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Last year, in my very first day of class, I learned a very important lesson about labelling from my teacher. It 
began when we sat with students we liked, and didn’t sit together with those we didn’t like. My teacher said 
we’re supposed to be kind to each other, and that we shouldn’t put people in separate boxes, a box for 
classmates we liked, and another box for those we didn’t like. 
 

A couple of lessons later, our teacher told us to go around and talk to each other. Yes, even to the ones we 
didn’t like. And I was surprised to learn things about my classmates that were different from what I thought. 
One girl who I didn’t like turned out to be really nice. And the boys, they were so interesting! 
 

My teacher was right. I shouldn’t have put my classmates in a box. I should have known better.  I felt bad 
when other people put me in a box. When I was in elementary school, other kids thought I was different 
because I was just not into the “TikTok YouTube craze.” I couldn’t join any group. I didn’t even know what 
TikTok was. The girls were doing some crazy dance that I didn’t know, while the boys were all about sports 
and boy stuff. I couldn’t fit in. I was stuck in a box. I felt so alone for a whole year. 
 

After doing research for this speech, I learned more about labeling, and how we put people in boxes 
unconsciously. We hear stories of students being bullied, like my friend who was bullied by her club members 
until she ran away from home.   
 

Lately, we read stories about people staying away from medical workers, or stories of cars being stoned 
because they come from a place where many people are infected with COVID-19. Do these people really 
deserve to be put in a box, labeled “not welcome here?” 
 

Of course, most of us know who Malala is, right? And her story about how she had to fight for her right to 
education because she’s a girl. Do people look at me differently because I'm a girl? Am I put in a box because 
of my race, my gender, or because of the things I like? Can’t people accept me for who I am? Then I remember 
that first day of class, when my teacher scolded us because we failed to do just that – accept others for who 
they are. 
 

In the future, I want to go and study abroad. I know that I will be meeting many people, and I hope to 
make a lot of friends. Maybe they will like me, maybe they won’t because I’m different from them. Maybe 
they will put me in a box, but that should not stop me from pursuing my dreams. I hope someday we can live 
in a world where everyone will live in harmony together even if we are different. Thank you. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
《日本語》 

 昨年，最初の授業の日，人に対してレッテルを貼るということについて，私は先生からとても大

切なことを学びました。それは，私たちが好きな子と座ったり，好きではない子と一緒には座らな

いということをした時に始まったのです。先生は，本来私たちはお互いに優しく接しなくてはなら

ず，人々をばらばらの箱に入れるべきではないと言いました。その箱とは，好きな仲間を入れる箱

と，好きではない人を入れる箱です。 

 何回か授業を終えて，先生は私たちに対して，歩き回って互いに話をするように言いました。そ

うです，私たちが好きではない人に対してもです。すると，私は，クラスメイトについて自分が思

っていたものとは違うことを知ることができ，とても驚きました。私があまり好きでなかったある

女の子は，本当にいい人でだということが分かりました。そして男の子たちもです。実はとても面

白い人たちでした。 

 先生は正しかったのです。私は，クラスメイトを箱の中に入れるべきではなかったのです。もっ

と前から知っておくべきでした。他の人が私をある箱に入れたとき，私はいやな気持ちになりまし

た。小学生のとき，私は流行りの TikTok や YouTubeには興味がなかったので，私は他の人と違うと

思われていました。ですので，私はどのグループにも加わっていませんでした。TikTokが何である

かさえ知らなかったのです。女の子たちは私が知らない不思議なダンスをしている一方で，男の子

が話しているのは，スポーツや男の子の関心ごとについてでした。私はどこにもあてはまりません

でした。私は箱の中に閉じこめらて，ずっとさみしい思いをしてきました。 

 このスピーチについていろいろと調べて，私はレッテル貼りについて，そして私たちが無意識の

うちに人々をどのようにして箱の中に入れているのかについて，多くのことを学びました。いじめ

られたことのある生徒の話，例えば，かつてクラブのメンバーにいじめられて家から飛び出してし

まった友人の話などを聞きました。 

 最近，多くの人が新型コロナウイルスに感染したようなところから来たということで，医療従事

者を遠ざけるような人がいたり，車に石を投げつけられたというような話を読みました。この人た

ちは「お断り」というラベルの付いた箱に入れられるべきだと，本当に思うのでしょうか？ 

 もちろん，私たちの多くはマララが誰であるか知っていますよね？マララの話というのは，女の

子であるということで，教育を受ける権利のために，どれだけ闘わなければならなかったか，とい

う話です。私が女の子であるという理由で，他の人は私に別の見方をするのでしょうか？または，

人種，性別，嗜好により，私はある箱の中に入れられてしまうのでしょうか？私のありのままを受

け入れてくれないのでしょうか？そして授業の初日を思い出したのです。私たちが，相手のありの

ままの姿を受け入れることができずに，先生に叱られた日のことを。 

 将来私は海外で学びたいと考えています。多くの人と出会うでしょうし，そこで多くの友達を作

りたいと思います。多分私を好きになってくれる人もいるでしょうし，自分たちとは違うというこ

とで，好かれないこともあるでしょう。私を一つの箱の中に入れてくることもあるでしょうが，そ

れで私が夢を追求できくなるようなことはありません。いつの日か，みんな異なっていても仲良く

暮らせる世界に生きていけることを願っています。ご清聴ありがとうございました。 


