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　昨年のクリスマス賛美礼拝にも聖歌隊の一員として参加した。年間を通じて指導を受け、練習
を積み重ねている学生たちと異なり、教職員の通称 「天使隊」は毎年クリスマス賛美礼拝を目指
して募集され、臨時編成される。
　秋口から木曜夕方に練習時間をとってはいるが、何かと用事に追われている教職員は週一回一
時間の練習とはいえ欠かさず出られるわけでないし、特に男性は合唱参加自体初めてという教員
も多い。キャンパス歩行中に無意識のうちに自分のパートを鼻歌で口ずさんでいるほどの入れ込
みで本番に臨むが、混声 ４ 部合唱が時に混声約 ４ 部合唱になってしまったりする。それでも本人
たちは至って真剣だし、なにより楽しいのだ。その証拠に毎年リピート参加する教職員が少なく
ないし、口コミ効果で新規参加者も増えている。
　合唱の楽しさとは何だろう。フランス近代思想が専門だったが、パイプオルガンを弾き、音楽
に関する随筆も多く残している森有正という哲学者が「バッハを楽譜通りに弾こうとすればする
ほど個性が際立つ」という趣旨のことを書いていた。楽譜通りに弾けば没個性になると普通は思
う。しかし実際は逆だ。楽譜＝「客観的な一つの型」を目指して真剣に努力するとき、その人の
音楽に対する考え方、感じ方だけでなく、たとえば生き方までもがそこに示され、楽譜通りの演
奏でありながら実に個性的なものにもなると森は考えた。合唱の楽しさも、楽譜通りに歌い、他
の人と声を合わせようと努力することで、かえって自分の個性を確認しつつ、それをほかの人の
個性を重ねてゆく面白さ、それがうまくいった時の喜び、達成感に起因するように思う。
　だとすれば合唱とはとても「恵泉的」だとも言える。恵泉の目指す方向を示す「キーワード」
の一つに「多文化共生」があるが、それは文化の違いを平準化し、均質な集団を作ることではな
く、多様な文化の存在を自他ともに認め、それぞれの個性を生かしつつ、共に生きることだ。そ
れは多彩な声をひとつの響きにしてゆく合唱に喩えるとイメージしやすい。合唱の練習は声を揃
えることを目指すが、それはそれぞれ声の個性を殺すものではない。ヴォイストレーニングをす
ればするほど生まれ持った声の個性が存分に発揮されるようになる。そしてそれぞれに個性的な
声を重ねた時、響きはより豊かになる。
　今回のクリスマス礼拝では以前、ヴォイストレーナーとして聖歌隊を指導してくださっていた
渡辺玲子先生作詞作曲の『Grace of God』を最後に歌った。「あなたとあなたの心の声が／響き
合う輝きは／すべての命をつなぐよろこび／あなたのため／私のため／だれかのため／主の恵み
の泉のように」。
　まさにここに書いたことを示しているこの歌詞を合唱しつつ、恵泉が「多文化共生」の言葉を
自ら裏切ることがあってはならない。いかに困難であれ、多彩な個性を重ねてひとつに響かせる
コミュニティ形成を目指すべきだと改めて考えていた。その思いは、クリスマス礼拝に参加した
天使隊、聖歌隊メンバーだけでなく、クリスマス賛美礼拝の夕べにチャペルに集った誰にも共有
されていたのではないか。

人間環境・日本語日本文化学科教員　　武田　徹

巻頭言
　　　　多様な声をひとつに重ねてゆくこと
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　宮崎駿監督が引退会見で「この世は生きるに値するんだ」ということを自身のアニメを通して
伝えたかった、と述べました。この言葉にわたしは非常に衝撃を受け、また同時に意外な想いを
抱いたものです。ジブリ作品といえば、「風の谷のナウシカ」や「もののけ姫」「崖の上のポニョ」
などを筆頭にして、世界が壊される、再構成されるのが特徴のひとつです。これを見るにつけ、
わたしは安易にも、宮崎監督はこの世に絶望しているんだ、だからこそ壊し作り直すことを理想
としているのだ、と思ったものです。しかし、引退会見での言葉によって、わたしは何か大きな
勘違いをしているのだと気付きました。その勘違いはサマーキャンプの準備から始まり、またサ
マーキャンプ全体を通して少しずつ少しずつですが、解れていきま
した。
　今年のサマーキャンプのテーマである「輪・和・環～つながる～」
と聞いたとき、まず頭に浮かんだのは映画「ペイフォワード」でし
た。わたしは日々の何気ない生活から恵泉女学園での学び、ふっと
した出来事のなかに、嗚呼、この世は何かが変で歪んでいるなあと
思うことが多々あります。政治や環境問題、東京オリンピックにしても、ひとつひとつを挙げて
いけば終わりが見えないくらいたくさんの歪みがあって、それらにはいくつものちゃんとした原
因があるのでしょう。何かが変だと思っていてもわたしは現状に及第点の満足を示し、諦めてし
まいます。自分ひとりに何ができる？と諦めることで安寧を得ているのです。映画では、社会科
の授業で「今日から世界を変えていこう」という課題を出された少年トレバーが奇想天外なアイ
ディアを展開していく内容となっています。テーマの「つながる」にぴったりだなあと思い、映
画を見直しているうちに、トレバーが言う台詞のひとつ「この世はクソじゃない」を聞き、咄嗟
に宮崎監督の会見を連想させました。
　宮崎監督とトレバーの共通点とはなんなのだろう。そう考えたとき、浮かび上がるのは両者と
も世界について真摯に考えていること、そして自分の想いを物や人を介し渡していること、では
ないでしょうか。自分ひとりに何ができる？と思考停止をしているわたしが安易に「この世は駄
目だ」と言う資格はないのです。真摯に考え、実行している人がいて初めてそのとき評価を下す
ことができるのだと思いました。
　プログラムの中のひとつに伝統的なものと、伝統的ではないものの取捨選択について考える場
がありました。取捨選択とは自分がどう生きたいか選ぶことなのではないだろうかという意見が
あり、なるほどなあと感銘を受けたものです。わたしは今後どう生きてみたいか。それはまず評

価を下せる人間になること、それにはまず考えること、そして実行
できること。今回のサマーキャンプで少しはそんな人間に近づけた
のではないかなあと、そうであったらいいなあと思います。
　終わりに、 ４ 年生最後のサマーキャンプをみなさんと一緒に過ご
せたことを感謝いたします。参加者の方々、教職員の方々、とくに
シャロンのみんなに多謝を込めて。

文化学科 4 年　熊谷　綾香

サマーキャンプ
　＜輪・和・環～つながる～＞ 歪みと評価
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「河井先生と私の家族」花岡 郁子さんの奨励を通して
人間環境学科 1 年　佐々木　可南

　私がまず驚いたのは、河井道先生と実際に話したことがある方がいるということだ。60年前の
話だけれど、その頃の話をしてくださることが私にとってとても衝撃的だった。河井先生って本
当に素敵な方なんだなぁと思った。生徒のためにこんなことまで!?ということもやってくださる
先生はなかなかいないと思う。河井先生は今日の話では完ぺきで素晴らしい人という感じだった
けれど、きっとそうなるまでにはものすごい苦労があっただろうし、失敗もあったと思う。そう
いう沢山の経験・知識、知恵を身につけているからこそ、花岡さんの言う「本当に優しい人」に
なれたのだと思った。どんな困難なことも「これは神さまが私に乗り越えろって言っているんだ」
と思うようにしたい。今日、礼拝に行くことができて良かった。
　

「思い悩むことからの自由」平田 志穂子さんの奨励を通して
英語コミュニケーション学科 1 年　増田　ひとみ

　今日の聖書箇所は「明日のことまで思い悩むな」ということが記されていました。私はよく将
来の不安、周りに映る自分の姿が気になる、考えても答えの出ないことで悩むなどということが
あります。しかし、今日のメッセージで未来・過去について考えたり、分からないことについて
考えるのをやめて、分からないものは分からないもの、自分の領域ではないと思えることで、多
くのことはうまく進むと気づかされました。
　また分からないことについて考えるというのは、全て自分自身で作り上げているということを
聞いて、次に何か悩んだことがあったら、まず自分の思考を変えてみようと思いました。

「試練を恵みに」瀧田 法子さんの奨励を通して
国際社会学科 1 年　菅原　加奈子

　感謝することの意味と意義をあらためて理解することができました。私たちは誰もが幸せにな
りたいと思っているものです。どうしたら幸せになれるのだろう。「どんなことにも感謝しなさい」
という聖書の中の言葉にあるように、全てのものに感謝をして生きていくことだと分かりました。
私たちは一人では生きていくことができない。感謝の心を持っていればどんな試練でも恵みにな
るのだと教えていただけました。
　

「愛の教育思想―園芸を通して」佐藤 理恵さんの奨励を通して
国際社会学科 1 年　進藤　世那

　私はメイフラワーデーについて初めて知りました。先輩から花を送る伝統行事は素敵だなと思
いました。困っている人、孤独な人に直接声をかけることは難しいですが、佐藤さんは仕事を通
してその人たちと通じると言っていました。仕事を通して人を愛するという佐藤さんの言葉は恵
泉で学んだ人らしい考え方だと思いました。そう考えた時、私は何を通して愛することができる
のか気になりました。この ４ 年間の中で模索していきたいです。

「恵泉の変わりダネ」＆幇間芸　桜川 七太郎さんの公演を通して
歴史文化学科 1 年　園谷　早紀

　男の人の仕事であることが当たり前だったことを、自ら弟子入りして史上初の女性幇間となっ
た、と聞いて、女だからとか、～だからとか気にしすぎなくてもいいのだなと思いました。力の
差や向き不向きはもちろんあるけれど、しかしやりたいことはやってみるということが大事であ
るし、社会人になってからでは自分の時間がなかなか取れないと思うので、今できること、今し
かできないことをやれるだけやってみようと励まされました。それらが将来へと繋がるかもしれ
ない、と思いました。

K-Week（河井道メモリアル）　　　　　　　10月15日～19日
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クリスマス賛美礼拝からの贈り物

人間環境学科 4 年　冨田　清香
　恵泉生活 ４ 年目にして初めて聖劇に参加させていただいた今回のクリスマス礼拝。今まで、ク
リスマス礼拝を創る側になったことがなかった私は、今回の聖劇『もうひとりの博士』への参加
によってクリスマスを祝う喜びを再度知ることになりました。
　今回のクリスマス賛美礼拝のテーマは「いのちつながる～ひと・こころ・であい～」でしたが、
どういうことなのかよくわからないまま過ごしていました。聖劇は、学年も学科も違い、顔も知
らなかった者同士が集い、練習し、役に向き合い、表現について試行錯誤し、創り上げていきま
した。実は、リハーサルでそれぞれの課題が浮き彫りになり、「なんとか成功しますように」と
全員が祈る思いで本番を迎えました。私も不安の中、迎えた一人です。しかし、全員の思いと練
習の甲斐あってか、無事に礼拝を終えることができました。自分の出番を終えて、舞台に立つ側
から舞台を見る側に変わったとき、それぞれの準備期間を経て礼拝を迎えたということ、そして
多くの人が礼拝に集い、同じ場所、同じ瞬間にクリスマスの喜びを分かち合っているのを見て、
私もしみじみとその喜びを感じることができました。そして、その喜びの理由について気づかせ
てくれたのが、今回の聖劇の主人公であるアルタバンの言動と渡辺玲子先生作詞・作曲の“Grace 
of God”の歌詞です。
　礼拝では、聖劇の他にも聖歌隊、ハンドベルクワイア、天使隊、スタッフといった方々がそれ
ぞれ準備をしてきました。それぞれの準備期間に、今回私が感じたような色んな苦労や不安があっ
ただろうと想像します。けれども、“Grace of God”の「心の中の分かち合う優しさを、共に祈
りあえる心の強さを」、「あなたとあなたの心の声が響き合う輝きはすべての命をつなぐよろこび」
という歌詞から、準備と礼拝を通して、共に集った人々が共に理解し合うことの喜び、分かち合
うことの喜びを感じられたものになったのではないでしょうか。
　そして、イエス様に会うことなく生涯を終えたアルタバンが人々に行った愛の行いから、人々
とただ交流するのではなく、お互いを理解することの大切さ、思いやることの大切さを改めて教
えられました。

　こうして振り返ると、今回の礼拝の「いのちつながる～
ひと・こころ・であい～」といったテーマが確かに実現さ
れていたと感じます。私は今回の礼拝を通して、新たな仲
間に出会い、共に分かち合うことができ、とても有意義な
クリスマスを過ごすことができました。クリスマスの喜び
を礼拝に集った一同で分かち合えたと同時に、たくさんの
大切なことを、この礼拝を通してイエス様が私たちに与え
て下さったのではないかと思います。

恵泉のクリスマスに想う

第35回ランチタイムオルガンコンサートを通して

英語コミュニケーション学科 1 年　須崎　裕香
　コンサートの日、私は色々と考え事をしていました。しかし、オルガンの音色を聴いて少し心
が落ち着いたような気がしました。私は音楽のことはあまり詳しくありませんが、オルガンの音
は人の心を癒す力があるのかなと思いました。恵泉のチャペルで静かにオルガンコンサートを聴
くことができ、とても充実した時間を過ごすことができました。　
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浪板の夏休み2013＆シクラメンプロジェクト2013　　　　　　　　　　　
文化学科 4 年　 佐保田　明莉

　私は今回初めて被災地支援交流プログラムに参加しました。これまでボランティア経験が無
かった私を大きく変えてくれたものとなりました。
　2011年 3 月11日、東日本大震災。メディアから流れる福島・岩手・宮城の映像を見て、ただた
だ茫然としているだけでした。その頃の私に出来ること、それは駅やコンビニに置かれている募
金箱に募金することぐらいでした。メディアで流れる震災直後のドキュメンタリーを見ては涙を
流し、でも、それ以上の何かをすることはできませんでした。 2 年後、このプログラムに参加し
なければ、被災地で起きたこの大きな災害をメディアでただ見ているだけの「違う国の人間」だっ
たかもしれません。
　現地の方々とお話をさせて頂いた時、メディアで流れていたドキュメンタリーを思い出しまし
た。その地に今自分がいるのだと感じるとなぜだか胸が熱くなりました。メディアで見ていた以
上の痛みや悲しみがあったのだと肌で感じました。それでも現地の方々は私達を温かく迎え入れ
てくださり、私達に何度も「ありがとう」をくれました。「学校・就活、頑張ってね」と。私達
がお手伝いをして、元気をみんなにあげようと思って来たはずだったのに、逆にたくさんの元気
をもらいました。こんなに逞しい人達がこの町にはこんなにたくさんいるんだと、とても感動し

ました。
　仮設住宅は、メディアで見るよりももっと小さくて壁
が薄いものでした。一人暮らしのお婆ちゃんやお爺ちゃ
んのお手伝いをして、色々な話しをしました。「他に何
かお手伝いできることありますか？」と尋ねると、冗談
まじりに「心の掃除をしてほしいわ」と言われた時、涙
が溢れそうになりました。時間が許す限り色んな話しを
して、帰らないでというお婆ちゃんに、また秋に来るね

と約束をして別れました。
　ここに来るまで、被災地では暗くて寂しくて、みんないつだって戦いながら生きているんだと
思っていました。しかし、みんなもう未来を見て、震災が教えてくれた思いやりや仲間の大切さ、
絆を忘れることなく、みんな共に歩いている、震災で味わった痛みや悲しみを強さに変えて、も
うみんな進んでいるんだと思いました。私達のボランティアは微力かもしれないけど、現地の方々
と交流し笑顔を生み、私達が被災地という場所を目や肌で感じ、それを体験のない東京の人達に
話すだけで大きく意味があると思いました。現地の方々に負けないように私も頑張ろうととても
前向きな気持ちになりました。今ある幸せを当たり前だと思わずに、いつでも思いやりを持ち、
絆を大切にしていきたいです。
 社会園芸学科 1 年　 崔　培　蘭
　私は中国からの留学生です。2011年 3 月11日の大地震があった時、まだ日本にいませんでした。
その時、私は中国で留学の色々なことを準備していました。中国のテレビから日本の地震のこと

被災地を思い続ける―岩手県・大槌町浪板―
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を知りました。日本に来てから被災地へ行き、自分の目で見、被災者の方に会いたいという気持
ちがあり、夏休みにその思いが叶いました。
　最初、バスで移動していた時に、以前、テレビで見たところが自分の目の前に現れて、地震が
あった時の映像を思い出しました。泣きたいほどの気持になり
ました。実際に見ると津波の被害の大きさが実感できました。
　仮設住宅も回りました。日本の仮設住宅を見ると、中国の政
府もこんな住宅を作って被災者の方に提供したら喜ぶと思いま
した。近年、中国で地震が多くなって、被災者たちの生活が辛
くなりました。日本の仮設住宅みたいな場所がなくて、ボラン
ティアもあまり多くないです。被災者の方たちと話した後に、ずっと中国のことを考えていまし
た。日本のことを中国の友達に教えてあげました。本当に中国の被災者の方たちを応援したいで
す。でも、ボランティアは一人ですることではなくて、みんなの協力でやることだと思います。
中国のみなさんがこんな活動を経験できればいいなと思っています。これから、日本で積極的に
ボランティアの活動に参加することを決めました。色々勉強して、中国へ帰っても、この経験は
とても貴重なことだと思います。
　そして、11月にまたプログラムに参加しました。朝食の前に、簡単な礼拝をしました。先生は、

「触ることを英語でtouchといいますが、他に人を感動させるという意味もある」と言いました。
私たちが出会って、お互いに触れ合って、握手をしたり、触ったり、また頑張ってくださいと、
触れ合うことで、お互いに感動するのだと思いました。シクラメンを配りながら、その出会った
人と一緒に触れ合って、お互いに癒されて、また感動しました。
　私たちの活動は、被災者の方たちの生活に大きな影響を与えるとは思いませんでした。ただシ
クラメンを配っただけだと思いました。でも被災者の方たちが、涙を流して、ずっとありがとう
と言ってくれた時に、私はこの活動の本当の意味がわかりました。私たちが配ったものはシクラ
メンだけではなくて、被災者の方たちの心を温めることにもなったのだと思います。
　活動が終わった帰り道で、空にいっぱい星が見えました。とても綺麗で、その瞬間、心が明る
くなりました。私は、家族や家が無くなって、いつも寂しい思いをしている被災者の方たちが、
綺麗な空を見て、悲しみ、寂しさが少しずつ無くなっていくことを祈っています。ボランティア
の間、私はすごく充実した時間を過ごせました。今回のボランティアの体験は私にとってとても
重要なものになりました。学んだことを決して忘れません。

　長野市ボランティアセンター内で岩手県大槌町の中学生の部
活動支援を中心に、大槌町の子ども達が笑顔になるために行っ
ているプロジェクト。恵泉女学園大学でも大槌町浪板地域の
方々との交流をきっかけに輪を広げています！
　Tシャツ、手ぬぐい、バッグなどを販売しています。
 HP : http://saket311.naganoblog.jp/

～南部ハナマガリ鮭Tシャツプロジェクトを応援しています！～



8

　学生達の声は素直で正直です。その感受性豊かな
言葉に多くの気づきを与えられます。この世の歪み
が立ちはだかるときも、変わらずにこの恵みの泉の
中で「すべての命をつなぐよろこび」を様々な出会
いやできごとを通して、豊かに育んでいけますよう
祈りを合わせたいと思います。
　発行にあたりご協力くださった皆様に心から感謝
して。 宇野　緑（キリスト教教育主任）

編集後記
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行事報告 
７ 月30日（火）～ ８ 月 3 日（土） 被災地交流プログラム「浪板の夏休み2013」　
９ 月16日（月）～1８日（水） 学生宗教部シャロン主催　サマーキャンプ　
 「輪・和・環～つながる～」於 高尾の森わくわくビレッジ
10月10日（木） 第35回ランチタイムオルガンコンサート　
 演奏：山田　由希子
 （オランダ　サッパメーア・バプテスト教会オルガニスト）　　
10月1４日（月）～1８日（金） K-Week（河井道メモリアル）
　　1４日（月） 花岡　郁子（オルガン公開講座受講生） 
　　15日（火） 平田　志穂子（中高・大国際2002年度卒）
　　1７日（木） 多目的アワー　「恵泉の変わりダネ ＆ 幇間芸」
 桜川　七太郎（人環200７年度卒）
　　1８日（金） 佐藤　理恵（園芸短大1９９８年度卒）
　　2４日（木） 多目的アワー　瀧田　法子（日文1９９７年度卒）（台風の影響のため日程変更）
10月26日（土） 第3４回チャペルコンサート「ベルギーのオルガン音楽」
 演奏　国分　桃代
 （ブリュッセル フィニステール聖母教会オルガニスト）
11月 ９ 日（土）、10日（日） 恵泉祭　ハンドベルコンサート
11月21日（木） 収穫感謝礼拝
11月22日（木）～2４日（日） シクラメンプロジェクト2013～ 1 ヶ月早いクリスマスを届けよう～
 於　岩手県大槌町浪板　共催：早稲田奉仕園
11月2７日（水） クリスマスツリー点火式＆ティーパーティー
12月1８日（水） クリスマス賛美礼拝＆クリスマス祝会　　
 「いのちつながる―ひと・こころ・であい―」
12月23日（月・休） クリスマスチャリティーコンサート2013

行事予告
卒業リトリート 2 月 3 日（月）～ ４ 日（火）　於　高尾の森わくわくビレッジ
第35回チャペルコンサート 3 月 1 日（土）　「J.S.バッハを想う～Soli Deo Gloria」
 　　　　　　　演奏：関本　恵美子（大学オルガニスト）
第2９回タイ国際ワークキャンプ 3 月 ７ 日（金）～ 3 月1７日（月）
卒業礼拝 3 月1８日（火） 奨励：平良 愛香（日本基督教団 三・一教会牧師）

クリスマス献金報告
社会の中で弱くされている人々の助けとなることを願いつつ、ここにご報告いたします。
ご協力ありがとうございました。
総計　¥817,724 
　＊伊豆大島台風26号土石流、フィリピン・ヨランダ台風、東日本大震災各被災者支援、会津放射能情報センター

「放射能から子どものいのちを守る会」支援を始めとする15の団体・施設へお送りいたします。


