張る」ことだったのです。私がしたことが少なからず影響したのでしょうか、あと

になって今まで早朝練習に来なかった後輩が同じように早朝練習を始めました。一般的に考える、技術の向

上という花とは別の色の花が咲いたのです。自分の努力が後輩にいい影響を与えたことが、私自身にとって

も励みになり、その後も数々の苦難がありましたがそれを乗り越え、引退試合で自分のベストを尽くすとい

う形で６年間の部活動をやりとけることができました。

　あなたの場合、自分自身が創業したアップルから解雇された後がまさに根を張ったときなのではないかと

私は思いました。あなたはそのような苦難の中にあるときでも、自分の心と直感に従うことで、自分が本当に

やりたいことをなしとげました。この不屈の精神がアップル社をクビになったことが自分が本当にやりたい

ことを探すための最良の出来事だとのちに思い返せることにつながったのだと思います。

　あなたが試練の中にあるときでも根を張り、様々な画期的な製品やサービスを世に送り出すという見事な

花を咲かせたことが、世界中の多くの人の生活を豊かにしました。あなたが常に根を大きく張ろうと努力し

続け、挑戦し続けたことを尊敬します。あなたは、毎朝本当にやりたいことを自分に問い続けることで、自分

がやりたいことを最後まで見失うことなくやりとげました。さらに何度もあった成功にも満足せず、常に高

みを目指したことで世界を変えました。私は教育と貧困などに始まる社会の諸問題を解決する方法を地道に

探究していけるような人間になりたいと思っています。これからはあなたのスピーチも自分の柱として、

これからの人生で自分が本当にしたいことを問い続け、人生で起こる試練を糧に成長し続けたいと思います。

澤田 翠

澤田 翠さん神奈川県　捜真女学校高等学部　3年

優 秀 賞

Dear Mr. Jobs,

        Thank you for your inspiring speech. Let me first admit that I am a very big fan of yours. 
Not only am I a fan of your products, but I also admire the ways you think as a leader. After 
hearing your speech, I immediately asked myself the question proposed, “If today were the last 
day of my life, what would I want to do?” You have taught me that this question allows us to 
have the courage to follow our hearts and pursue our intuitions. My first answer was to write 
this letter to you, so here I am doing that. However, I couldn’ t quite figure out what else I 
would do. This made me realize that I do not know what my heart is telling me, and I do not 
have a settled passion or life goal to pursue.
        After becoming a high school student four months ago, I have had more and more 
situations in which I were to think about my future. These moments made me realize, for the 
first time, that I was growing up and I had to make decisions for myself about the life I was 
going to lead. Without exception, all of these times made me worried, nervous, and frightened 
about what was lying ahead. This was because I could not clarify what I wanted my future to be 
like. I am still in the same situation. However, I am not as scared, actually, now, my excitement 
surpasses my anxiety.
        One small realization changed my attitude toward my future hugely. This sounds silly, but 
when I was walking my dog, I noticed something. I realized that his walks did not have a 
destination. He would just walk around the neighborhood and come home. My dog loves his 
walks and even eagerly responds to the word “walk.” My dog’s objective in his walk is not to 
reach a destination, but to enjoy the journey.
        I believe the same thing could be said for achieving life goals. Now I know the life trip is 
mostly in the journey and not the destination. Sometimes, the destination will change midway. 
Sometimes, the destination will not even exist, just as my dog’s walks. I will enjoy the 
uncertain path in front of me by following my heart because the destination is not the only 
objective. The journey is the far more important component.
        So, what would I do if today were my last day? I still do not know but I will enjoy every 
step in every direction. Thank you.

Sincerely,
Nasa Tsuchiya
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杉原 未紗さん東京都　國學院大學久我山高等学校　3年

優 秀 賞

親愛なる　Steve Jobs へ

　僕は今、熱中できることを見つけて楽しくて仕方ない。僕の人生は17年前、あなたがAppleに復帰し、スケ

ルトンでカラフルなiMacを発表した頃に、3つ子の長男として両親のもとに生まれたところから始まりました。

　そこから数年経った2013年2月、僕はあなたを知り、天才がいると衝撃を受けました。きっかけは、自分

の貯金を使い切ってiMacを買ったことです。今のiMacはたった５㎜ですよ。当時僕は、数ヵ月前にバレー

ボール部を退部し、何をすべきか迷っていた時期でした。そこからITに興味を持ち、あなたをもっと知りた

いと思いました。スタンフォード大学でのスピーチを拝見したのもこの頃です。当時の僕がどう受け取った

のかはわかりません。ただ「好きなことが見つかるまで探し続けよ」が響いたことは覚えています。

　先日、スピーチを改めて拝見しました。受け取り方が大きく変化していました。この６年間の一番の変化は

熱中できることが見つかったことです。エンジニアだった叔父に勧められてはじめたアプリ開発。高校１年

の夏にはApp Storeで公開しました。自分の作品を使って頂ける経験から人の役に立つものを作りたいと思

いました。また、集団の中にいる学生ではなく、個人として様々な人に接してもらえるようになりました。現

在はベンチャー企業で初のインターンをしています。

　17歳のあなたは、なぜ「毎日をそれが人生最後の一日だと思って生きれば、その通りになる」と思い、後の

39年間を過ごしたのか。もう真意はわかりません。この頃は、あなたがドロップアウトした頃ですね。反対

を押し切って入学したにも関わらず、半年で辞めた自分に対する「覚悟」を決めた時に響いた言葉だったのだ

と、僕なりに解釈しました。同時期に経験した未来に繋がる点の数々が、Macintoshに活かされ、ガンに侵さ

れながらも理想を追求したiPhone、集大成であるiCloud、Appleに刻まれていることが感慨深いです。

　僕の人生を振り返ると、たった数ヵ月しか続かなかったバレーボールは、自分の失敗でチームに迷惑をか

けたくないと思い、勝手に辞めて逃げ出しました。あなたの言葉で言えば直感に従ったのです。その後、覚悟

を持ってきたかと聞かれれば、正直なところあまり自信はありません。周りの家族や友人が助けてくれたか

ら、事がうまく進んだだけとも感じたからです。

　あなたの人生からは「直感に従ったあとは、覚悟を持って前進すれば結果は後についてくる」というメッ

セージを17歳の僕は受け取ります。天才であり、努力がそこにはあったことがわかります。受験が終われば

大学生になり、周りの助けに頼ってばかりではいけない時期です。将来は、あなたと同じように人とテクノロ

ジーを繋ぐ仕事をして、大きな波を世界に起こしたいのです。あなたに出会うことができて、そして素晴らし

い時代を生きて僕は幸せです。あなたから受け取ったバトンをしっかり握り精進します。Steve Jobs、あり

がとう。僕をどうか見守って下さい。

鈴木庸太

鈴木 庸太さん東京都　明星高等学校　3年

優 秀 賞

Hello, Mr. Jobs,　
        How are you doing? I’m Misa from Japan, and today I would like to write about what I 
thought after reading your speech script.
        Your emotional message reminds me of the terrible bus accident that happened in Japan. It 
was only one and a half years ago that the tragic event occurred. As I was in the U.S. as an 
exchange student at that time, I could not hear the news directly. Yet it made me speechless; all 
of the victims were college students. They were youth who had a bright future ahead of them. It 
strongly brought home to me the uncertainty of human life, and what we have and think normal 
is actually not normal at all - especially our lives.
        Although there are people who cannot live as long as they wish, the suicide rate per 
100,000 population in Japan is extremely high if seen globally. For example, according to some 
research, the rate in Japan is 19.5%, which is the sixth highest among principal countries. By 
gender, the women’s rate is as high as 11.7%, which is the third highest around the world. 
Perhaps one of the reasons is because many people in Japan still put great priority on academic 
background. This causes a gap-widening society, in both academic and financial aspects. It 
makes our society very stressful.
        I suffered a cruel bullying in junior high. In 7th grade, boys mimicked vomiting whenever 
I tried to pass by them. In 8th grade, the girl who was my partner during my P.E class never 
failed to make a face whenever we had to exercise together. In 9th grade, I was left out by at 
least 90% of girls in my class. A boy even asked me meanly, “Why are you so ugly though your 
mom is such a beauty?” Since I was disgusted at myself, I had thought of dying several times. 
Even now, I sometimes have a similar feeling when my flaw comes out, though I know I’m not 
supposed to. However, your speech told me how precious our lives are and that we should never 
spoil them. Being alive and having a chance to unlock a future is the greatest happiness of all.
        I believe you still and will forever live on in the hearts of many people. Your words and 
achievements impress and give hope to them worldwide. It is a great pity that you are no longer 
here and cannot give your great passion to us, but I will burn your each words into my brain 
and hope to apply them to make my life better. I am so glad that I could have a chance to read 
your speech and know a little bit about your life. Thank you so much.

Misa Sugihara 
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杉原 未紗さん東京都　國學院大學久我山高等学校　3年

優 秀 賞

親愛なる　Steve Jobs へ

　僕は今、熱中できることを見つけて楽しくて仕方ない。僕の人生は17年前、あなたがAppleに復帰し、スケ

ルトンでカラフルなiMacを発表した頃に、3つ子の長男として両親のもとに生まれたところから始まりました。

　そこから数年経った2013年2月、僕はあなたを知り、天才がいると衝撃を受けました。きっかけは、自分

の貯金を使い切ってiMacを買ったことです。今のiMacはたった５㎜ですよ。当時僕は、数ヵ月前にバレー

ボール部を退部し、何をすべきか迷っていた時期でした。そこからITに興味を持ち、あなたをもっと知りた

いと思いました。スタンフォード大学でのスピーチを拝見したのもこの頃です。当時の僕がどう受け取った

のかはわかりません。ただ「好きなことが見つかるまで探し続けよ」が響いたことは覚えています。

　先日、スピーチを改めて拝見しました。受け取り方が大きく変化していました。この６年間の一番の変化は

熱中できることが見つかったことです。エンジニアだった叔父に勧められてはじめたアプリ開発。高校１年

の夏にはApp Storeで公開しました。自分の作品を使って頂ける経験から人の役に立つものを作りたいと思

いました。また、集団の中にいる学生ではなく、個人として様々な人に接してもらえるようになりました。現

在はベンチャー企業で初のインターンをしています。

　17歳のあなたは、なぜ「毎日をそれが人生最後の一日だと思って生きれば、その通りになる」と思い、後の

39年間を過ごしたのか。もう真意はわかりません。この頃は、あなたがドロップアウトした頃ですね。反対

を押し切って入学したにも関わらず、半年で辞めた自分に対する「覚悟」を決めた時に響いた言葉だったのだ

と、僕なりに解釈しました。同時期に経験した未来に繋がる点の数々が、Macintoshに活かされ、ガンに侵さ

れながらも理想を追求したiPhone、集大成であるiCloud、Appleに刻まれていることが感慨深いです。

　僕の人生を振り返ると、たった数ヵ月しか続かなかったバレーボールは、自分の失敗でチームに迷惑をか

けたくないと思い、勝手に辞めて逃げ出しました。あなたの言葉で言えば直感に従ったのです。その後、覚悟

を持ってきたかと聞かれれば、正直なところあまり自信はありません。周りの家族や友人が助けてくれたか

ら、事がうまく進んだだけとも感じたからです。

　あなたの人生からは「直感に従ったあとは、覚悟を持って前進すれば結果は後についてくる」というメッ

セージを17歳の僕は受け取ります。天才であり、努力がそこにはあったことがわかります。受験が終われば

大学生になり、周りの助けに頼ってばかりではいけない時期です。将来は、あなたと同じように人とテクノロ

ジーを繋ぐ仕事をして、大きな波を世界に起こしたいのです。あなたに出会うことができて、そして素晴らし

い時代を生きて僕は幸せです。あなたから受け取ったバトンをしっかり握り精進します。Steve Jobs、あり

がとう。僕をどうか見守って下さい。

鈴木庸太

鈴木 庸太さん東京都　明星高等学校　3年

優 秀 賞

Hello, Mr. Jobs,　
        How are you doing? I’m Misa from Japan, and today I would like to write about what I 
thought after reading your speech script.
        Your emotional message reminds me of the terrible bus accident that happened in Japan. It 
was only one and a half years ago that the tragic event occurred. As I was in the U.S. as an 
exchange student at that time, I could not hear the news directly. Yet it made me speechless; all 
of the victims were college students. They were youth who had a bright future ahead of them. It 
strongly brought home to me the uncertainty of human life, and what we have and think normal 
is actually not normal at all - especially our lives.
        Although there are people who cannot live as long as they wish, the suicide rate per 
100,000 population in Japan is extremely high if seen globally. For example, according to some 
research, the rate in Japan is 19.5%, which is the sixth highest among principal countries. By 
gender, the women’s rate is as high as 11.7%, which is the third highest around the world. 
Perhaps one of the reasons is because many people in Japan still put great priority on academic 
background. This causes a gap-widening society, in both academic and financial aspects. It 
makes our society very stressful.
        I suffered a cruel bullying in junior high. In 7th grade, boys mimicked vomiting whenever 
I tried to pass by them. In 8th grade, the girl who was my partner during my P.E class never 
failed to make a face whenever we had to exercise together. In 9th grade, I was left out by at 
least 90% of girls in my class. A boy even asked me meanly, “Why are you so ugly though your 
mom is such a beauty?” Since I was disgusted at myself, I had thought of dying several times. 
Even now, I sometimes have a similar feeling when my flaw comes out, though I know I’m not 
supposed to. However, your speech told me how precious our lives are and that we should never 
spoil them. Being alive and having a chance to unlock a future is the greatest happiness of all.
        I believe you still and will forever live on in the hearts of many people. Your words and 
achievements impress and give hope to them worldwide. It is a great pity that you are no longer 
here and cannot give your great passion to us, but I will burn your each words into my brain 
and hope to apply them to make my life better. I am so glad that I could have a chance to read 
your speech and know a little bit about your life. Thank you so much.

Misa Sugihara 
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山中 はるさん東京都　渋谷教育学園渋谷高等学校　2年
9月からUWC Dilijan（Armenia）へ進学

優 秀 賞

Dear Mr. Jobs,　
        My name is Nonoka and I am writing to you from Kumamoto, Japan. I am a high school student here 
and I just read your speech in English class and I have also have had the privilege of watching your 
documentary. Before learning more about your life experiences, I thought you were on top of the world and 
nothing could ever harm you, but I was wrong. You are just like everyone else. You’ve had your share of ups 
and downs, but you’ve always found a way to make your situation better through sure will and your passion 
for what you love doing.
        Seeing how your birth could have gone in many different directions, you were lucky to have such 
wonderful parents. I think they did a great job of raising you despite not being able to meet the requirements 
of your birth mother. It just goes to show you that love will always prevail, no matter the amount of education 
you have.
        If I may, I’d like to take a couple of minutes to share my life with you. I’m on our school’s tennis team 
and I really enjoy playing, but I don’ t have the same passion I had when I was in junior high. I was crazy 
about tennis back then. I enjoyed everything about it. Even the grueling practices. Once I became a high 
school student, the game just became a part of my everyday life. I was just used to playing and not doing it 
for the love of it anymore. It had turned into an obligation more than anything. All of that changed last year 
when our prefecture was struck by two devastating earthquakes. The earthquake left Kumamoto a mess and 
we had to start rebuilding from the ground up. Literally, our practice courts were littered with debris and 
fallen trees. We had to clear all of that out of our courts with our bare hands. Everything was so heavy and I 
was not very good at doing heavy lifting. I know I must have been more of a person in the way of progress 
instead of a helpful member of the group. I tried my best despite the heavy rains, uncomfortable conditions 
and the mental fatigue I was feeling at that time. And not to mention I had lost all feeling in my hands from 
the heavy lifting. Three weeks later we started our practices up again. The courts were ready and so were 
we. I was a little nervous because it had been three weeks since I even looked at a racket. I didn’t think I 
would do so well during our practice. However, a funny thing happened when we started our match sessions. 
I started getting compliments on my strokes. “Your stroke is a lot faster than last practice. What have you 
been up to?” It must have been all that hard physical work I was doing for three weeks straight! I felt like 
Rocky in that second. I had been training my body while not focusing on the training part. Clearing the 
debris made me stronger.
        As a teenager I tend to lash out at my parents but my teachers are always there to remove the debris in 
my life. I am thankful for that. So from now on I will spend each day as if it were my last day alive and make 
sure the people around me feel proud of me and always give them a reason to stand with me. I haven’t found 
what it is I want to do in life yet, but I’m close. I’m still learning. I’m still learning how to do so many things. 
I’m still learning how to trust in that one thing. I know it isn’t tennis, but I will focus on locating that one 
thing I love to do. But for now, I’m just going to have to depend on my English studies to get me to where I 
need to go in life. Thank you for your time, Mr. Jobs.

Yours sincerely,
Nonoka Kugu

久具 仙果さん熊本県　熊本県立第一高等学校　3年

特 別 賞

Dear Steve Jobs,　
        Firstly, I would like to express my appreciation for the inspiring commencement speech 
that you delivered at Stanford. In the speech, you mentioned that you read a quote at the age of 
17 that influenced you to live each day as if it were the last. I came across your speech at the 
very same age and it provoked me to reconsider the concept of death and the value of life. I 
have not yet faced death in my life personally, let alone lost a family member or a friend. Thus, 
the concept of death has always been unfamiliar and simply unimaginable.
        Nevertheless, your account of the near death experience convinced me that death is not at 
all a distant idea. In fact, I felt that I should appreciate even the small things in life every day, 
because I might not have a tomorrow.
        Today, I am extremely fortunate to have a roof over my head and plenty of food to eat 
whenever I want to. I can procrastinate and stay in bed all day if I choose to do so. But on the 
other side of the globe, there are millions of people struggling to survive each day. My friend 
from Iraq lost his family in the midst of the continuous conf lict. His female sisters were 
kidnapped and molested by ISIS, never to be seen again. He is currently my classmate, and 
when I see him sitting next to me, I realize that there is really no difference between his 
experience, your experience, and mine.
        Death could be just around the corner for anyone. I could die in a car accident today in the 
same way that an Iraqi child could die at the hands of ISIS tomorrow. Death, as you mentioned, 
is an inevitable fate for every human being on this earth, no matter how much money you have 
or how many prestigious companies you own.
         Having recognized this fair chance of death, I am now aware of the importance of doing 
things that my future-self would not regret doing. I believe that I should not let others suppress 
my ambitions, and I should always live today as if there was no tomorrow, because after all, my 
life is only my own.
         Such determination is rooted from nothing other than your empowering speech. What you 
brought into the world through your words do not cease to inspire me everyday. I hope I can 
contribute to carrying on your legacy by asking myself every morning, “If today were the last 
day of my life, how would I live it?”

Sincerely,
Haru Yamanaka
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株式会社栄美通信は、広告代理業として各事業（進学情報事業・企業広報事業・教育広報イベント事業・企業広報イベント事業・進学情報誌出版事業等）の
個人情報を適正に取り扱い、個人情報の保護を徹底することが社会的責務であると認識し、「個人情報保護方針」を制定してお客様に安心して弊社のサービスを
ご利用いただけるよう、全従業員がこの方針に従って個人情報保護に対する取組みを実施しております。
個人情報についてのお問い合わせは【お客様相談窓口】TEL 03－3561－0471〔平日10:00 ～ 17:00（12:00 ～ 13:00と土日祝日を除く）〕

募集要項

スティーブ・ジョブズに宛てた手紙形式のエッセーを書いてください。
英語の場合は400words程度、日本語の場合は1,200字（横書き）程度に
まとめてください。
 
高校生（国籍・学年・性別・居住地は問いません）
 
①A4またはそれに準ずる大きさの用紙で手書きまたはパソコン使用。
②応募作品に、氏名（フリガナ）・性別・住所・電話番号・高校名（所在県名）・
学年を記載した表紙（A4またはそれに準ずる大きさの用紙）を添付して、
下記に郵送してください。（ホッチキス留めはしないでください）

 
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-9-9 TSビル1F
（株）栄美通信 津田塾大学 高校生エッセー・コンテスト係
 
2017年8月1日（火）～9月1日（金）必着
 
最優秀賞１名 （賞状及び副賞５万円を贈呈）
優秀賞若干名 （賞状及び副賞１万円を贈呈）
最優秀作品は、10月8日（日）津田塾大学において表彰し、津田塾大学広
報誌『Tsuda Today』と津田塾大学ウェブサイトに、優秀作品は津田塾大学
ウェブサイトに掲載・公表します。また、入賞者には10月6日（金）まで
に本人に通知します。なお、応募作品は返却しません。応募作品の著作権
はすべて津田塾大学に帰属します。
 
津田塾大学ライティングセンター 高校生エッセー・コンテスト係
TEL.042-342-5129　E-mail : essaycon@tsuda.ac.jp

●津田塾大学ウェブサイトで、第1回～17回の高校生エッセー・コンテスト選考結果等を掲載しています。 

http://www.tsuda.ac.jp/

募 集 内 容

応 募 資 格
 
応 募 方 法

 
郵 送 先

 
募 集 期 間
 
表 彰

お問い合わせ

13 14
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