
2013年度

エッセー・コンテスト

津田塾大学ウェブサイトで、第1回～13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。

津田塾大学
http://www.tsuda.ac.jp/

ローザ・パークスに宛てた手紙という形式で書いてください。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・性別は問いません）

①A4用紙でワープロまたは手書き。
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用紙）を添付して、下記に郵送してください。

　【郵送先】〒194‐0022　東京都町田市森野1‐34‐10
　　　　　高校生新聞社 津田塾大学 高校生エッセー・コンテスト係

2013年8月1日（木）～9月3日（火）（消印有効）

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13日（日）津田塾大学において表彰し、津田塾大学広報紙
『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10日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。

津田塾大学企画広報課高校生エッセー・コンテスト係
（TEL.042‐342‐5113　E-mail:essaycon@tsuda.ac.jp）
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2.応 募 資 格
3.応 募 方 法

4.募 集 期 間
5.表　　　彰

6.問　合　せ

募 集 要 項

第14回 高校生

高校生新聞社（株式会社スクールパートナーズ）は「個人情報保護方
針」を定め、お客様からお預かりする個人情報の適切な管理と維持に努
めます。「個人情報保護方針」の全文は当社ホームページ
http://www.sclpa.jp/privacy.htmlをご覧下さい。個人情報につい
てのお問い合わせは【お客様相談窓口】TEL 042-739-6622（受付
時間：月～金 9時～17時）

ローザ・パークス（1913－2005）は今からちょうど
100年前、米国アラバマ州のアフリカ系アメリカ人
（黒人）の家庭に生まれました。人種差別が激し
かった時代で、南部諸州では人種を隔離する法
律がありました。1955年のある日、仕事帰りのバス
の中で、パークスは白人に席を譲るよう、白人の運
転手から命じられます。しかし、彼女はこれを拒
否し、逮捕されてしまいます。勇気と尊厳をもって
「ノー」と言ったパークスの行動は、米国の公民権
運動の火ぶたを切りました。マーティン・ルーサー・
キング牧師のスピーチ“I Have a Dream” で知ら
れる「ワシントン大行進」は、公民権運動のクライ
マックスでしたが、くしくも、今年は「ワシントン大行
進」から50年、そしてリンカン大統領の奴隷解放
宣言公布から150年にあたります。
パークスの自伝からの抜粋（裏面）を読んで、パー
クスに手紙を書いてみましょう。

～勇気と尊厳をもって行動した～

ローザ・パークスに
手紙を書こう
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How It All Started

One evening in early December 1955 I was sitting in the front seat of the colored section of a bus 

in Montgomery, Alabama. The white people were sitting in the white section. More white people got 

on, and they filled up all the seats in the white section. When that happened, we black people were 

supposed to give up our seats to the whites. But I didn’t move. The white driver said, “Let me have 

those front seats.” I didn’t get up. I was tired of giving in to white people.

   “I’m going to have you arrested,” the driver said.

   “You may do that,” I answered.

   Two white policemen came. I asked one of them, “Why do you all push us around?”

   He answered, “I don’t know, but the law is the law and you’re under arrest.”

For half of my life there were laws and customs in the South that kept African Americans 

segregated from Caucasians and allowed white people to treat black people without any respect. 

I never thought this was fair, and from the time I was a child, I tried to protest against 

disrespectful treatment. But it was very hard to do anything about segregation and racism when 

white people had the power of the law behind them.

   Somehow we had to change the laws. And we had to get enough white people on our side to 

be able to succeed. I had no idea when I refused to give up my seat on that Montgomery bus that 

my small action would help put an end to the segregation laws in the South. I only knew that I 

was tired of being pushed around. I was a regular person, just as good as anybody else. There 

had been a few times in my life when I had been treated by white people like a regular person, 

so I knew what that felt like. It was time that other white people started treating me that way.

Rosa Parks: My Story

社会や歴史を変える大きな出来事も、最初はひとりの、勇気ある一歩から始まります。
1900年に女子英学塾（津田塾大学の前身）を創設した津田梅子（1864－1929）も、女性の自立や地位向上のために、勇気・情熱・志をもって行動を起こ
した人でした。その理想を受け継ぎ、津田塾大学は2014年に津田梅子生誕150年を祝います。高い専門性と豊かな教養を身につけたオールラウンドな
女性を育て、津田塾大学はこれまでに約3万人の卒業生を社会に送り出しています。

From Rosa Parks: My Story by Rosa Parks with Jim HaskinsⒸ1992
Reprinted by permission of Rosa and Raymond Parks Institute for Self Development


