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わたしたちは、このような希望によって救われているのです。見えるものに対する希望は希望では
ありません。現に見ているものをだれが望むでしょうか。わたしたちは、目に見えないものを望ん
でいるなら、忍耐して待ち望むのです。（ローマの信徒への手紙８章24～25節）

《はじめに》昨年来の世界中を席巻した金融大恐慌の激動の下で暗い
出来事ばかり多い状況の中で、一番感動的な事柄の一つはやはり昨秋11
月４日のバラク・フセイン・オバマ氏の米国大統領当選の勝利演説の瞬
間だったと思います。11月６日の朝日新聞は現地記者の署名入りで次の
ように報じています。
「無数のアフリカ系（黒人）アメリカ系有権者が泣いた。・・・アラ
バマ州バーミングハムでは、公民権博物館で、女性牧師のグエン・ウェ
ブさん（59）が号泣していた。『私たちがしたこと、私たちの人生は無
駄じゃなかった』。公民権運動が高まりを見せていた63年、14歳だった
ウェブさんは公民権運動の指導者、故マーチン・ルーサー・キング牧師
の呼びかけに応えて学校を抜け、仲間とデモ行進をした。警察犬や放水
にけ散らされ、彼女を含めた未成年数千人が逮捕され家畜小屋に留置さ

梶原　壽
（日本M・L・キング研究会幹事）

「大胆に希望する」

卒 業 礼 拝 　 奨 励�
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れた。・・・＜私には夢がある・・・＞　同じ年、キング牧師がワシントン大行進で語った演説を
思い返しながら、ウェブさんは思う。『キング牧師は夢を持ち続けた。そしてオバマ氏は、夢その
ものになった』。・・・」（シカゴ＝真鍋弘樹）
この新聞記事で記者は女性牧師のウェブさんが＜号泣していた＞と書いていますが、長年アフリ
カ系アメリカ人の歴史研究に携わってきた私にとって、これは彼らの思いを最も適切に言い表した
言葉であったと感じています。実はキング牧師の父親が晩年に書いた『ダディ・キング』（Daddy
King）という自叙伝がありますが、その中にこういう一節があります。「われわれ黒人が生きてい
たアメリカ南部のあらゆる領域に存在した大きな挫折感は、われわれがかくあるべきだと思う世界
は、われわれがその一部だけでも見ることができるような形では、この時間の中では現れることは
あるまいという感情から起こっていた」（p.102）。このような挫折感の中で生きて来たアフリカ系
アメリカ人にとって、彼らの代表であるオバマ氏の大統領当選という出来事はまさに＜奇跡＞以外
の何ものでもなかったのであります。
そしてこの感想は私自身にとっても全く同様でした。私もあの大統領当選の結果発表日、最後の
瞬間まで「もしかすると共和党のマケイン氏当選という逆転現象が起こるのではないか」という不
安な思いを払拭することができませんでした。実は私が名古屋学院大学の宗教学担当の教員になっ
たのが1968年４月のことでした。その時私は授業のテキストにキング牧師の最初の著作『自由への
大いなる歩み』（岩波新書）というモンゴメリー・バス・ボイコット運動のことを書いた本を指定
して、準備をしていました。ところが授業開始の直前に舞い込んで来たのが、「テネシー州メンフ
ィスでキング牧師暗殺さる」という驚愕的ニュースでした。その時以来、私は自分の研究対象をア
メリカ黒人の公民権運動とキング牧師の信仰と思想に焦点を絞って、今日まで40年間の年月を過ご
してまいりました。
しかし考えてみますと、この40年間はまさに失望と挫折、虚無感の連続であったように思います。
1968年４月４日にキング牧師の暗殺。翌1969年６月、次期大統領候補として有力視されていたロバ
ート・ケネディ上院議員の暗殺。また同年、キングの実弟アルフレッド・ダニエルの不審死。さら
に数年後の1974年、実母のアルバータ・ウィリアムズ・キングの礼拝中の黒人青年による暗殺。そ
の間の米国のベトナム戦争介入の泥沼化と敗退。米国社会の急激な保守化。ニクソン、レーガン、
ブッシュ大統領へと連なる米国絶対主義と単独行動主義。そして遂に昨年来の世界大の金融大恐慌。
アメリカにおけるキング研究の権威デイビッド・ガロウは、キングの晩年の精神状況を＜絶望の疲
労＞（fatigue of despair）と特徴づけていますが、この40年間はまさに世界にとっての＜絶望の疲
労＞の時期ではなかったかと思います。
そうした絶望の疲労の谷間で、昨秋バラク・オバマ氏が＜夢＝希望そのもの＞となったのであり
ます。私は今日、学窓を去って新しく社会に出て行く皆さんに、このオバマ氏の＜希望の源泉＞を
紹介することによって、心からの＜贈り物＞（gift）としたいと思います。
《大胆に希望する》一般によく知られているように、オバマ氏がその名を全米に知られるように
なったのは、2004年７月に行われたボストンでの民主党全国大会における基調講演＜大いなる希
望＞（The Audacity of Hope）であります。そしてそれは後に彼が出版した自伝的著作の一つ『合
衆国再生――大いなる希望を抱いて』（ダイヤモンド社）の原題ともなりました。この英語の
audacityという言葉は、単なる＜大いなる・・・＞というよりは＜大胆に・・・＞という訳語の方
が適切な意味を持っていると思います。実は、この題はオバマ氏が1988年にボストンのハーバード
大学法学大学院に入学するために、入学することになった最後の日曜日に、それまで指導を受けて
いたトリニティー合同キリスト教会のジェレミア・ライト牧師の説教＜大胆に希望する＞
（Audacity to Hope）に感動して涙したことがきっかけでつけた題だということであります。その
ことはオバマ氏自身が著作『マイ・ドリーム――バラク・オバマ自伝』（ダイヤモンド社）の中で
次のように書いています。「聖歌隊が歌を歌い始め、参加者たちが、ライト牧師に呼ばれて祭壇へ
向かう人々に拍手を贈っている姿を見て、私は手の甲に何かが触れるのを感じた。私の隣に座って
いる二人の子どものうち、お兄さんのほうが、心配そうに私を見て、ポケットティッシュを渡して
くれた。・・・その男の子に『ありがとう』と言うまで、私は自分の頬に涙が流れているのに気付
かなかった」（364頁）。
《ライト牧師の説教》それではライト牧師の説教とは、どのようなものだったでしょうか。ライ
ト牧師は自分のかつての恩師Ｆ・Ｇ・サンプソン博士がある講義で紹介された一枚の絵の話から始
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めています。それは19世紀の英国の画家ジョージ・フレデリッ
ク・ワッツの＜希望＞（Hope）と題する絵であります。その絵に
は一人の女性が地球（世界）の上に座ってハープを奏でている姿
が描かれています。遠くから見ると、世界のすべての人が彼女の
妙なる音楽に合わせて歓喜の踊りを踊っているかのような雰囲気
が醸し出されています。しかし近づいてじっとよく見ると、彼女
が身に纏っているのは襤褸（ぼろ）であります。頭には包帯が巻
かれており、目隠しされています。そして包帯の間からは血が滲
みだしています。彼女の顔と腕と脚には無数の切り傷がはっきりと見えます。さらによく見るとハ
ープの弦はたった一本残っているだけで、他は全部引きちぎられています。彼女はまるで広島か長
崎の惨劇をくぐり抜けて来たかのようであります。
いったいワッツはなぜこの絵に＜希望＞などいう題をつけたのだろうか。サンプソン博士は不思
議に思います。しかしさしあたって次のように考えます。、多分この絵は一見＜力の幻想＞
（illusion）に浮かれているように見えるわれわれの世界も、本当は＜痛みの現実＞（reality of pain）
に打ちひしがれている。そんなことを考えます。そしてさらに深く思考して、ここには目に見える
人生の＜水平的次元＞（horizontal dimension）と目に見えない＜垂直的次元＞（vertical dimension）
が描かれているのではないかと考察します。すなわち、この女性の目に見える現実は悲惨そのもの
であるが、それでもなお彼女はたった一本の弦に一切を託して天に向かって美しい音楽を奏でてい
る。これこそまさに人間を最後に生かす人生の＜垂直的次元＞なのではないかと。
そして、サンプソン博士から得たこの視点をライト牧師は、旧約聖書サムエル記上第一章の＜ハ
ンナの祈り＞の物語と結びつけて、不妊の女ハンナは、不妊のゆえに正妻としての権利と夫エルカ
ナの深い愛情にもかかわらず、もう一人の妻（当時の慣習でエルカナには二人の妻があった）ペニ
ナの蔑みの苦痛に耐えて、最後まで主なる神への信仰を失わず、最後に祝福の男子サムエルの誕生
という祝福を受けた物語を紹介し、さらに自分たち黒人の置かれた絶望的状況の中でもなお＜大胆
に希望する＞勇気を持とうと、聴衆に勧めました。「私の子供の頃、祖母はよくこんな歌を歌って
くれた。『どこかに必ず明るい面がある。必ず明るい面がある。だからそれを見出すまでは立ち止
まってはいけない。どこかに必ず明るい面があるのだから』（There is a bright side somewhere.
There is a bright side somewhere. Don’t rest until you find it, for there is a bright side somewhere.）
また私の父と母もよくこんな歌を歌ってくれたものだ。『ありがとう、イエスさま。ありがとう、
イエスさま。ありがとう、イエスさま。ありがとう、主よ』（Thank you Jesus. I thank you Jesus. I
thank you Jesus. I thank you Lord.）。彼らはいつでもこの歌を歌っていた。お金がない時でも、食
べ物がない時でも、いつでもこの歌を歌っていた。私は不思議に思ったものだ。なぜお金がないの
に、食べ物がないのに、神さまに感謝するのかと。しかしあれから35年経って、彼らが人生の＜垂
直的次元＞を見つめていたことの意義が、今はよく分かる。だから皆さんも、「大胆に希望してい
こう。希望がわれわれを救うのだから」。
《むすび》使徒パウロも言っています。「わたしたちは、この希望によって救われているので

す。・・・わたしたちは、目に見えないものを望んでいるなら、忍耐して待ち望むのです」と。ど
うか皆さんも、人生の水平的次元だけに目を止めていないで、垂直的次元にしっかりと目を止め
て、＜大胆に希望しながら＞これからの人生を生きていきましょう。皆さんの上に神の豊かな御祝
福をお祈りいたします。

今日という日を迎えられたことを心より嬉しく思っています。しかし、出来ることならばもう少
しだけこの場所に留まりたいという気持ちがあるのも正直なところです。そう思ってしまう程、恵

日本語日本文化学科　武子　真弓

卒 業 生 感 話�
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泉で過ごした日々は居心地が良く、楽しいものでした。
話を始める前に、皆さんに一通の手紙を紹介したいと思います。
「恵泉女学園を知るきっかけは、進路担当の先生が勧めてくれたことでした。私自身、検討し
ていた大学の中で一番印象深く、気になる学校でした。なぜならば、学校案内のパンフレット
の最初のページの詩に感動したからです。
『間違えずに近道を行くことが幸せだと思った。自分の時間、自分の夢、自分が感じることの
すべてが愛しい。近道じゃなくても、いっぱい転んでも、太っ腹の未来は、私のゴールを用意
してきっと待っていてくれる。そう思える恵泉の日々』
この詩は学生が書いたものでしょうか？もし学生が書いたものだとしたら、この学校は、たく
さんの可能性のある楽しい所なのだろうと好奇心が刺激され、その後パンフレットの内容を読
んで志望しました。
進路決定にあたり、一度は就職も考えましたが、自分が何をやりたいのかが、はっきりしませ
んでした。高校時代に感じた、学ぶことの楽しさを続けたいと思い、進学することを決めまし
た。恵泉女学園でなら『本当にやりたいこと』が見つけられるのではないかと思っています。
もし入学が許可されたなら、第一に勉強を頑張りたいです。その上で自分の長所である前記し
た事を伸ばすために、日々の生活の中で、誰かの為、何よりも自分の為に色々と挑戦していき
たいと思います。」
とても率直で、幼い文章ですね。それもそのはず、これは手紙ではなく４年前の私が受験をした
時に書いた志望動機の一部なのです。こんな志望動機でよく入学を許してくれたものだ。なんて心
の広い人たちだと感激したことは今でも覚えています。死ぬほど恥ずかしい文章ですが、ここに書
いたことの全てを、いいえ、それ以上に魅力のある財産を私は４年間で得ることができました。
一つ目の財産は「本当にやりたいこと」、教師になるという夢を持てたことです。中学での不登
校に高校中退という決して明るくない道を歩んできた私は、「学校ってなんだ？」という、どちら
かと言えば否定的な疑問を抱えていました。その疑問を晴らしたいという好奇心から、教職課程で
学び始めました。講義で聴くことは何もかもが新鮮でとても勉強になりましたが、中学校での参観
実習、特別支援学校でのボランティア活動、そして教育実習と生徒と実際に触れ合って過ごす時間
が増えれば増えるほどに、自分自身が一つまたひとつと大きく成長していたことに気が付きました。
自分が子どもたちに教えていたはずが、いつの間にか子どもたちに教えられていたのです。教育と
は、生徒と教師が共に学び育むことだと身を持って知ることができた時、私は教師という職業に魅
了されてしまったのです。目標とした中学校の先生からは逸れてしまいますが、４月から私は小学
校の補助教員として働きます。夢を実現する力まで、恵泉は与えてくれました。
二つ目の財産は「誰かの為、自分の為に挑戦する」ことが出来たことです。オープンキャンパス
実行委員に始まり、新入生フェロシップでの手伝い。卒業アルバム委員会に卒業リトリート実行委
員など、断れない性格のせいなのか、はたまた、食べ物を与えれば釣れると知られていたせいなの
か、何かしらの行事がある度に先生方からお声をかけて頂きました。以前は、来るもの拒まず去る
もの追わず…どちらかと言えば狭い世界・人間関係の中で生きていました。しかし、今では全ての
学科に友人を持つことができました。新たな友人が出来ることで、世界は格段と広がり、可能性は
無限に現れるということに気が付きました。この「人との出会い」こそ、三つ目の財産であり、最
も自慢できることだと思っています。
誰かが悩んでいる時は、必ず助け合ってきた教職課程での仲間たち。13人全員で卒論を書き上げ
たゼミの仲間たち。嬉しい話も、悲しい話も、必ず私本人よりも先に泣き出しながら相談に乗って
くださった先生方。この素晴らしい人々に支えられたからこそ、今の私があります。

卒業というゴールと共に、社会人になるという新たなスタート
を迎えた今、不安が全くないと言えば嘘になります。しかし、4年
前のように「自分に何が出来るのだろう？」という迷いはありま
せん。だからと言って、自分に自信があるわけでもありません。
だけど、この恵泉で出会った人達のことは信じることが出来ます。
なので、困った時、悩んだ時、どうしていいか解らなくなった時
は、ここに、恵泉に戻って来ようと思います。こんなふうに思っ
ているだけで、不思議と社会に出ることが怖いと感じることはあ

4
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りません。これこそが、信じる力というものなのでしょう。
恵泉での４年間。礼拝に参加した数は両手で数えて十分に足りてしまう程でしたが、最後は真剣
に祈りたいと思います。
「求めなさい。そうすれば、与えられる。探しなさい。そうすれば、見つかる。門をたたきなさい。
そうすれば、開かれる。だれでも、求める者は受け、探す者は見つけ、門をたたく者には開かれる。」
確かに、私は与えていただきました。夢を。私は見つけることができました。信頼できる人々を。
開いていただきました。恵泉という太っ腹な居場所の門を。
この言葉と恵泉という場所を信じ、私はこれからも生きていこうと思います。どうか、私の信じ
る人々が、恵泉が、変らずに在り続けますように願っています。
長い間、本当にありがとうございました。そして、これからも、変わることなく宜しくお願いい
たします。

本日は、卒業礼拝でお話をする機会を与えられましたことを深く感謝いたします。私が導かれて
恵泉に入学し、明日卒業していくことに、見えない大きな力が働いていることを感じています。
４年前に、恵泉に入学しました頃は、戸惑いの連続でした。最も戸惑ったことは、聖書に触れた
ことでした。生まれてから19年間、キリスト教というものに関わったことのなかった私は、キリス
ト教概論の授業を受けて大きな戸惑いを感じました。しばらくして、チャペルの礼拝にも出席して
いる自分自身の姿に、我ながら驚き、大変不思議な気持ちになりました。第２の戸惑いは園芸の授
業でした。毎週長靴と麦わら帽子を身につけ畑を耕し、野菜を育てていることに戸惑いや驚きを隠
しきれなかったのです。しかし次第に、土で野菜を育てることに慣れてきて、楽しみを見出すよう
になりました。園芸では、手間を惜しまず育てればそれに応えてくれる野菜に愛着がわき、普段何
気なく食べているものに自然と目が向くようになりました。１年生の春休みに英語現地実習で訪れ
たカリフォルニア大学デイビス校では、思うように言葉が通じず、自分の無力さを痛感しましたが、
友人やホストファミリーの親切で優しい言葉や心遣いに支えられ乗り越えることができました。野
菜が育っていく園芸やキリスト教の学びを通じて、目に見えるものではなく、見えないものが大切
なことではないかと感じるようになりました。
２年生になるとゼミやオープンキャンパス委員会に属しました。そしてパイプオルガンを始めま
した。
ゼミでは児童英語教育の実践で、稲城市立の小学校を訪問して英語活動を行いました。その時初
めて指導する者の立場に立ったことで、教育の大切さや難しさ、そして指導者の責任の重さなどを
知る貴重な体験をすることができました。放課後や休日に学校で、先生や友達と一緒に授業のリハ
ーサルをしたことは今でもよく覚えています。あの時支えてくださった先生やゼミの仲間達には感
謝の気持ちでいっぱいです。
そして、委員会活動ではオープンキャンパス委員という、大学公開日に足を運ばれた来場者の方
に恵泉という大学を案内するキャンパスアテンダントとして様々な経験をさせていただきました。
他学科の学生や教職員の方々と知り合い一緒にお仕事ができたこと、また来場者の方々とお話する
機会を持てたことは私にとって、多くの人々の様々な価値観に触れると同時に良い刺激を頂くチャ
ンスとなりました。
また、パイプオルガンは１年生の頃に出席したチャペルの礼拝で奏でられる美しい音色に魅了さ
れたことがきっかけとなりました。レッスンを受けたいと思いました。そのご指導をしてくださる
関本恵美子先生は、オルガンの魅力を知る機会をレッスン以外でも沢山与えてくださいました。中
でも３年生の夏に参加した短期フィールドスタディでドイツとオランダを訪れたことは生涯忘れら
れない貴重な体験となりました。恵泉のチャペルのパイプオルガンを造ったオランダのライル兄弟
オルガン製作所を訪れた際には、製作所の方々が笑顔で親切に出迎えてくださり、工房内を丁寧に
案内してくださいました。職人さんのオルガンへ対する誠実さと熱意を感じるとともに、私達を優
しく迎えてくださる心の暖かさに触れました。また、ステッフ・タンストラ先生のオルガン案内で
は、300年近くも歴史を持つパイプオルガンを弾くことができ、先生の素晴らしい即興演奏も聴く
ことが出来ました。このドイツとオランダを訪れた短期フィールドスタディによって、オルガンが

英語コミュニケーション学科　岡本　ルミ
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ヨーロッパの人達の生活の中でいかに身近な存在で馴染みのある楽器であるかということに気づき
ました。さらに、パイプオルガンという楽器の奏でる音楽の背景には、ヨーロッパの精神文化、キ
リスト教が根強いことを知りました。このフィールドスタディを終えて日本に戻りますと、恵泉の
パイプオルガンの素晴らしさを改めて実感できました。この他にも大学の礼拝時の時の奏楽やクリ
スマス礼拝、おさらい会など、多くの発表や学びの場に恵まれ本当に幸せでした。数え切れないほ
どの貴重な機会を与えてくださった関本先生、そして教職員の方々へこの場をおかりして感謝の気
持ちを述べさせていただきます。
そして最後に、大学生の集大成でもある卒業論文では、今まで経験してきた園芸やパイプオルガ
ン、英語現地実習でのことを振り返った時、改めて私は東洋人であり、１人の日本人であることを
問い直しました。西欧文化に大きな影響を受け、パイプオルガンの音色に深く魅了されながらも、
私は、日本人の感性や心や精神性はなんだろうか、どのように形成されたのかと疑問に感じました。
このような問題意識から、日本人の精神性と音処理機構について考察してみようと思いました。膨
大な資料の中から自分の知りたいことを探したり、考えをまとめたりするのは大変でしたが、いつ
も穏やかで親切にご指導してくださった網野ゆき子先生のおかげで無事に納得のいく卒業論文を書
き上げることができました。
これまでの４年間を振り返り、本当に恵まれた学生生活を送れたこと、そしてやはり、自分は１
人で生きているのではなく、周りの人たちと見えない大きな力によって支えられ生かされているの
だと思いました。これから社会に出ても、自分のおかれた環境や周りの人たちへ感謝の気持ちを持
つこと、そして思いやりを忘れずに生きていこうと思います。

恵泉に入学して私は世界を見るようになりました。恵泉で学ぶまでは世界はとても遠くてもし海
外に行っても旅行で遊びに行くぐらいだと思っていたのですが、恵泉に入学し留学生と関わったり、
実際現場で仕事をしている人の話を聞いて世界は遠くにあるのではなく、身近に存在している当た
り前のものであると気づき、考えるようになりました。
大学２年の春、恵泉のタイ国際ワークキャンプに参加しタイに魅了され、その年の夏、自分の目
でタイを見てみようとタイを旅行し、３年の春に再び今度はタイ国際ワークキャンプのスタッフと
してタイに行きました。１度目より、２度目、２度目より３度目とタイにますます惹かれ、４年の
後半に大学のプログラムでチェンマイのパヤップ大学に留学してきました。
今まで留学を考えたこともなかったので留学が決まった時、嬉しいと同時に不安も大きかったで
す。今まで海外と関わることは自分と関係ないと思っていたので英語をまじめに勉強せず、まった
く話せない。タイ語も簡単な会話しか出来ない。言いたい事が言えない・説明できない為、日常生
活の中での意思伝達が難しく笑ってごまかすことが多かったです。それでも徐々に単語と文法を覚
え、ジェスチャーだけでなく言葉でも考えていることを伝えることができるようになり、空き時間
を利用して市場や町に遊びに出かけたり旅行したりしました。私が交換留学で行ったパヤップ大学
はインターナショナルの大学で日本のほかにもアメリカ、カナダ、中国、韓国、スウェーデン、イ
ランなどさまざまな国から勉強に来ている人がいます。最初留学生が住む寮に住んでいたのでそれ
らの人達と毎日関わりあい、それぞれの国の話を聞いて少し身近に感じました。名前だけしか知ら
なかった国や怖いイメージがある国の人も笑顔で挨拶して話しかけてくれ、岩村太郎先生がある日
の授業中に「皆が友達だったら戦争は起こらない。誰も友達を傷つけようとはしない」と言ったこ
とを思い出しました。
ワークキャンプに参加したときは「自分に何が出来るんだろう、自分は何をしたらいいのだろう」
と思っていたのですが、タイに留学に来て今出来ることしたいこととを一生懸命行い、そこから考
えて見つけて行ったらいいのかな、と思います。ゆっくりした時間が流れている国なので、ゆっく
り考えても逃げることはありません。４月から仕事が始まり今までの生活と一転する生活が始まり
ますが、今までの学びを糧に一生懸命働こうと思います。仕事が始まると簡単にタイには行けない
と思いますが、少し時間がとれたら遊びに行きたいと思います。大学時代は何だった？ときかれた
ら「タイです」と答えるぐらい私には大きな出会いでした。世界は広くて近い。その中で自分はと
てもちっぽけな存在だけど、世界と関わることが出来る。今まで日本を名前しか知らなかった人に

文化学科　坂田　栄理子
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私を通して「日本」という国を知ってもらい、逆に私も日本のことを考え、また、関わっている人
を通してその人の国や文化と接し、今まで知らなかったことを知ることが出来る。毎日の異文化コ
ミュニケーションの中で物事に対する見方、考え方が大分変わってきた気がします。それはこの留
学中に手に入れた目には見えない私の財産です。また、ワークキャンプの友達、留学中に新しく出
来た友達、クラスメイト、タイで出会った日本人の友達も、留学で得た大切な宝物です。
最後に、留学中不安に思ったり悩んだりした時に読んだ「Ｒ．ニーバーの祈り」を紹介します。
「―R.ニーバーの祈り
―神様、変えることのできないものについては、それを受け入れるだけの落ち着きを私達に与
えてください。
変えるべきことについては、それを変えるための勇気を私達に与えてください。
そして、何が変えるべきであり、何が変えられないことなのか、その二つを区別するだけの勇
気を私達にください。」
「タイ」という出会いをくれた大学と関わってきた先生方、友人、家族、すべての人に感謝します。

恵泉女学園大学に合格して、パルテノン多摩で行われたあの入学式から４年が経ちました。泊ま
り込みで行ったフェロシップや必修科目に追われていた１年生の頃、高校とは違い自分で決めてい
く選択科目、個性豊かな先生方から教わる刺激的な授業、また、就職活動に焦りを感じていた日々
や卒業論文に追われていた頃。気がつけば、明日、卒業式を迎えます。私にとっても、みんなにと
っても、色々あった４年間だったと思います。思い返してみてください。楽しかったですか？大変
でしたか？たくさん勉強しましたか？たくさん遊びましたか？　懐かしい思い出や、辛かったこと
や、時には時間に追われていたり、くじけそうになった時など、色々あったあっと言う間の４年間
でした。
振り返ってみると、どの出来事も思い出もすべての経験が今の私をつくっていると思います。出
会った人、学んだこと、経験したこと、頑張ったことや悔しかったこと、楽しかったことなど、全
て忘れずにいたいです。この、恵泉女学園大学で培われた全てを大切にしたいです。
私自身が特に印象的だったことをいくつか振り返ってみます。
一年生の必修科目に「園芸」がありました。朝早く、長靴をはいている女子大生が畑で土を耕し
たり、大きなきゅうりを収穫したり、と不思議な授業でした。はじめ、戸惑った人もいると思いま
す。大学に入って畑で土に触れるとは思わなかったので、私も驚きました。しかし、この授業はと
ても大切で重要だと思います。私たちは、恵泉で学び、「作物」を育てながら、自身の「心」を育
てることができたからです。授業中、サニーレタスだったか、ちんげんさいだったか、何か作物に
水をあげている時、先生がおっしゃった言葉があります。「大きくなれよ」とても心があたたかく
なりました。恵泉ならではの教育が私たちの中に確実に流れていると思います。心を育てて、優し
い気持ちを持つ人に成長させてくれたことに感謝します。
もう一つ印象的なことは、恵泉の特徴である「国際」に関わることです。国際社会や国際協力に
関する授業、また、私が経験したフィールドスタディやタイ国際ワークキャンプ、また、留学生と
の国際交流などを通して、多くのことを経験し学びました。これらの経験から私の考え方、もしく
は人生が変わるきっかけと機会を与えてくれたのも、この恵泉での国際からの学びだとおもいます。
なにかの縁があって国際社会学科に導かれた私は、世界の色々な国へ興味関心がどんどん広がって
いきました。それまで、全く興味がなかった東南アジア地域でしたが、今では大好きになりました。
語学はインドネシア語を学び、タイ語も少し学びました。先生はフレンドリーな方で、勉強しなが
らその国自体を好きになっていきました。また、他国を知ることで、日本をも知るようになりまし
た。様々な国の人との出会いや共に過ごす時間、また、互いに支え合い認め合う関係づくりなど、
これらは、机の上だけでは学ぶことのできない、直接体験し、全身で感じ、受け止め、関わり合う
ことで得ることができた貴重な経験だと思います。
私は、国際社会を学んでいく中で、世界の問題にぶつかり、悩んだ時もありました。目の前の現
状や問題を目の当たりにして、自分には何ができるのか、何もできない、と考え、悩み、悔しさも
覚えましたが、そういう経験をすることが大切であり、まず知ることに意味があると思います。一

7

国際社会学科　平塚　祥子
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人でも多くの人が知ることで一歩一歩問題解決に繋がるのだと。そのように考えるようになったの
は、ある先生の言葉です。それは、「無力と微力のちがい」です。何もしなかったら、何も始まら
ない、けれど、小さな力や小さな努力があれば、積み重なっていつか大きな力になる。無力と微力、
そこには大きなちがいが生じてくるのでしょう。この言葉を理解したとき、私は自分自身でできる
ことを積極的に行動に移していこうと決心がついたように思います。
恵泉には、向き合ってくれる先生、支えてくれる友人がいます。先生方の個性的で刺激的な授業
が私にとってとても面白かったです。そして、本当に親身になって教えてくれ、指導してもらい、
成長させてくれました。私は恵泉が大好きです。先生方とも友人とも本当に楽しい学生生活をおく
りました。先生からもらった言葉や友人から励ましてもらった言葉がたくさんあります。どれも私
にとって大切な言葉です。
恵泉女学園大学での４年間が終わります。しかし、ここが終わりではなく、ここからがスタート
です。これまで、出会った人、学んだこと、得た経験、培った優しい心や感謝の心をこれからも大
切にしていきたいと思います。
そして、いつも共にいて下さる神様に感謝します。これからも、一人ひとりをどうかお守りくだ
さい。それぞれの道に進んでいきますが、いつの日か、互いに成長して再会することができますよ
うに。また、支えて下さった方々に恩返しができますように。
お世話になった先生方、恵泉女学園関係者の皆様、大切な友人のみんな、そして、家族と親せきに
も感謝しています。
ありがとうございました。

卒業礼拝でお話させていただけるということに正直なところ、編入生なのに本当に私でいいのか
という驚きと共に喜びを感じています。私は３年次に編入してきたので、ここ恵泉女学園大学には
２年間しか通うことができませんでした。４年間通いたかったと思うほど、恵泉での大学生活は楽
しいものでした。短大で他の学校を見ているからこそ、恵泉の良さをより感じられるのかもしれま
せん。恵泉は、通学に少しでも空いている下り電車に乗りたいことと、女子大ということが決め手
で選んだ進学先だったので、卒業時にここまで自分の大学に誇りを持てるようになるとは微塵も思
っていませんでした。
２年間を振り返ると本当に素晴らしい出会いに恵まれた大学生活でした。
卒論の指導をしてくださったゼミの荒井英子先生との出会いは、恵泉での生活を大きく左右した
と思えるほど影響力のあるものでした。編入生はゼミの説明を受けることなく、先生方のお顔すら
知らないうちに、編入前に送付されてくる各ゼミ２～３行しか書かれていない説明文を基にゼミ選
択をしなければなりません。心理学を学ぼうと編入した私が、ハンセン病やセクシュアルマイノリ
ティを専門とする英子先生のゼミを選択したことは、セクシュアルマイノリティという言葉を聞い
たことすらなく、辞書を片手にゼミの説明文を読んでいた自分を振り返ると運命だったとしか思え
ません。
英子先生との出会いのおかげで私はハンセン病問題を知り、卒論もハンセン病元患者の方にスポ
ットを当てたものを書きました。３年生の秋、ゼミで学んだハンセン病について理解を深めようと
関連する書籍を読んだ私は、言葉に表わし様のないモヤモヤが心に残り、何日か悩んだ末、英子先
生に「モヤモヤが残ってすっきりしない。」と相談すると、「出会ったのですね。」とお返事をいた
だきました。私はそのお返事の意味が分からず、その後もモヤモヤに悩まされたのですが、今思う
とそれは私の使命ではないかと思えるような、卒業してもなお学
び関わっていきたいと思うほどに熱心に向き合うことができる、
ハンセン病問題という私への「課題」との出会いでした。英子先
生との出会いやハンセン病問題との出会いは大学生活をより充実
させるものになりました。先生のお休みにご自宅にまで押し掛け
て卒論の指導をしていただいたことや、プライベートな相談や他
愛もない話までどんなことも受け止めてお話してくださったこと
も思い出深いです。

8

人間環境学科　風間　ゆか子
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またゼミの仲間も編入生である私を温かく迎え入れてくれ、共に笑ったり、ぎりぎりまで一緒に
卒論を書いたり、支えてくれたりと本当に感謝しています。研究室で皆と卒論の製本作業をしたり、
口述試験の練習をしたり、楽しく食事をしていると、もっと長く一緒にいたいという気持ちが日増
しに募って卒業するのがとても寂しいです。また同じ編入生の友人たちも、1年生に混じっての必
修授業に泣き言を言ったり、人脈が少ないために代返を頼むことができず生真面目に授業に参加し
たりと励ましあいながら乗り越えてきたこと、振り返れば笑ってしまうこともたくさんありますが、
同じ編入の仲間がいたから頑張れたことです。「編入してまでなぜ畑仕事をしているのか」が口癖
になるほど苦痛だった園芸の授業も今思えばいい思い出です。２年間でたくさんの友人ができて、
後から入学して友達なんてできるのだろうかと心配していた頃が懐かしく思います。
私は本当に周りの人に恵まれています。編入できたこと、素敵な出会いがたくさんあったこと、
毎日学校に通えたこと、無事に卒業を迎えられること、そして今生きていること、それらはすべて
たくさんの人々の支えがあったからこそできたことです。私たちは日ごろ、今の生活が当たり前す
ぎて感謝の気持ちを忘れがちですが、何ひとつ当たり前なことなんてありません。神の導きと多く
の人々の支えによって、生かされているということに常に感謝しなければいけないと恵まれた生活
を送りながら感じます。以前、思い悩んだ時に教会で「あなたは愛されているのよ」と言われたこ
とがあります。当時は解りませんでしたが、ここ数年で私はたくさんの人に愛されて生きているん
だなと実感が湧くようになってきました。日々の生活に追われて心に余裕がないとこういう気持ち
に気付けなくなってしまいますが、これから就職して忙しくなっても、常に感謝の気持ちを忘れず
にいられる社会人になりたいと思います。
たくさんのことを教え見守ってくださった先生方、楽しい思い出を共に作った友人たち、学校生
活を支えてくださった職員の方々、本当にありがとうございました。そして進学させてくれ全面的
に支えてくれた母、父、兄、本当にありがとう。
私は恵泉に編入してよかったと心から思います。まだ22年間ですが、私の人生の中で一番楽しい
2年間でした。これからもより輝けるように日々精進したいと思います。

今日、私がお話させていただく内容は、私が「恵泉女学園大学
で得たこと」についてです。
まず、自己紹介をさせていただきます。出身大学は、大妻女子

大学比較文化学部を卒業しました。そして、恵泉女学園大学大学
院へ進み、卒業後は、この４月より神奈川県庁へ入庁します。
では、「私が恵泉女学園大学で得たこと」について話したと思い
ます。私が恵泉で得たことは、３つあります。１つめは、「人と人
との縁」。２つめは、「フィールドスタディーで得た行動力」。３つ
めは、「授業で得た知識」です。
１つめの「人と人との縁」、大学院は２年という短い時間ですが、院生だけが過ごす研究室とい
う独立した環境は、勉強面だけではなく私生活のこと、就職活動のことなどを話す格好の社交場で
あり、ここで、喜び、苦しみを皆で分かち合いました。そして、同じ喜びや苦しみを分かち合い、
乗り越えてきた友人らとの関係は何よりも大切な宝となり、私に「人と人との縁」の素晴らしさを
教えてくれました。
このことが切掛けとなり、大学院の友人だけに留まらず、出会った人々、また今までの友人関係
を見直す機会を得ました。その結果、神奈川県庁の採用試験の面接で、公務員学校にも行かず、試
験形態も知らなかった私は、大学院の友人や、大学の友人に相談し、同じ職種の方を紹介してもら
いました。彼女は、大学時代で同じ授業を取っていた友人で、卒業後も公務員を目指し、川崎市の
職員になられた方でした。また、就職活動で出会った人にも助けてもらいました。彼は、大学職員
を目指せれていた方で、この４月から大学職員となられます。この御二方には、面接形体や口頭試
験で聞かれ予想問題などを教えて頂きました。恵泉で得た「人と人の縁」は、これまでの人との接
し方を見つめなおす切掛けとなり、私を支えてくれる多くの友人を作る機会を与えて頂きました。
次に２つめ「フィールドスタディーで得た行動力」、フィールドスタディーは、私の大学院での
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毎年恵泉の卒業礼拝に呼ばれる講師の先生に
は、御同情申し上げます。何故なら自分が話す
直前に恵泉の学生感話があり、これが何時も何
とも感動的だからです。四年間の思いを用意し
てきた原稿にきちんと書き、声を裏返らせなが
ら一所懸命読むのです。すぐ後ろで聞いている
講師の先生、偉い人ほど相手の偉さも分かるも
のです、きっと自分の話は余計だ、と独り決め
していることでしょう。そうまでに学生の感話
は毎年素晴らしいのです。人間が成長する段階
には思い切って冒険するために、何時でも戻れ
る安全基地が必要であることを、最近の脳生理
学者が主張しています。でも私はクスクスと笑

ってしまいました、キリスト教センターの皆が
もう知っていることだからです。

宗教委員長　岩村太郎
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研究成果を充実させてくれました。１年生の頃、多くの研究施設や研究者の方、NPOの方の下へお
話を聞きに行かせて頂きました。ゼミの川島堅二先生は、大学生の頃ユダヤ教のシナゴーグへ見学を
お願いし断わられたことを話した際、「次は、僕も行ってあげる」と言って頂きました。その言葉は、
私に衝撃をもたらしました。気持ちの上ではうれしいが90パーセンでしたが、10パーセントは、私の
力の足りなさを痛感させられました。
その後、どこへ行くにも、相手側に積極的にアプローチをかけフィールドスタディーを成功させて
きました。こうした経験から「行動力」がみにつき、就職ではアピールポイントとなりました。その
後、日本郵政株式会社へ内々定を頂くことができました。
しかし、なかには私のアプローチでは足りず、川島先生の力をお借りすることもありました。それ
は、福井県へのフィールドスタディーでした。相手側から断られた私に、先生は「紹介状」として一
筆書いてくださりました。再度、その紹介状と私の思いを書いた手紙を送付し、見事フィールドスタ
ディーを成功させることにつながりました。また、その研究費用は、先生の紹介で知った恵泉の奨励
金により宿泊費と交通費を援助して頂きました。フィールドスタディーで何より、問題となってくる
のが費用です。大抵は、家族旅行や親戚の家にお世話になり費用を安くしていましたが、知り合いの
いない場所へ赴く際は日帰りで高速バスを利用するなどしていました。しかし、今回は宿泊費と交通
費の援助があったおかげで、時間を気にせず研究にあたることができました。これも一重に、川島先
生と恵泉のおかげです。私の研究は、川島先生や大学側の援助なくしては出来なかったものだと思い
ます。
最後に、「授業で得た知識」、「公務員試験では、恵泉で学んだことが何か生きた？」と川島先生に
尋ねられたことがあります。私はその際「上村先生の授業で学んだことが試験に出ました。」と答え
ました。神奈川県庁職員採用試験は、教養問題と専門問題、論文作成、面接があります。試験内容は
１問につき６択です。私は、４択までは選択できても残りの２択で迷った際、問題文をよく読むと上
村先生が授業中話されていた内容でした。試験中、「先生が話していなかったから…」と選択すると
ことが何度もありました。そのお陰で、採用試験の合格順位はⅠ種職員の合格者26人に対して、７位
という成績を頂きました。
恵泉は私の人生観を変え、公務員として活躍する機会を作ってくれた大学だと思っています。就職
活動でも、昔の私なら内々定を頂いたことで就職活動を終わらせていたと思います。しかし、恵泉で
学んだことが活かせる職種に就きたいという思いを諦らめきれず、その後も活動を続けた結果、こう
して公務員となることができました。
私は、恵泉でこれまで学んだことや出会った多くの人々を思い出し、明日の卒業式を迎えたいと思
います。


