
同性愛者も結婚を認められるべきだ 

石 家瑩 

 もし好きな人と付き合って長い時間共に過ごして、一緒に生活したいだけ

ではなく、法律で認められたくて保障ももらいたい場合、どうするだろう

か。「結婚しよう」みんながそう思うだろう。しかし今、同性愛者であれば、

いくら結婚したくても、日本の法律は認められないのだ。悪いことを何もし

ていないのに、ただ相手との性別が同じだから、結婚の権利を奪われてしま

うことは不合理であり、また不公平ではないか。同性愛者の婚姻を認められ

ないことの中で、実際に何が問題になっているのか？ 

 同性愛者も結婚を認められる理由が二つある。まず、「平等の権利」を守る

ためだ。法律によって、すべての人が人として平等の権利を持っている。け

れども、同性愛者が異性愛者のように結婚することはできない。現在は同性

愛者が好きな人と結婚したくても、その婚姻を認められていない。そこに

は、法律の不公平があるのではないかと思う。日本国憲法第１４条の中で平

等権について「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、

社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別

されない」と述べている。また、憲法第１３条にも、「生命、自由及び幸福追

求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他

の国政の上で、最大の尊重を必要とする」とある。幸福を追うこと、つま

り、人々の婚姻自由を守ることを訴えているのだ。だが、今のところは同性

愛者が性指向のせいで、法律で結婚という国民の権利を奪われている。これ

は性指向による差別だけではなくて、憲法違反だと考えられる。２０１７年

５月２４日に台湾司法院が同性結婚を認めないことは憲法違反と判断した。

この結果、男性と女性の婚姻しか認められないことは法律の不公平だという

ことを示した。 



 また、同性愛者も結婚を認められる理由は、同性愛者の生活の困難を生じ

ないようにするためだ。二人が付き合って何年経っても、結婚できなけれ

ば、法律で何の保障もない。例えばひどい病気になった時、家族しか患者に

会えない。恋人なのに、結婚していないから、人生で一番苦しい時にそばに

いられないことは残酷ではないか。そして、もし患者が意識をなくして、手

術の同意や医療決定の代行をしなければならないとき、家族ではないから、

恋人の代わりにサインすることもできない。実際に代行できても、家族との

意見が衝突したら、ほとんど家族の意見が優先されている。もう一つは財産

の問題である。結婚できないから、死亡保険金の受取人にもなれないし、遺

産も受け取りにくい。例えば日本生命のサイトの中で、「死亡保険金の受取人

様は配偶者様および 2親等以内の血族（祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫な

ど）の範囲でご指定ください」と書いてある。婚姻を認められていないの

で、もちろん、配偶者にもなれない。 

台湾でこういう事件があった。ピコークスというフランス人の男性と曽敬

超という台湾人の男性が恋人として三十五年にも付き合った。ピコークスは

台湾の国籍を取りたいが、台湾人の配偶者がないから取れなかった。また、

曽敬超が死ぬ前に遺産と不動産をすべてピコークスにあげたいけれど、二人

は婚姻の関係ではないので、ピコークスが受け取れなかった。そして、恋人

が亡くなった一年後、身寄りのないピコークスが飛び降り自殺してしまっ

た。この事件から、法律で保障がないので、同性愛者の生活に多くの困難を

生じることが分かる。 

 以上、同性愛者も結婚を認められる必要性を述べた。まず、日本国民は法

律で平等と定められているのにそれに反している。同性愛者の婚姻を認めら

れないことは、性指向による差別であり、同性愛者が幸福を追う自由を奪う

ことは憲法違反だと思われる。そして、同性愛者の婚姻を認められることに

よって、同性愛者の生活の困難を減らせる。医療に関する決定の代行もでき



るし、ひどい病気にかかった時も患者に会える。また、保険金と遺産の受け

取りも手軽にできる。同性愛者の困難を生じないように、結婚を認められた

ほうがいいのではないだろうか。このような理由で、同性愛者も結婚を認め

られるべきだ。 
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The Pros and Cons of Japanese Labor-Management Relationship 

SHIH, CHIA-YING 

 There are three special but typical labor-management relationships in Japan: life 

time employment, seniority wage system, and cooperative enterprise trade union. 

These labor-management relationships gave Japan a great power to raise again after 

losing the World War II. Japanese economy incredibly recover from the poverty of 

post-war. Of course, there are some more reasons such as Korean War, but in my 

opinion, the three special labor-management relationships are critical for Japanese 

economic recovery. However, I believe that those relationships are also bring bad 

consequences to Japanese society. Therefore, I would like to analyze the pros and 

cons of Japanese labor-management relationships. 

 First, the life time employment system. Life time employment means that 

Japanese companies, especially huge ones, usually hire employees right after they 

graduated from universities, colleges, or even high schools. Then, the companies offer 

permanent employment to them, and will not fire them unless they have done 

something serious against the law. This kind of job security gives employees a 

motivation because they would start to feel that they are important for the companies, 

no matter what position they are in or how much they are paid. Therefore, employees 

would grow the loyalty to their companies, and give everything they have to the 

companies. These kinds of motivation and loyalty would increase the company power. 

Another good thing here is, Japanese companies can have stable crews. The 

companies only have to train employees once, and they can perform that for a life 

time. That reduces the cost of employee training and management of companies, and 

achieves better team collaboration in the office because employees know each other 

for years. Nevertheless, life time management finally leads to a serious society 
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problem: death by overwork. When a company becomes like a family, that is not easy 

to say no to the boss. Employees may be asked to do some work that they are not 

supposed to, or be forced to work overtime. Employees are hard to refuse those 

unreasonable requests since the companies give them so much security and treat 

everyone like families. Besides that, even though life time employment is for every 

employee, in most of the case, only male employees can really be hired for permanent 

as Japanese society give female the expectation to stay at home and should not still be 

working after marriage. 

 Second, the seniority wage system. The seniority wage system means that how 

much you are paid is purely based on how long you stay in the company, without 

considering the personal abilities or performances at office. In fact, that is another 

way to ensure the life time employment because employees will not easily resign as 

they know that they could gain more pay in the future. In a company, usually there are 

only few people can get promotions, and those employees who do not get promotions 

may feel disappointed or angry about it. Seniority wage system solve the problem 

properly, because all the employees know that even they do not get promotion at all, 

their payment could still increase. In result, the seniority wage system reduces the 

turnover rate in Japan, and makes the inheritance of experiences easier. The biggest 

problem of seniority wage system is less new talent or special skill in the office. As 

employees do nothing but stay at companies can bring them more and more payment, 

employees will not want to learn new skills or perform better than others. It brings a 

passive work attitude and rigid thoughts. Moreover, because people refuse to leave 

current company to find a new job or new position, it is difficult to find the right 

person to do the right job. Employees may be stocked at job positions that do not suit 

them at all, and do the job they do not good at all day long. One day the pressure 

might crash them, and leads to the extreme consequences such as depression disorder 
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or even suicide. 

 Finally, the enterprise labor union. The enterprise labor union is in contrary with 

industrial labor union. It is not formed by people who are doing the same job but 

people who work in the same enterprise. Different from western countries, Japan are 

famous for the enterprise type of labor union. The enterprise labor union are efficient 

than industrial union when employees have problem with their wage or other problem 

at work. If employees go straight to the employers and say their problem, employers 

probably will be annoyed and make things worse. The enterprise labor union prevent 

that from happening. Instead of employees, labor union go to the employers and 

negotiate with them, try to get a result that make the whole company satisfied. Also, 

enterprise labor union realizes the actual situation inside the company, so the 

possibility of success will be higher. Like the two labor-management relationships 

above, the enterprise labor union also assure the stability of Japanese enterprises and 

help to increase the company income. The disadvantage of enterprise labor union is 

the it is parted from other company. Therefore, they may not see things objectively, 

and bring the result the do not fit business trend. 

 Life time employment, seniority wage system, and enterprise labor system are 

the key of Japanese postwar economic miracle. These three relationships are aim for 

the same goal, and they empower each other. They help Japanese enterprise to have a 

seat among the world. Nevertheless, there still disadvantage in them. When company 

get stronger, there are employees who suffer from it. 



中学、高校には制服が必要だ 

3-2 石 家瑩 

1. 背景説明、問題提起 

中学生と高校生がみんな当たり前のように毎日制服を着ている。制服は既

に学生の象徴になって、学生生活に不可欠なものである。しかし、よく考

えると、どうして学生が制服を着なければならないだろうか？ 

2. 意見 

中学や高校には制服は必要ではないと思う。 

3. 論拠 

A. 自由権を守るため 

→制服を着るか着ないか、学生がそれぞれ選択する権利がある。 

B. 健康のため 

→天気、体調などを基づいて適当な服装を着れなければ体に悪い。 

4. まとめ 

中学生でも高校生でも、制服が必ず着るわけではない。 



中学、高校には制服が必要だ 

3-2 石 家瑩 

  中学生と高校生がみんな当たり前のように毎日制服を着ている。制服は既

に学生の象徴になって、学生生活に不可欠なものである。しかし、よく考え

ると、どうして学生が制服を着なければならないだろうか？制服が本当に必

要なのか？ 

  私は中学や高校には制服は必要ではないと思う。制服があっても、学生に

強制的に着せないほうがいい。 

理由が二つある。まず、制服を学生に着せることは、学生の自由権を奪う

ことである。自由権を守るため制服をやめてほしい。制服があっても、着る

か着ないか、学生にそれぞれ選択する権利をあげたほうがいいのではないだ

ろうか。また、健康のため学生に制服を強制的に着せないで、天気や体調な

どを基づいて、自分で適当な服装を自由に選ばせるべきだ。もし寒い日に半

袖の制服を着なければいけないなら、風邪をひく可能性が高いだろう。 

以上のことから、中学生にも高校生にも、制服を着せないほうがいい。制

服が必要ではないと思う。 



《少女売りのマッチ》 

イン、テイ、ウゼン、セキ 

 

「大きな街の中で、マッチ会社がある。マッチさんがやっている会社である。」 

マッチ：どうぞご覧ください。いかがでしょうか。 

「少女が窓から他の人を見た。」 

少女；寒いな。みんな幸せだな。羨ましいな。私も暖かい家で、ターキーを食

べながら、クリスマスを過ごしたいな。 

マッチ：一生懸命頑張れば、ターキーも、何でも買えるよ。 

少女：本当に？シャネルのかばんも？ 

マッチ：買えるよ。 

少女：ポルシェも？ 

マッチ：買えるよ。 

「顧客が来る」 

顧客：マッチ一つください。 

マッチ：申し訳ございません。マッチがありませんが。 

顧客：え？！マッチ会社でしょう。売り切れですか。 

マッチ：売り切れではないですけど。 

顧客：じゃあ、マッチ会社と書いているのに、マッチを売っていないのはどう

いうこと？ 

マッチ：わたくしはマッチと申します。弊社はわたくしの名前で名付けられた

ものでございます。 

顧客：じゃ、マッチを売っていないということ？ 

マッチ：そうなんです。 

顧客：じゃ、何を売っているんですか？ 

マッチ：少女を売っております。いかがでしょうか。 

顧客：えっ？！少女って？ 

マッチ：少女は少女ですよ。ちなみに、今日の日替わり少女はこちらでござい

ます。 



少女：お兄ちゃん、こんにちは。少女です。 

顧客：ええ…こんにちは。 

少女：私はね、お兄ちゃんみたいなかっこいい男をずっと待ってるの。 

顧客：あ、そうですか。 

マッチ：うちの少女はこんなにお客様がお気に入るのは初めてなんですよ。 

顧客：あ…なんかすみません。じゃあ、料理とかできますか。 

少女：もっちろん。お兄ちゃんは一番好きな料理はな～に？ 

顧客：あ…手羽先とか。 

少女：できるできる。手羽先どころか、フランス料理もできるよ。 

マッチ：うちの少女は掃除もできますし、女子力が高いですよ。 

顧客：ええ。。 

少女：お兄ちゃん！一緒に遊ぼうよう！お兄ちゃんのことが大好きだから！ 

顧客：でも買いたいのはマッチだけど… 

少女：じゃしょうがないね。普通は売っていないけど、今日はスペシャルとし

て、マッチを売ってあげる。 

顧客：えっ？！いいんですか。 

マッチ：いいですよ。どうぞ、どうぞ。 

少女：じゃあ、5000円ちょうだい。 

顧客：5000円？！たっけー！ 

少女：もともとは 35億円だけど、お兄ちゃんが好きだから、5000円でいいや。

お得じゃない？ 

顧客：確かに安いね。じゃ…（お金を払う） 

「警察が横から来る」 

警察：こら！君たち何をしていんの？ 

「マッチ・少女がお金を奪って逃げた。」 

顧客：え？えええ！？ 

警察：君、何をしているの？ 

顧客：あ、マッチを買うんですけど。 

警察：これは人身売買だよ！ 



顧客：あ、人身売買？違いますよ。 

警察：じゃあ、今なに？お金も出すんじゃん？ 

顧客：あ！お金！！！ 

警察：逮捕するよ。 

顧客：違います。違います。すみません。マッチを買いたいとばかり思ってい

たものですから。悪いことを何もしませんでした。 

警察：証明してくれよ。 

顧客：（呆然）あ！はい！（お金を出す）はい！はい！ 

警察：このぐらいの証拠はちょっと足りないな。 

顧客：（もっとお金を出す）はい！はい！ 

警察：わかった。君も被害者ねえ。じゃあ、名前を教えてから、帰ってもいい。 

顧客：大森、大森和雄です。ありがとうございます。 

「顧客が帰った。」 

警察：もういいよ。あいつ帰ったよ。 

「三人でお金を分ける」 

マッチ：あいつお金ないな。 
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i-Loungeで外国語能力を高められる 

  どうすれば自分自身の外国語能力を高められるのか。大学で外国語の授業

をいくらとっても、実際に外国語能力をなかなか高められないことが常にあ

る。これは大学生の悩みの一つであって、原因は学んだ外国語を応用してい

ないということだ。だが、いくら外国語を使いたいでも、時間や場所、利用

できるものがない学生がたくさんあるだろう。 

 名古屋学院大学にある i-Loungeはそれらの学生のため設置されたところ

だ。i-Loungeの「i」は「インターナショナル」という意味で、外国語を勉

強する場所である。i-Loungeでいつも外国人学生が集まって、とてもにぎや

かだ。そこで自由に外国人に話しかけて、外国語で交流することができる上

に、外国人と友達にになることもできます。もし話すことに照れるなら、ラ

ウンジで外国語の本と DVDも閲覧できる。i-Loungeで置いてある外国語の本

が校内の図書館より多くて、ソファと机、椅子などを利用すればゆっくり読

める。それらのものを利用すれば、外国語能力を確かに高められる。 

 i-Loungeは国際交流のため生まれた場所である。そこに利用できるものが

たくさんあるので、きちんと利用すれば、外国語能力を短時間で高めること

があり得る。 
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