
 

 

みなさん、友情にどんな意味がありますか。 
私にとって友情は、世界でいちばん美しい関係です。 
友情は、私の手をにぎって、心の暗やみを放り出してくれました。 
そして私の人生はよくなりました。 
なぜなら、私はいい友だちを見つけたからです。 
 
今日は友情の価値について、 
そしてどうやって友だちを見つけたかについてお話しします。 
 
人間はいつも感情的なサポートと、社会生活、そして愛をほしがります。 
みんな、心の中は空っぽだから、いつもだれかを探しています。 
 
私は子どものときから友だちがいませんでした。 
いつも、一人きりでした。 
そして、はずかしがりやでしたが、私はすごく友だちがほしかったです。 
 
ある日、私はゆうかんになると決めました。 
そして、その日に知らない女の子が私に近づいて、話し始めました。 
その会話は本当に楽しくて、本当にうれしかったです。 
私はついに友だちを見つけました。 
その友だちはいっしょに笑ってくれたし、いっぱい話してくれて、仲良くできました。 
 
でも、それは全部ウソでした。 
その女の子は別のグループに行って、私に意地悪を始めました。 
その女の子はただのにせものの友だちでした。 
 
それから私は友だちを作るのをやめました。 
でも、それはこの学校に来るまででした。 
なぜなら私はここで最高の友だちを見つけたからです。 
 
でも、友情はいつも幸せじゃありません。 
つらいときもあります。幸せなときもあります。 
 
今日はオーディエンスの中に友だちがいます。 
私はその友だちに言いたいことがあります。 
友だちになってくれてありがとう。 
いつも助けてくれてありがとう。 
 
みなさん、最後に次の言葉の意味を考えてください。 
友だちの最大の価値は、友だちから何をもらうかじゃなくて、 
友だちのためにもっといい人間になることです。 
 
聞いてくださってありがとうございました。 
 
 
 
  



 

 

Minasan, Yuujo ni donna imi ga arimasuka 
watashi ni totte yuujo wa, sekai de ichiban utsukushi kankee des. 
yuujoo wa watashi no te o nigitte kokoro no kurayami o horidashite kure-mashita 
soshite watashi no jinsei wa  yoku narimashita  
nazenara, watashi wa ei tomodachi o mitsuketa kara desu 
 
Kyou wa yuujo no katchi ni tsuite/  
soshite do yatte tomodachi o mitsuketa ka ni tsuite o hanashimasu 
 
Ningen wa itsumo kanjou teki na sapoto to shakai seikatsu/ soshite ai o hoshigari masu  
Minna Kokoro no naka wa  karapo dakara ningen wa itsumo dareka o sagashite imasu  
 
Watashi wa kodomo no toki kara tomodachi ga imasen deshita  
itsumo hitorikiri deshita   
soshite hazukashigari-ya deshita ga,   
watashi wa sugoku tomodachi ga hoshikata des. 
 
Aru hi Watashi wa yukan ni naru to kimimashita.  
soshite sono hi ni shiranai onanoko ga watashi ni chikazuite hanashi  hajimemashita.  
sono kaiwa wa hontoni tanoshikute hontoni ureshikata desu  
watashi wa tsueini tomodachi o mitsukemashita 
 
Sono tomodachi wa Ishoni waratte-kureta shi  ippai hanshite-kurete, nakayoku dekitmashia  
 
Demo sore wa zembu uso deshita.  
sono onanko wa betsu no group ni ite, watashi ni ijiwaru o hajimemashita 
Sono onanoko wa tada no nisemono no tomodachi deshita  
 
Sorekara watashi wa tomodachi o tsukoru no o yamemashita  
Demo sorewa kono gakko ni kuru made deshita   
naze nara watashi wa koko de saikou no  tomodachi o mitsuketa kara desu 
 
Demo, yuujo wa itsumo shiwase ja arimasen.  
tsuari toki mo arimasu. shiyawase na toki mo arimasu. 
 
Kyou wa audience no naka ni tomodachi ga imasu 
Watashi wa sono tomodachi ni ei tai koto ga arimasu  
Tomodachi ni natte kurete arigato  
Itsumo taskete kurete arigato  
 
Minasan, saigoni ni tsugino kotoba no imi o kangaete kudasai  
Tomodachi no saidai no katchi wa,  
Tomodachi kara nani o morao ka ja nakete,  
tomodachi no tame ni motto ei ningen ni naru koto desu. 
 
Kitekudasate arigato gozaimashita. 


