
日本国憲法企画

「憲法を詩おう♪コンテスト」
～あなたの思いをメロディに乗せて～

入賞作品詩集



日本弁護士連合会は、昨年度の憲法ポスター展に引き続き、本年度は、「憲
法を詩おう！コンテスト～あなたの思いをメロディに乗せて～」を催しました。
小学生以下、中学生・高校生、大学生・社会人の３部門に分けて、「日本国憲
法」をテーマに詩（ポエム）を募集し、大賞作品には、作曲家の谷川賢作氏に
曲を付けていただくというものです。憲法への思いを詩に託すという、いささ
か野心的な難しい課題ですが、３９０作もの応募を賜り、厚く御礼申し上げま
す。
憲法改正が政治テーマに浮上する中にあって、「憲法って何だろう」という

問いを、作詩という形で問いかけてみました。私ともう一人の弁護士は別とし
て、著名な識者・芸術家５名の厳正な審査を経て、受賞者を決定しました。
大賞作品は、戦火を逃げのびたひいおばあちゃんの生が、おばあちゃん、お

かあさん、そして７歳の「わたし」に紡がれたという絵画タッチの背景に、憲
法を描いてみせた素敵な詩です。そのほかの多くの詩も、「平和・自由・平
等」という憲法の基本価値に様々な場面から迫ってくるものであり、心打たれ
るものでした。
この度発表の憲法歌（ソング）、そして受賞作品の詩集とともに、「憲法っ

てなぁ～に？」と多くの市民が私たちと一緒に考えていただく契機になれば、
これに優る慶びはありません。応募いただいた多くの方々と審査員の方々に改
めて感謝申し上げます。

２０１８年（平成３０年）１１月
日本弁護士連合会
会長 菊 地 裕太郎

今回、日弁連では、憲法改正という我が 国にとって大変大きな問題が
論議されようとしている状況の中で、国民の皆様に憲法に関心を持ってい
ただきたい、ということで、憲法を題材にした「詩」を広く、小学生以下
の部、中高生の部、大学生・社会人の部と分けて公募し、入選作から大賞
を選び、曲をつけて「詩おう（歌おう）」という企画をいたしました。
３００通以上もの応募をいただきまして、ありがとうございました。
題材が憲法だけに、時節柄、軍歌のような勇ましいものも寄せられるか

と思っていましたが、中高生以上の方からは、憲法の理念や理想を詩とし
て歌いあげるものが多く寄せられました。曲をつけて「詩おう（歌お
う）」という企画の趣旨が伝わりづらかったかな、と思うところもありま
す。
大賞は、審査員の多くの意見が一致した小学生の方の作品になりました。

子どもらしい表現の中にリアルさも伺える作品で、「詩おう（歌おう）」
という趣旨にもふさわしいものだと思います。今後は、この歌が、皆様に
広く親しまれるようになることを願っています。

２０１８年（平成３０年）１１月
日本弁護士連合会憲法問題対策本部

本部長代行 山 岸 良 太
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～コンテスト概要～

日本弁護士連合会は、古希を超えなお平和と人々の自由、人権を支
え続けている日本国憲法の理念・役割を評価し、大切さを謳う＜憲法
詩（ポエム）＞を募集しました。
全国から全３９０作品の応募をいただきました。
あらためまして、応募された皆さまにお礼申し上げます。応募作品

すべてに、みなさまの希望と未来が託されていたものと思います。
厳正な審査を経て、３部門・入賞全２０作品が決まりましたので、

ここにご紹介いたします。
そして、小学生以下の部の金賞作品が大賞に選ばれました。
この作品は、谷川賢作さんにより作曲され、＜憲法歌（ソング）＞

となりました。
私たちの自由や人権を守り、支え続ける＜憲法＞の応援歌として、

広く末永く歌い継がれていくことを切に願います。

●テーマ：「日本国憲法」
自由や人権，平和を支え続ける日本国憲法の理念や役割を
テーマに，日本国憲法の大切さをうたう詩（ポエム）を創
作。

●部 門： 小学生以下の部
中学生・高校生の部
大学生・社会人の部

以上３部門

●募集期間：２０１８年
５月１４日～９月７日
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わたしはせんそうをしらない

おかあさんもしらない

おばあちゃんもしらない

でも、ひいばあちゃんはしっている

えきでへいたいさんをみおくったかえり、

ひこうきがとんできて

「きじゅうそうしゃ」でやられそうになったって

はしってはしってはしってようやくにげたって

～小学生以下の部～
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金賞・大賞



ひいばあちゃんがいきたから

おばあちゃんがうまれ、

おかあさんがうまれ、

そしてわたしがうまれた

へいわをまもるけんぽう

いのちをつなぐけんぽう

わたしがおおきくなっても

このままのけんぽうであること、

それがわたしのねがい
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尾池 ひかり さん
（茨城県・７歳）



ぼくは今日もてきをたおす

テレビの中の女の子がぼくを見てる

こわれたお家の前でぼくを見てる

ママはくらいニュースはいやだと言って

リモコンのボタンをおした

ぼくはゲームのスタートボタンをおした

ぼくはいっぱいてきをたおした

あの女の子は三年生ぐらい？

こわれたお家の前でなかないで

ただじっとぼくを見てる
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銀賞



パパは日本はだいじょうぶだから

せんそうはできないんだからと言う

テレビの中のこわれた町

テレビの中の女の子

でも、ぼくたちの国にはけんぽうがあるから

ぼくたちの国には９条があるから

ぼくたちの国にはじゅうはないから

ぼくのお家はこわれない

ぼくはゲームでてきをたおす

熊谷 悠 さん
（東京都・８歳）
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ぼくは、本を１００冊読みたい

ぼくは、貝がらを一おくあつめたい

ぼくは、お菓子をたべたい

ぼくは、りょこうにいきたい

ぼくは、くるまにのりたい
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銅賞



ぼくは、お風呂にとびこみたくない

ぼくは、友だちとあそびたくない

ぼくは、おるすばんしたくない

ぼくは、まいごになりたくない

ぼくは、どくきのこはたべたくない

そうやってぼくはずーっといきていく

遠藤 ソン 詩羽 さん
（東京都・６歳）
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けんぽうさん

みんなをまもってくれた

けんぽうさん ありがとう

ありがとう

けんぽうさんを かえないで

だってへいわでいたいから

みんなじゆうでいたいから
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入選



うまれてきて よかったよ

いっぱいともだち できたから

おいしいもの たべられるから

けんぽうさん ありがとう

ずっとずっと

まもってね

人見 咲菜 さん
（神奈川県・６歳）
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差別をしない

第十四条

「法の下の平等」

それはすごく大事だと思う

おとなでも こどもでも

差別はだめだ
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入選



でも 学校の友達が

差別しているのを

しっている

わたしはもう差別はしない

おとなになってもしない

矢野 綾 さん
（東京都・１０歳）
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暴走

力を持てば誰だって

権力行使 戦力投資

止まらない暴走

走り出す奔走 戦争

戦争という悲劇を１００年先まで伝えていこう

～中学生・高校生の部～
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金賞



憲法、止めるのは暴走

焦燥、権力者の陰謀

止められるのは私たちの憲法

止めないで考察

全てに意味を見出だして

今日という平和を１００年先まで続けていこう

大橋 宗馬 さん
（東京都・１５歳）
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憲法変えなきゃいけないの。

７０年前アメリカから押し付けられた憲法だからなの。

大人が変えたいと言ってるよ。

憲法は誰のもの。

僕は、生まれながらに

「人間らしく生きる権利」をもってるし、

学問や宗教、表現の自由もある。

潜伏キリシタンはもういない。
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銀賞



でも、義務はあるけど、平和が一番だ。

９条を変えるってなんでなの。

戦争なんてもってのほか、

ちゃんと戦争放棄って書いてある。

軍隊もたないけど自衛隊はある。

よくわからない。

この国を治めるのは誰。

王様でも国会議員でもないよ。

国民である僕たちだ。

だから、憲法をみんなで考えよう。

そうしないと、１８歳になっちゃうよ。

今、当たり前のことが、

当たり前でなかった時代があったんだ。

大橋 力丸 さん
（東京都・１４歳）
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Ｒｉｇｈｔ

ねえ、知ってる？

それは何千の軍隊より強いモノ

剣ではなくペンで戦えと教えてくれるもの

夜空で瞬く星のように

おだやかに見守ってくれる

さあ、歌おう 私達を導く光を

日本国憲法を
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銅賞



ねえ、知ってる？

それは幾千の銃より強いモノ

必要なのは銃声ではなく笑い声だと教えてくれるモノ

降りそそぐ月光のように

どこまでも優しい

さあ、歌おう 私達を導く光を

日本国憲法を

尾﨑 優香 さん
（宮崎県・１４歳）
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コトバとセカイ

朝起きにふと

母にそっと

かけた言葉は

「有難う」

苦笑いと

乗せられた手の

温かさにもう

泣き笑い
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入選



アイマイな思い

伝えるコトバ

どんなコトバも

伝えられるセカイ

キミが何を言っていても

セカイはそれを受け入れる

そんな理（ことわり）に僕らは

「有難う」をぶつけたい

だから今日は青空を

コトバにしようと思った

山本 衡 さん
（東京都・１６歳）
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私と日本国憲法の歌

わたしたちは知っている

戦争が わたしたちから沢山のものを奪ったことを

１０３のことばが

もう何も失わないように 守ってくれている

私たちの過去と未来のために

歌おう この歌を 届けよう 日本国憲法を

未来で みんなが 幸せになることを願って

わたしたちは知っている

どこかで差別に苦しんでいる人がいることを

１０３のことばが

もうだれも苦しまないように 守ってくれている
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入選



私たちの人権と個性のために

歌おう この歌を 届けよう 日本国憲法を

未来で １人１人が いきいきできることを願って

わたしたちは守られている

毎日 どこにいても だれといても

だから わたしたちも 守ってあげよう

歌おう この歌を 守ろう 日本国憲法を

これから先 ずーっと 平和が続くことを願って

井上 寧々 さん
（宮崎県・１４歳）
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信じて、日本国憲法を…。

あなたは知っている

“いじめ”のニュース

心を傷付けて涙を流して…。

あなたは日本国憲法を知っている

それは、人権を守ってくれる

信じて日本国憲法を

いじめに負けないで

あなたの未来のために

日本国憲法があるんだから…。
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入選



あなたは知っている

“テロ”のニュース

心を傷付けて人の命をうばって…。

あなたは日本国憲法を知っている

それは平和を守ってくれる

信じて日本国憲法を

テロに負けないで

世界のために

日本国憲法があるんだから…。

猪股 葵唯 さん
（宮崎県・１４歳）
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キュウジョウ

球場とは？

野球を行う場所

勝っても負けても

without any violence

窮状とは？

困り果てていること

嘆き悲しんでも

without any violence
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入選



旧城とは？

昔、お城だった建物

様々な物語があったけれど今は

without any violence

９条とは？

国が定めた決まりのひとつ

普遍的な平和を守るために

without any violence

薬袋 吹喜音 さん
（神奈川県・１５歳）
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雑巾のように

ワシの名前は「憲法」だ

古稀を過ぎてるジジイだが

まだまだカクシャク元気だぞ

大事にしてくれているあなた

神棚の上に祭り上げ

触りもせぬのはやめてくれ

どうしてほしいか聞かれれば

答えは簡単、雑巾だ

雑巾のように使うのだ

～大学生・社会人の部～
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金賞



暮らしのすみずみ、国の窓

ゴシゴシ磨きをかけるため

毎日使ってほしいのさ

そちらの君はワシのこと

どうやら不満のようですな

邪険にされる身としては

ひとこと言わせてほしいのだ

ワシをどれだけ使ったか

案外使えるヤツですぞ

坂巻 克巳 さん
（東京都・７１歳）
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いま、新たな戦前

娘がtwitterで呟く

「子どもの頃、夏休みに留守番してると

戦争のテレビばっかで、めっちゃ怖かったけど、

この頃あんまりやってないね」

この２０年で何かが変わった

娘の職場はガールズバー

お客さんが戦争に行ったら

彼女はとても悲しむだろう

私の兄は作業所の給料と年金で暮らしている

吹けば消えそうな

しょうがい者福祉のお陰で生き延びている

若者は「最低賃金を時給１５００円に！」と叫ぶ

健康で文化的な最低限度の生活を求めて
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銀賞



仁平 美枝 さん
（東京都・５４歳）

この憲法じゃダメですか

そんなに戦争がしたいのは誰ですか

今こそ

平和と自由と人権を

もっと豊かに花開かせる時

娘の職場はガールズバー

お客さんが戦争に行ったら

彼女はとても悲しむだろう
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戦争のない世界をつくろう

殺せ 殺せ 殺せ 殺せ

ジャングルで 砂漠で 街角で

だれかが おれたちを ねらってる

殺さなければ 殺される それが戦争

殺せ 殺せ 殺せ 殺せ

叫べば 勇気が わいてくる

鋼鉄と ハイテクの 武器もてば

人を殺すのは こんなに 簡単さ

殺せ 殺せ 殺せ 殺せ

私たちは 叫ばなくて いいんだよ

憲法 ９条が あるからさ

いのちを奪い 奪われる 戦争はしない
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銅賞



戦争のない 世界を つくろう

飢えと 恐怖と 憎しみにあおられて

人と人とが殺しあう

戦争のない世界をつくろう

自然の富と労働で、だれでも生きていける

一番なんか競わない

戦争のない 世界を つくろう

大矢 道子 さん
（埼玉県・８０歳）
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平成の終わりに

今日生まれた命が

最後の瞬間（とき）を迎えるまで

この国は

戦争をしないだろうか

交通事故で失われる命より

自死の数が５倍

我が祖国ニッポンで

私たちは

幸せを手にすることができるだろうか

36

入選



ジョンレノンのイマジンを

けなす人はいないけれど

その世界を作るには

微笑みあい、手を繋いで

１億２６５２万人の一歩を

私は深く呼吸（いき）をする

仁平 美枝 さん
（東京都・５４歳）
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戦争の はなし

ぼくが 子どもの時

この国は 戦争をしていた

空襲警報のサイレンが 鳴っていた

防空頭巾を被り

ゲートルを巻いていた

ノミやシラミに 噛まれていた

白いご飯は 食べられなかった

暮らしは カーキ色に染まっていた
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入選



戦争が終わって 空襲がなくなって

新しい憲法が 出来た

もう戦争だけは やめてほしいと

誰もが 願った

新しい憲法は そこから出来た

奥村 光雄 さん
（京都府・７９歳）
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人として咲くために

白い花が咲きました

みどりなす島々の そこここに

はてしない海原の

沖には白波が立っている

この花や白波のかがやきを

いつまでも守りつづける

子どもらの

秘められた 願いとともに

紅い花が咲きました

さんさんとふりそそぐ陽の光

いま燃えるように

どこまでも続く山々の

そよ吹く風に木々がゆれる
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入選



この花やみどりのかがやきを

いつまでも守り育てる

逃げまどい

悲しく響く 叫び忘れずに

いろんな花を咲かせよう

みどりあふれるこの国の

町や村のすみずみに

かぎりない時をこえて

いのちの絆は続いている

この国や世界中の人々と

認めあい育てあう

人として

ひとしく生きる 願いとともに

上村 隆 さん
（東京都・６４歳）
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平和の源

それまでは どんな国にも無かった

戦争をしないと 誓った憲法

その憲法を作ったのは ニッポン

戦争をしない国 ニッポン

戦いの後悔と 反省の中でつくられ

母や父たちが ずっと守りつづけて

僕たちは平和に 生かせてもらった

平和の源 日本国憲法
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入選



それまでは どんな国にも無かった

武器を持たないと 誓った憲法

その憲法を作ったのは ニッポン

武器を持たない国 ニッポン

戦いの後悔と 反省の中でつくられ

母や父たちが ずっと守りつづけて

僕たちが平和を 次につなげていく

平和の源 日本国憲法

清水 邦夫 さん
（広島県・５５歳）
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わたしたちのうた

ひとりきり砂を噛んだ日

味方などいないとすさんだでしょう

弱くてもいいあなたとともに

迷い耐える時を踏みこえてゆく

わたしには声がない

だからあなたの声でうたってほしい

わたしにはからだがない

だからちからをすこしだけかして

なにもかも打ち砕かれ

粉々に積もった命のうえ

ふるえながらわたしは生まれた
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もう二度と心をねじふせられないように

あなたの声がかき消されないように

おおきいちいさいものすべてが

やすらいで生きてゆけるように

ひとしく孤独ではないように

どうかわたしを忘れさせないで

あなたのうたを

あなたたちの声でうたって

自由の旋律に耳をすませ

怒り慈しみ平和を問う

生きること選ぶことそして愛すること

おびやかすものへ

声よ叫べ
小館 ゆりか さん

（神奈川県・３１歳）

45



♪審査員講評♪

●湯川 れい子 さん
（作詞家／音楽評論家）

憲法を歌にしよう、ポエムにしよう
ということ自体が非常に難しかったと
思います。
やはり、それが歌になる場合という

のは、当然メロディが付いてくるとい
うことを考えて言葉を選んでいただか
ないと、１番と２番と頭の１行が全く
違ってしまうということになって、ま
ずメロディが付けられません。そうい
う制約を考えていただいて書かれたも
のがとても少なかった。たぶんそれは、
こちら側の呼びかけの問題もあったの
だろうと思います。歌にすることを考
えて書いてくださいとお願いしなけれ
ばいけなかったんですね。
そこで私も、選ぶときにポエム、詩として言葉がちゃんと際だっ

て、噛みついて、ちくちくっと刺さって、心の中まで染みとおって
くるポエムはあるだろうか、ということを一生懸命考えながら選ば
せていただきました。そういう意味では、テーマが憲法ということ
が堅すぎて、なかなかそういう鮮烈な言葉というのも見当たらな
かったような気がします。ちょっと残念でした。
でもそんな中からも、私なりに一生懸命選ばせていただいたつも

りですし、そしてできればそのポエムに素敵なメロディがついて、
そしてそれが歌われて、いろんな所で日本の憲法そのものと同じよ
うに、末永く生き残っていってくれることを心から願いながら審査
に望んだつもりです。
ご応募ありがとうございました。
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●谷川 賢作 さん
（作曲家／ピアニスト）
★大賞作品作曲担当

みなさん、ご応募ありがとうござい
ました。歌になる詩というところで、
審査員一同非常に迷いましたけれども、
それを考えていない人が多すぎます。
もっと歌のことに想像を膨らませて、
歌になったらどこにその詩のキモとか
ツボがあるかなということを考えて書
いてほしかったという気持ちがあります。
非常に悩ましいところではあった

のですが、やっぱり言葉が少しでも我々
審査員の、なんだろうな、ちょっといい
な、光ってるものを選ばせていただいた
つもりです。
非常に難しい仕事でした。でも、我々の書いてくださいという提

示の仕方も少しまずかったのかなということもありますので、そこ
も考え直さなければいけないかなと思いました。
たくさんのご応募をありがとうございました。

♪審査員講評♪
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♪審査員講評♪

●覚 和歌子 さん
（作詞家／詩人／

ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ）

先日乗ったタクシーの運転
手さんとの会話の中で、
「『詩』って何ですか？どう
いうものを言うんですか？」
と真面目に聞かれました。
俳句短歌などの定型以外の

詩の歴史がたかだか百年余り
の日本では、詩に対する一般
的な認識はまだまだこの程度です。
歌詞と自由詩の違いすらよく知られていない中、「憲法問題を周

知させる」という目的に対して、「詩を一般公募する」という手段
はかなっていなかったかもしれません。
企画の内容、告知の方法を決める段階から専門家を絡ませていた

だいていたら、公募作品全体の質はもう少し底上げされていたで
しょう。その点で審査員の中には「選べるものがない」と言われる
方もいらしたほどです。
一般の部で金賞に選ばれた作品は、"最優秀作品は歌として作曲

される"という企画の意味をよく理解されており、切り口の良さや
軽妙さ、狙い方の意外性が評価できるものであったと思います。

小学生の作品には明らかに大人の手が入ったと思われるものが多
くありましたが、せめて手を入れた大人とのテーマをめぐる会話が
あったであろうことを救いにしたいと思います。金賞作品は、てら
いのない素直な表現を評価しました。世代を超えて誰にでも届くシ
ンボルソングになっていくことを祈ります。
中高生の部では、世代の活き活きとしたエネルギーを期待しまし

た。脚韻を踏むラップ形式の受賞作品が印象に残りましたが、もう
ひと押し突っ込んでうたいつつ、フレーズをさらに増やしても良
かったのではと感じます。
全体的に審査員が想定していた「決まり文句」の領域を大きく出

ることはなかったという印象ですが、もちろんトライしていただい
たことだけでも有意義だったと言うべきでしょう。
ご応募いただいてありがとうございました。
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♪審査員講評♪

●アーサー・ビナードさん
（詩人）

昔、埼玉の羽生市っていうとこ
ろの詩のコンテストがあって、
テーマは「ふるさとの川」だった。
僕はふるさとの川の詩を書いて応
募した。それで選ばれて、すごい
うれしかったんですけど、それを
思い出しながら今回の作品を読ん
でいたんですね。
自分が課題として背負った「ふ

るさとの川」と「日本国憲法」と
どっちが難しいかっていうと、
「日本国憲法」の方が百万倍も難しくて、あぁ、俺はいいコンテス
トを選んだなと思いながら、日本国憲法の詩を作ってください、日
本国憲法の歌を作ってくださいって偉そうに審査員やってる僕ら、
覚さん、谷川さん、湯川さん、僕に同じ宿題を出したらいいもので
きるとは限らないですよ。４つの駄作が残るだけかもしれないし、
本当に選んでる側の僕らも自分だったらどうするかってすごく悩む
課題でした。
ですから、ある枠の中から出ない作品が多かったのは当然だと思

うし、呼びかける主催者側も憲法を肯定した上で主催があるので、
明るさと暗さの明暗すらなかなか出てこない、結局明るい方にいか
ないと主催者の目指してる方向に沿わないことになるので、そうい
う意味ではいろんな制限があってみなさん苦しんだと思うし、僕も
その苦しみを味わいながら読んでいたんです。
ただ、それでもその中には生活の実感が伝わる言葉もあったし、

選ばれなかった作品の中にも光ってる１～２行があったりして、そ
ういう人の体内を経て出てきた言葉にはやっぱり魅力があるなとい
うことも実感できました。
今回、ちょっと意表をつくようなものが中心に選ばれたと思うん

ですけど、次回、こういう趣旨で詩を募集することがあったら、ま
ずその審査員にやらせてみて、それを踏まえた上で選ぶっていうの
がいい流れになると思います。
それが反省点ですね。ありがとうございました。
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♪審査員講評♪

●青井 未帆 さん
（学習院大学教授）

みなさんが「憲法詩」を考えた
とき、ポエムとしての「型」とか、
メロディがつけられるかとか、い
ろいろと試行錯誤されたことと思
います。本当に、詩（歌詞）って
難しいですよね。この辺りについ
ては専門家の湯川さん、谷川さん、
覚さん、そしてビナードさんにお
任せして、私は主に憲法の観点か
ら検討させてもらいました。
みなさんの作品に表れている憲

法のイメージに、とても興味をひ
かれました。たとえば特に大人の部門に憲法を樹木にたとえる詩が
多かったことは、戦後７０年あまりにわたって自分たちが育ててき
たという意識がある程度共有されていることの表れなのかなと考え
ました。
憲法は毎日意識して考えるようなものではないものですから、詩

にするのはとても難しかったことでしょう（私だったら・・・でき
ないと思います）。そんななかで、キラッと光る詩がいくつもあっ
たことに、心底、すごいなと思いました。
今回、うまく詩にできた方も、なかなかうまくできなかったとい

う方も、＜憲法ってそもそもなんなのだろう＞、＜私たちとどう関
係するのかな＞と、よくお考えになったことでしょう。実はそれが、
憲法の謳う自由や権利を生き生きしたものにする「不断の努力」
（憲法１２条）に他なりません。
ご応募ありがとうございました。

50



♪歌唱・演奏者プロフィール♪

ＤｉＶａ

1995年、高瀬麻里子（Vo）、谷川賢作（Pf）、大坪寛彦
（Ｂ）によって結成された、現代詩を歌うバンド。
谷川俊太郎作品を中心とした現代詩に新しい息吹を与える

個性的な楽曲に結成当初から注目を集め、インディーズ・
レーベルから1stアルバム「なあに」をリリース。
1997年、日本コロムビアからデビュー、2枚のアルバムと

シングルを発表したほか、年間40本以上のライブを国内外で
精力的に行うも、2002年1月、突然の活動休止。
その後、ソロやユニットでの活動などをとおして、それぞ

れの世界を豊かにふくらませてきた3人は、2007年春、再集
結。
ますます純度を増したシンプルでストレートなサウンドは、

うたわれることを待っていた言葉たちに翼を与える。2008年
2月、ニューアルバム「うたっていいですか」をリリース。
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