
Let’s Talk about Organ Donors  

Kitago Junior High School 

Honoka Ogawa 

“2 %” Can you guess what this number is about? This is the percentage of people 

who can get organ transplants in Japan in a year. I think that number is too low. 

“Do you agree to have your organs used?” I talked about it in my moral education 

class.  About fourteen thousand people are waiting for a donor in Japan. But only about 

four hundred people will get them. One reason is that there are overwhelmingly less 

donors than in other countries. Organ transplanting is not popular and people are not 

interested in talking about it. We can be donors when we become brain dead or our hearts 

stop. To become a donor, we must declare it before our deaths or with our families’ 

consent. 

If you are asked if you would offer your organs, what would you say? I want to say 

“Yes.” One donor can give eleven organs. I want to save as many people as I can. I think 

that it’s a great thing to save someone after we die.  

People who do not want to donate also cannot say what will happen in the future. 

What if a family member or friend needed a transplant? Would that change their mind? 

We should think about organ transplants from a different point of view. 

If you needed a transplant, would you take an organ? I would say “Yes” because I 

want to live longer. When we think from a different point of view, it could change how we 

feel or think. I will find the courage to talk about it with my family. I want everyone to be 

interested in organ transplanting, so we can save as many people as possible. 

Thank you for listening. 

 

 

 



臓器提供について話しましょう 
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「２％」この数字は何を表しているか分かりますか？これは、１年間に日本で臓器移植を受け

ることができる人の割合です。私は、この割合をとても少ないと思います。 

「臓器提供をするか、しないか」道徳の授業で話し合いました。日本では約１万４０００人の

人たちが臓器移植を待っています。でも、４００人ぐらいの人しか移植を受けられません。その

理由の１つは、ドナーといわれる臓器提供者が他国に比べて圧倒的に少ないことです。「臓器提供」

についてあまり知られていないか、関心をもっている人が少ないからのようです。ドナーには脳

死後、あるいは心停止後になることができます。ドナーになるためには、生前に書面での臓器提

供をする意思表示か、家族の承諾が必要です。 

あなたが、臓器提供をするか聞かれたら何と答えますか。私は、「臓器提供をする」と答えたい

と思います。１人のドナーは、最大で１１人に臓器を提供することができます。私は、臓器提供

を待っている人の命を少しでも多く救いたいと思うからです。人が亡くなった後でも、人を救う

ことができるのは、すごいことだと思うからです。 

「臓器提供をしない」と思っている人でも、将来、何が起こるかわかりません。自分の家族や

友人が臓器提供を必要としたら、どうでしょうか。考えが変わるかもしれません。臓器移植につ

いて、別の視点から考えるべきだと思います。  

もしも、あなたが臓器移植を必要となった場合、あなたは臓器提供を望みますか。私は少しで

も長く生きたいので、「望む」と思います。別の立場から考えると、私たちは感じ方や考え方が変

わるかもしれません。私は、勇気を出して家族と「臓器提供」について話をしたいと思います。

多くの人に「臓器提供」について関心をもってほしいと思います。１人でも多くの方の命を救う

ために。 

 


