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世界中に存在する、さまざな言語の「文字」。 
私たちは日々、文字を読み、書いて、生きている。 
 
文字の読み書きが出来ると、人生の幅は広がる。 
大人も子どもも、地域や文化に限らず重要だ。 
 
でも、世界にはまだ文字が足りない場所がある。 
文字を使える人と、そうでない人がこの世界に共存している。 
 
ふだん何気なく使ってる文字のこと。 
いま、文字の価値を改めて考えるために 
あなたにしか書けない文字を書いて世界に発信しませんか。 
 
毎年９月８日は「国際識字デー」 
 
世界の子ども達に学習道具を届けているイッポラボは、 
この日をきっかけにして 
文字が読み書き出来る意義を呼びかけます。 





 
【識字を、考える】 
 
毎年9月8日は「国際識字デー」。 
 
発展途上国の子どもたちに学習文具を提供する会社を
起業した友人からそのことを聞いて、ふと考えた。 
 
識字率はその国や地域の発展に大きな影響を及ぼすそ
うで、日本は当たり前のように文字を読んだり書けた
りするけど、発展途上国ではそうではない。 
 
学校に通えること、仕事ができること、 

 
本が読めること、夢を叶えることは、 
 
当たり前ではなくて、 
 
facebookで情報発信できるのも、 
大好きな人や友達にメールを送れるのも、 
手紙をかけるのも、 
当たり前ではないんだなー。 
 
と、しみじみ。 
 
なんだか久しぶりに、誰かに手紙でも書いてみようか。 



【文字というつながり】 
 
毎年9月8日は「国際識字デー」。 
 
文字が好きです。 
 
文字を書くことで、想いは時を超え、距離を超え、躊
躇いを超え、ときに話す言葉よりも、あなたの心に届
く。 
文字を読むことで、何百年前の人の言葉も、何万キロ
先の人の言葉も、隣にいるあなたの言葉も、ときに話
す言葉よりも、わたしの心に残る。 

文字の読み書きは、人とのつながりだから、識字が出
来ないのは、たぶん恐ろしく孤独。 
 
たまには文字の大切さを考えるのもいんじゃないかな。 
 
ラインも電話もあるけどさ、 
改めて気持ちを伝えるのに手紙を書くと、言えなかっ
たことも言えるもんだ！文字で気持ちを綴りましょう。 



毎年9月8日は「国際識字デー」 
.  
先日母校にお邪魔したとき  
お会いしたかった先生にお会いできなかったので  
THE 東京土産と置き手紙に託してきました🍌✉  
.  
メールでも伝えられることだったけど  
いまでも感謝してるから  
確かにこの場に会いに来ました  
ってことを手紙の方が伝えられるなぁと 
.  

1965年にユネスコが宣言した国際デーで  
この日は識字の重要性を考えるイベントが  
世界各地で行われます 
 
 - - -  
 
当たり前にやっている「読み書き」  
の重要性を改めて考える機会 



毎年9月8日は「国際識字デー」。  
 
字が読み書きできる事は決して当たり前ではない事。 
 
先日フジテレビのドラマで識字障がいをテーマにしたストーリーを描
いてましたが 自分が住む日本でさえ当たり前ではないのだなと感じ
ました。  
 
 - - -  
 
念願の宝塚ホテルに泊まった時に溢れ出た宝塚への愛と、また来るよ
という決意を書いてみました。  
最近はあまり手紙とかも書かないですね。 



【気づかない自分にトドメを刺す！“当たり前”などどこにも存在しな
かった。】 
毎年9月8日は「国際識字デー」。 
 
識字について考える機会が無かった。物心ついた時には、字を読むこ
と書くことが当たり前の暮らしをしてて、且つ私は字を書くのが人よ
り少し上手な子どもだったから。ただ、この歳になると字に上手い下
手が無いことを認識し、人の書く文字が人生を変えるくらいの力を宿
してることも知っている。この力が、一人でも多くの人たちが宿せる
世の中になって欲しい。 



✒毎年9月8日は「国際識字デー」🖋  
 
 - - -  
 
手書きをすることで気持ちや温かみがすごく伝わりますよね！デジタ
ルではこうはいきません。 



Happy International literacy Day! I wrote this Japanese calligraphy 
work for children who can’t read books. Can you read this? The 
characters are two “心”. These are your and my hearts, and they 
are going to fly together just like dandelion fluff. Shall we?  
 
毎年9月8日は「国際識字デー」。  
 
一緒に飛んでいく「心」を書きました。 



写真は私が留学生のごろに行った交流旅行で他の留学生友たちに書い
ていただいたものです。 
各国で感謝の気持ちを表す言葉です。 
 
同じ気持ちでもこれだけ違う文字がありますね。 
 
今日の識字デーに関わる先輩の活動を読みながら、友たちが書いたも
のを見ながら考えてみました。 
 
文字、言葉ができて、伝えるツールもたくさんある時代に私達は生き
ています。 
これを当たり前のように思っている時代にもなってきました。ただ、
これが当たり前じゃない国や地域もまだまだたくさんあります。今ま
でにできたことを感謝して、これからできること、協力できることが
増えることを願いたいですね。 



毎年9月8日は「国際識字デー」。 
 
 世界には読み書きが出来ない人たちが沢山います。その中に、読み
書きを学ぶ、教える意義や意味を理解していない人もいると思います。
読み書きができて、出来なかった事が出来るようになる、可能性が広
がる世界になったらいいなと思います。  
 
私自身、歌詞をノートに書いたり、手紙を読んだりできることが沢山
の可能性を広げてくれていることに改めて気づいたので参加しました。  
 
この画像の文章は、私が最近浮かんだ英歌詞です。太陽と月は必ず毎
日現れます！そんな人がいたらいいなーと思って書きました笑 中々
いないですよね笑 
 
皆さんも、好きな文章、言葉、詩でも書いて投稿して読み書きの意義
を発信して頂けたらと思います。 



【「家族」と呼べるメンバーへ】 
 
ありのままの気持ちをなるべく紙に
落としたいと思って、全然綺麗じゃ
ないですが人生を通じて何度か写真
のような手書きのお手紙を出してき
ました。 
 
この手紙の宛先はなんといっても手
紙を送りたいと思った、あらゆるレ
ベルでの「平和」のあり方を追求す
る組織・KAMOSを一緒に立ち上げ
た仲間たちです。実物じゃなく、オ
ンラインでの公開でごめんね。おん
なじことばっか言ってる気がするけ
ど、今も思いは変わらないから改め
て手紙に綴るね。自分の人生を懸け
た夢に力を貸してくれた、本当に大
切なメンバーです。 
 
今、組織の船出となるイベントの準
備の真っ最中です。様々な方法、い
ろんな領域でそれぞれの「平和」を
追求する人々が一堂に会するイベン

トの企画を進めていて、もうちょい
でいい形にできるかと思います。誰
もがバックグラウンドの違いに関わ
らず、コミュニケーションできる未
来の言語を作るプロジェクトのイベ
ントに最近参加しました。そこで声
の代わりに手話を使う視覚言語ユー
ザーとやり取りする上で文字など目
で見て分かり合える手段がいかに重
要か、気づかされました。 
 
こんな風に思いを綴れるメンバーに
巡り会えて、きちんと思いを伝えら
れる自分は本当に幸せだと感じます。
ワードにメールとなかなか手で物書
きをしない日々ですが、9月8日は少
し自分が文字の読み書きできること、
そうやってコミュニケーションがと
れる相手がいる幸せに浸る日にした
いと思います。 



【9/8は国際識字デー】  
 
識字と言うのは、字を読み書きし、理解できること。 
 
日本では、ほぼ当たり前のような識字。 世界には、当
たり前でない国もたくさんあって、約7億人の人が読
み書きできないそうですよ。  
 
識字率の低い場所の一つにアフリカがあります。アフ
リカと言えば、私はタンザニアに行き、友人の伝手で、
現地の小中学校を見学させてもらったことがありまし
た。 その時、たくさんの子が私にノートを自慢げに見
せてくれて、「あぁこの子達は本当に学ぶことが楽し
いんだなぁ」って、思ったことを覚えています。 
 
 
 

識字ができるということは、その子の未来を広げてく
れます。 
 
 - - -  
 
今回、手書き文字のある風景として、ある卒業生たち
にむけたメッセージを載せました。言葉がちゃんと残
ることも識字というスキルがあってこそのことなんだ
なぁ。手書き文字って温度感伝わっていいよね。 また、
この「一歩 一歩」という文字はイッポラボにもリンク
していると思って選びました。  
この投稿を通して、識字についてみんながちょっとで
も考えてくれたら嬉しいし、イッポラボのことも知っ
てもらえたら嬉しいです。 



■毎年9月8日は「国際識字デー」 
 
私は本を読むのが本当に大好きなんですけど 
原体験となってるのは、小３のときに「ナルニア国物
語」にハマったこと。 
図書室通って全巻読んだ記憶がある。 
（ちゃんと友達もいましたけどね！） 
 
イギリスにはナルニアに繋がってる家が本当にあって、
その先にはアスランと4兄弟がいるのかもって思って
たし 
この本を読んでいないヤツらは知らないんだ。ってい
う謎の優越感もあったような笑 
エドモンドに子供ながらに強烈に共感していた覚えも
ある。 
（なにかとやらかし役の3番目男子。中間子とはそう
いう役回りなのよね～わかる～） 
 
本が読めると、かんたんに知らない世界に行くことが
できる。 
クローゼットの扉から、ライオン王国に行くこともで
きるし、場所だけじゃなくて時間までこえることがで
きる。 
人の想像力はものすごいパワーをもっていて 
これまで読んできた小説のパワーで、私はほんっっと

に色んな世界に連れてってもらった。 
 
ところが、今回はじめて調べたけど世界の識字率はま
だ高くなくて 
アフリカでは50％きる国もあるらしい。 
本を読める体験は当たり前ではないらしい。 
 
識字能力は、生活の質にも直結するし 
人の生死にも関わるんだけど 
「発想力」も人の一生にはとても大事だと思っていて 
識字はそれにも影響するんだなあ 
 
子供の発想力って果てしないから 
（姪っ子と甥っ子にいつも色んな発想教えてもらって
る。） 
字が読めると発想をより豊かにできるし 
字が書けるとそれを伝えることもできる。 
そういう子が増えるといいなあ。 
 
写真は、2歳の姪っ子から、はじめての手紙♥ 
当たり前のように、手紙をかこうって思ってくれたの
が嬉しい。 
本当は、自分でかけないから6歳の姪っこの代筆、笑 



【毎年9月8日は「国際識字デー」】 
 
お友達の会社、『イッポラボ』が賛同しており、初めて知った国際識
字デー。 
 
日本は識字率が高く、みんな当たり前のように読み書きしていますが、
そうで無い地域も世界には沢山あります。 
こうやって考えをアウトプットして整理できるのも、識字のお陰なん
ですね。 



📝  毎年9月8日は「国際識字デー」📝  
 
1965年にユネスコが宣言した国際デーで、この日は識字の重要性を
考えるイベントが世界各地で行われます。  
 
 - - -  
 
学生時代ほど文字を書く機会はなくなっていますが、思考をまとめた
りするにはやはり今でも自由にノートやホワイトボードに手で書くの
が一番。 写真は前に本を読んだときのメモです。相変わらず汚い字
ですが恥を覚悟でさらします＼(^-^)／自分の子供には書道を習わせ
ます＼(^-^)／文字が書けるって素晴らしい＼(^-^)／ 



毎年9月8日は「国際識字デー」。 
 
文字を書いたり読んだりする。もう当たり前のことに感じるけど、世
界には文字を習うことのできない人が沢山いる。 
日本でも識字率は100%ではないようだ。 
 
写真は、娘が書いてくれた手紙。日本語としては完璧じゃないけど、
言いたいことが伝わってる点では、文字でのコミュニケーションは成
功！ 
 
自分も文字を覚える時は、こんなに楽しそうだっただろうか。 



毎年9月8日は「国際識字デー」 
 
赤ちゃん先生を通してのご縁で初めて知りました。日本では当たり前
に読み書きしているけれど、改めてそのありがたさを感じる機会をい
ただきました。 
 
もうすぐ4歳になるうちの息子も言葉と文字とで気持ちを伝えてくれ
ます。そういう価値を世界中の方に広まりますように、参加させても
らいました。 



☀毎年9月8日は「国際識字デー」☀ 
 
1965年、ユネスコは9/8を”識字の重要性を考える日”と宣
言し、世界各地でイベントが行われます🌸 
読み書きできることは、私たちには当たり前だけど、世
界にはそうでない人たちもいます。そのありがたさを感
じるとともに、この状況を少しでも良くできたらいいな
と思います🍀 



🌸  9月8日は「国際識字デー」🌸  
 
＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊  
 
誰かに何かを伝える時、言葉を使う、文字を使う。当た
り前のことなのだけど、世界には当たり前ではない人た
ちもいる。 言葉を使えることがありがたいことだって思
うと、言葉を誰かを幸せにするために大切に使いたいっ
て思いますね！  
今日はもう終わってしまうけど、明日もみんなにとって
素晴らしい1日になりますように✨ 



まず、  
①識字とは？  
ー文字の読み書きができること(広辞苑参照)  
 
②「国際識字デー」とは？  
－1965年にユネスコが宣言した国際デー。 識字の重要性
を考えるイベントが世界各地で行われる日。だそうです。  
 
今回のことをきっかけに識字について少し調べて、 
少し考えて、  
私はこの写真を選びました。  
 
書き置き手紙。  
 
かわいい便箋で何枚にも書かれているお手紙も嬉しいです
が、 お弁当や小包に入っている一言メッセージや、 家に
帰ってくると机に置いてある伝言メモはなんだかほっこり
した気持ちになれます。  
 
字が読める、字が書ける。  
この率が高いのって、すごいこと。  
大切なことは直接か手紙で、  
まずは伝えたいです。 



毎年9月8日は「国際識字デー」。らしいです。先輩がさ
れている事業を通じて知りました。最近自分の思考を必
ず文章化することにしてますが、便利なもんです。 



【「国際識字デー」って、知っていますか？】 
 
 毎年9月8日は「国際識字デー」。  
私は、友人から聞くまで知りませんでした。  
 
"文字を読み書きできる" って、普通じゃない。  
 
日本の識字率は99%。  
日本の人口は1.27億人なので、つまり、  
100万人以上の人は読み書き力がないということ。  
 
この事実にも驚きです。  
 
PCで文字を打つようになった現代では、文字で伝える想
いの形が、昔とは変わったかもしれません。  
それでも、手書き文字は決して無くならない。 
 
なぜなら、温かいから。  
 
実家にいる時、よくおばあちゃんが書いてくれた置き手
紙。内容はほんと些細なものだけど、これひとつでも
取っておきたいと思えるのが、そのひとつひとつの文字
に込められた温かさなんだと、そう感じる今日この頃。 



■毎年9月8日は「国際識字デー」。 
 
 - - -  
 
言葉にはとても力があります。  
でも喋るだけじゃ伝わらないこともある。  
伝えたつもりで、伝わっていないこともある。  
特に ありがとう  
ごめんなさい  
感謝します  
愛してる  
は、  
面と向かって  
なかなか言えない。  
言いづらいから言わないんじゃなくて  
手紙とかで書いて渡してもらえると  
とっても嬉しい。  
そして一生大事にできる。  
 
識字はコミュニケーションの幅を  
とっても広げてくれると思います。  
字はその人となりを表すっても言うしね。  
手紙があることで  
いつでも、その時の感情に  
戻ることができると思います。  
 
識字って大事な技術だよなぁ。  
一人でも多くの方が  
当たり前に書ける世の中になりますように。 
 



毎年9月8日は「国際識字デー」。 
 
 #writeyourwords わたしのおじいちゃんは達筆で、毎
年届く文字と絵を直筆で書いた年賀状や手紙は、わた
しの自慢です。文字から伝わる優しさや想いが嬉しく
て、おじいちゃんが宛名を書いてくれたお年玉の袋ま
でいつも捨てられませんでした。笑 今はもうおじい
ちゃんは字を書けなくなってしまったけど、たくさん
わたしたちに愛を注いでくれたおじいちゃんに今度は
わたしたちから大好きな気持ちを届けたいと思って、
みんなで筆をとりました。 
 
 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊  
 
読めること。書けること。当たり前に思ってしまって
いたけど、本を与えてもらって、教育を受けさせても
らえたからこそできることなのですね。 識字の能力は、
人の可能性を広げると言います。わたしは、人に想い
を届ける選択肢も増やせるものだと思っています。1
人でも多くの人が、読み書きできる世界になりますよ
うに！！ 



【国際識字Dayによせて】 
 
毎年9月8日は「国際識字デー」。 
 
僕たちは当たり前に字を読むことができる。
でもいつから読むことができるようになっ
たのだろう。 
 
うちの娘はいつの間にか、ひらがな 
カタカナを読めるようになっていた気がす
る。きちんと教えたことはほとんどない。
「れいちゃん」という自分の名前だけは、2
歳になった頃から認識できていたけれど、
それも何故だかわからない。本格的に彼女
が文字を読んだり書いたりする頃には、僕
の目が見えなくなってしまい、一緒に学ぶ
ことができなくなった。そんな中、彼女は
いつのまにかひらがなとカタカナをマス
ターしてしまったのだ。練習帳とかは楽し
そうにやっていたけれど。 
 
さて、そんな彼女は1通の手紙を書いた。そ
して素敵なお返事をもらった。いきさつは
こうだ。 
 
娘と2人で都内に遊びに行った帰り道、高速
バスに乗る前に八重洲地下街にある「どん
ぐり共和国」に立ち寄った。ジブリが大好
きな当時5歳の娘のために、なにかプレゼン
トを購入しようと思ったからだ。そしてそ
こで彼女は光る飛行石のペンダントを見つ
け、これが欲しいと言った。バスに乗り、
早速パッケージから取り出して「バルス」
と言うと不穏な感じに光り始めるそれで遊
び始めたのだけれど、しばらくすると光ら
なくなってしまった。電池がなくなったの
だろうと思い、家に帰ってから交換をした
のだが、やはり光らない。次の日、お店に
電話をかけると初期不良かも知れないので
交換してくれることになった。 
 
僕は娘に「お店の人にお手紙を書いてみた
ら？」と水を向けた。彼女は嬉しそうに頷
いてたのしそうに書き始めた。僕にはそれ
を読むことはできないけれど、封をしてそ
の手紙とともに飛行石をお店に送った。 
 
何日もしないうちに新しい飛行石と共に、
心がこもった返事の手紙が彼女に届いた。
彼女はそれを声に出しながら、文字通り一
文字一文字大切に読んだ。 
 
字を書くことは読むことから始まる。読む
ことは話すことから始まる。彼女は絵本を
読んでもらうことが好きでで、4歳になるま
では1日3冊は読み聞かせていた。もしかし
たら、それで文字を覚えてしまったのかも
知れないなと今思った。 
 



【9/8は国際識字デー】 
 
実家にていろいろいろいろ断捨離中。 
そんな折り、学生時代の絵葉書がたくさん
出てきた。旅先の海外から送りあってた
なー。 
 
当時の思い出が一気に蘇り、断捨離が全く
進まないあるあるに。。。 
SNS全盛の時代で離れた距離でもコミュニ
ケーションなんかはすごく気軽に出来るよ
うになったけど、最後に残るのは、残した
いのはこういったものなんだろうなぁ。 
 
普段意識しづらい、識字という文字が読み
書きできる力。少し焦点を当ててみる。 



九州の祖父の死後、写真を整理していたら
偶然見つかった、自ら書いたとみられる自
身の戦争の記録。戦時中の写真もアルバム
にまとめられ、細かくキャプションが書か
れて整理されていた。まるで自分の歴史を
遺しておきたかったように。 
 
山口・上関の貧しい漁村に生まれ、小卒で
奉公に出され、働きながら字を覚えたとい
う祖父。 
 
出兵して満州で戦後を迎え、シベリアに抑
留された祖父は、帰国後は出兵前から働い
ていた北九州の働き先だった祖母の父に働
きぶりを認められて祖母と結婚。生まれた
父にも壮絶な体験からか、戦時中やシベリ
アでのことを多く語らず、極度の貧困体験
からか、白米はいつでも炊飯器に入れてお
けと祖母に言い聞かせ、私が生まれてから
も、体を壊してもなお、いつも酒を飲んで
いた。 
 
一度だけ自分がまだ小学生になる前くらい
のときに、中国人と戦った話をしてくれた。
「槍はなぁ、刺したらすぐ抜かないけんの
ぞ。肉が閉まって抜けんようになるけ」。 
 
多くを語らないまま亡くなった祖父。自分
の体験だけは、苦労しながら学んだ字にし
て伝えたかったんですね。家族一同、初め
て知ることも多くありました。 



今日９月８日は国際識字デー。 
アフリカをはじめ、 

世界中の子どもたちが識字できるようになれば 
必ず、世界はかわる。 



毎年9/8は#国際識字デー 
文字が読めて、漫画が読めるのはすごく幸運だなーと。 

そんな思いを込めて、 
【願う】HUNTER×HUNTER連載再開【叶え】 





識字ができると、世界が広がる 
 
子どもの時に文字の読み書きが出来るようになると、 
多くのことが学べるようになります。 
多くのことを学んだ後は、いろいろな仕事をすることが出来ます。 
世界のどこにいようとも、自分らしい人生を生きる。 
イッポラボは、そんな世界を作ることに貢献します。 



イッポラボ合同会社 
http://www.ippolab.co.jp 


