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特別号

2014年　特別号

　「迷惑をかける人になりたい」

平良　愛香
（日本キリスト教団三 ･一教会牧師）

46 一行はエリコの町に着いた。イエスが弟子たちや大勢の群衆と一緒に、エリコを出て行こうとさ
れたとき、ティマイの子で、バルティマイという盲人の物乞いが道端に座っていた。47 ナザレのイ
エスだと聞くと、叫んで、「ダビデの子イエスよ、わたしを憐れんでください」と言い始めた。48 
多くの人々が叱りつけて黙らせようとしたが、彼はますます、「ダビデの子よ、わたしを憐れんで
ください」と叫び続けた。49 イエスは立ち止まって、「あの男を呼んで来なさい」と言われた。人々
は盲人を呼んで言った。「安心しなさい。立ちなさい。お呼びだ。」50 盲人は上着を脱ぎ捨て、躍り
上がってイエスのところに来た。51 イエスは、「何をしてほしいのか」と言われた。盲人は、「先生、
目が見えるようになりたいのです」と言った。52 そこで、イエスは言われた。「行きなさい。あな
たの信仰があなたを救った。」盲人は、すぐ見えるようになり、なお道を進まれるイエスに従った。
 （新約聖書：マルコによる福音書10章46～52節）

　「人に迷惑だけはかけるな」とか、「人に迷惑をかける大人にだけはなるな」そう言われたことは
ありませんか。

卒 業 礼 拝 　 奨 励 
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　私は都内の大学でも教えているのですが、特にセクシュ
アル・マイノリティ、同性愛者の人権や、トランスジェ
ンダー、性同一性障害の人の抱えている問題、性別を変
えて生きたいというだけで嫌な顔をされたり笑いの対象
とされてしまったりする問題などについて扱います。す
ると「別に人に迷惑をかけてないのだからいいと思う」
と回答する学生が少なからずいる。この回答は「差別し
てはいけない。その人たちの生き方を否定しない」とい

う肯定的な回答ではあるとは思うのですが、いつもこの回答に私は疑問を持つのです。「人に迷惑
をかけていないならいい」本当にそうだろうか。
　私にはとてもたくさんの「マイノリティ」に属する友人がいます。全盲のみーちゃん、車いすの
ヨッシー、聾唖者のももたろう、ＨＩＶ感染者のぷーすけ、性同一性障害のなおさん、ふみくん、
在日外国人の孫さん、シェイダさん、ホームレスの石井ちゃんや足ながさん、そのほか出身や障害、
病気などいろいろな事由で「マイノリティ」とされている人たち。その人たちの中には、「いかに
人に迷惑をかけないで生きるか」という生き方をしていた人たちも少なくありません。生まれつき
全盲のみーちゃんは、親から「人に迷惑をかけないで生きる人になりなさい」ということだけを言
われて大人になりました。あまりにも人に頼らずに何でもできる人になっていたので、周りの人は
みーちゃんが全盲であることをときどき忘れてしまうほどでした。しかし彼女も苦しんでいた。人
に迷惑をかけないで生きるために、ひたすら我慢をする生き方を覚えてしまっていた。
　ある日みーちゃんがこんなことを話してくれました。
　「電車って、満員だったりしても私が乗ると席を譲ろうとする人は多いの。足腰は丈夫なのに、
目が不自由だというだけで体が弱いと思われるのね。どちらかというと、すいているときのほうが
気を遣わずに済むから座りたいのに、どこが空いているか誰も教えてくれないから逆に座れないわ。
で、この前電車に乗ったら、女の人が『どうぞ』と言って席を譲ろうとしてくれた。わりと席が埋
まっていたのかもしれない。でも私は疲れていたわけでもないし、特に座りたかったわけでもなかっ
たので、丁寧に断ったつもりだったのよ。ところがしばらくしてほかの男の人に『せっかく親切に
席を譲ってくれた人がいるのに、なんで座らないんだ』と怒鳴られたの。そんなこと言われたって、
断ったんだから席が空いたなんて思わなかったし、そもそもどの席が空いているか、私には分から
ないし。でも周りがいやな空気になって、また迷惑かけてしまったと思って、そこで謝ったの。」
その途端、話を一緒に聞いていた友人が憤慨して言いました。「みーちゃん、それおかしい。その
男の人もおかしいけど、そこでみーちゃんが謝るのも間違っている。みーちゃん、人に迷惑をかけ
ないようにということを基準にしているようだけど、迷惑ってかけていいんだよ。迷惑をかけない
と、誰もみーちゃんが困っていることに気づけないんだよ！」それをきいてみーちゃんが言ってい
ました。「迷惑ってかけていいの？いけないことだと教えられて思い込んでいた！」
　マジョリティが中心になって作り上げてきた社会の中で、それに合わせて生きざるを得ないため
に我慢を強いられているマイノリティがたくさんいる。その人たちがマジョリティ社会に対してと
きには声をあげないと、存在に気づいてもらえないことに気がつき始めた。それはマイノリティだ
けの話ではない。すべての人が、「私の存在に気づいてください」って声をあげないと気づいてもら
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えないときがある。迷惑って、ときにはとても必要なんじゃないかな。ときには迷惑をかけてでも
しないといけないこともあるんじゃないかな。
　マルコ10：46にバルティマイの話が出てきます。目の見えない物乞いバルティマイがイエスに目
が見えるようにしてもらった、聖書の奇跡物語の一つです。この物語を、「イエスさまって不思議
な力があったんだ」と読むこともできるでしょう。でもある視覚障害の人はこのような奇跡物語に
違和感を述べていました。「結局見えるようになってめでたしめでたしというのは、納得がいかない。
見えることが正常である、という前提から聖書は抜け出せていないから。」これは大切な指摘です。
なぜ見えないままじゃいけないのか。病人のままじゃいけないのか。障害があったり、病気だった
するのは良くないことで、治さないといけないことなのか。それに対して聖書は明確な答えは出し
ていない。当時の価値観そのもので「治ってめでたしめでたし」と書いてあることは否定できない。
そこを批判的に受け止めつつ、でも、この話ってそれだけじゃない。人間性を奪われていた一人の
人間が、ある行動によって、人間性を取り戻した物語でもあると思うのです。
　バルティマイは自分の近くを通ろうとしたのがイエスとその一行であることを知り、大声で叫び
始めました。「ダビデの子イエスよ、わたしを憐れんでください！」たくさんの人が「うるさい、
迷惑だ」と彼をしかりつけて黙らせようとした。ところがバルティマイは、叱られたら一層激しく

「ダビデの子イエスよ、わたしを憐れんでください‼」と叫び続けた。それがイエスを呼び止めた
のです。
　～イエスは立ち止まって、「あの男を呼んできなさい」と言われた。人々は盲人に言った。「安心
しなさい。立ちなさい。お呼びだ。」盲人は上着を脱ぎ捨て、躍り上がってイエスのところに来た。
イエスは「何をしてほしいのか」と言われた。盲人は、「先生、目が見えるようになりたいのです」
と言った。そこでイエスは言われた。「行きなさい。あなたの信仰があなたを救った。」盲人は、す
ぐ見えるようになり、なお道を進まれるイエスに従った。～
　「あなたの信仰があなたを救った」この言葉は不思議な言葉です。バルティマイはどんな信仰が
あったのでしょう。とくに信仰深い行いをしたというわけではなく、熱心に祈ったというわけでも
ない。それではイエスさまを信じて求めた、ということを「あなたの信仰」と言っているのでしょ
うか。
　この物語から、私は ２ つのことを読み取ります。
　一つ目は、今言ったように、イエスさまを信じて求めて叫び続けたということ。イエスさま、あ
なたしか、もうすがれるモノは残っていないのです、という必死の叫び。それをイエスはこの盲人
の信仰だと認めた。これはとても大切なキリスト教の信仰だと思います。イエスさま助けてくださ
い、この叫びは、必ずイエスさまの耳に届く。たとえ、望んだとおりにならなかったとしても、こ
の叫びは必ず神様の耳に届いている。神様は、もしかしたらわたしが祈った通りのことはしてくだ
さらないかもしれないけど、それは無視しているのではなく、全力でわたしに向き合ってくださっ
ている瞬間である。だからわたしたちは、むなしい叫びをしているのではなく、イエスさま聞いて
ください。神様聞いてください。わたしはこんなに苦しいです。と叫ぶことができる。イエスさま
に叫ぶ人でありたい。神さまに文句を言わずにひたすら耐えるのではなく、訴えや文句をもしっか
り受け止めてくれる神さまに思いをぶつけていきたいと思うのです。
　もう一つは、このバルティマイがものすごく人に迷惑をかけたということ。道ばたで、多くの人々



44

に叱りつけられるほど叫んでいるし、叱られてもますます叫んでいる。はっきり言って迷惑です。
しかしイエスは、「人に迷惑をかけない善良なあなたは信仰深い」と言っているわけではない。人
に迷惑をかけながらも、「助けてください、憐れんでください」と自己主張をし続けたバルティマ
イを認めた。わたしはここを読むと、「人に迷惑をかけてでも、わたしがここにいる、と訴え続け
たその行為を、イエスは信仰だと認めた」と読むことができるのでは、と思っているのです。
　おそらくバルティマイは、ただ目が不自由なだけではなく、周りから人間扱いされていなかった
のではないでしょうか。聖書が書かれた時代、ユダヤの国（イスラエル）では、盲人やそのほかの
障害者の困ることをしてはいけない、という律法はあったけど、その反面、神の前に出るには相応
しくない存在だと考えられて、神殿に入ることが許されていませんでした。周りの人々からは「罪
の結果だ」とレッテルを貼られて見下げられていたに違いない。そのバルティマイが叫んだ。人々
の迷惑も顧みず、「私はここにいる。無視しないでくれ。あなたが無視してしまうと、わたしは存
在しなくなってしまう！」と。でも、この迷惑をイエスは「あなたの信仰があなたを救った」と言っ
たのだと思うのです。
　人間は誰にも迷惑をかけないで生きることはできない。神様は人間を造ったとき、「人は一人で
いるのは良くない」と言ったと創世記に書かれています。これは、結婚の祝福だと読む人も多いし
否定しませんが、だからといって、じゃあ結婚しない人は祝福されていない、ということではない
でしょう。結婚してない人も、離婚した人も、同性愛者も、シングルマザーもいろいろな人とのつ
ながりのなかで生きている。愛し愛され、迷惑をかけ、かけられながら、対等な関係を共に生きて
いく。そこに神様がいてくださる。そのように思うのです。
　迷惑をかけない人になりなさい。そう習ってきた人がいたら、こう言いたい。迷惑をかけずに自
分を殺して生きるのではなく、迷惑をかけてでも、自分を生かし、他者との関係を築き上げていく。
それこそが神様に応える生き方なのではないか。もし「品行方正」な「良妻賢母」になることを求
められていたなら、「それはわたしではない」と声をあげないといけない。「あなたの期待する人間
になるのではなく、また社会の期待する人間になるのでもなく、わたしはわたしであることを大切
にして生きていく」そう声を出していかないといけない。そうでないと、「女はこうあるべき」と
いう通念をいつまでも固定化させて、自分だけでなく後の時代まで女性たちを苦しめてしまうかも
しれない。波風立てたくないために、自分が我慢してしまうことがある。でもそれでは、周りの横
暴を赦してしまう。簡単に赦してしまうことで、ときには暴力を温存させてしまったりする。そう
であってはならない。本当に必要なときには、大声をあげて波風をたて、迷惑をかける人に私はな
りたいと思うのです。
　実は簡単なことではないかもしれない。でもいつも思い出すのです。声をあげるときに、私は自
分の存在を伝えることができる。そのときに初めて、周りの人と共に生きることができるのだ、と。
その声をイエスは待っているのだ、と。
　そこでイエスは言われた。「行きなさい。あなたの信仰があなたを救った。」盲人は、すぐ見える
ようになり、なお道を進まれるイエスに従った。
　私たちも、私たちを解放し、人間として生かすイエスに従っていきたい。 卒業する皆さんに、
イエス・キリストの祝福と導きが豊かにありますように祈ります。
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卒 業 生 感 話 

日本語日本文化学科　宮澤　久
ひさ

美
み

　 4 年間は本当にあっという間でした。わたしは今、一緒に楽しく過ごした友人たちを前にして、
みんなと離れるのは本当に寂しいなと思う気持ちです。
　今日は、皆さんと一緒に学生生活を分かち合うために、 3 つの話をさせていただきます。まず 1
つ目は、学生生活を通して自分が変化したこと。 2 つ目は恵泉の良さについて。 3 つ目は、今後ど
のように生きていくのかについてです。
　まず 1 つ目の内容ですが、みなさんは学生生活を通して自分が変化したことは何でしたか？わた
しは高校時代まで、勉強よりも部活や遊びを優先していました。そのため、成績は下から数えた方
が早く、大学受験も絶望的でした。しかし、奇跡的に恵泉と出会い、わたしの田舎と雰囲気の似た
この大学に興味を持ち、入学までに至りました。入学してから一番苦痛だったのは通学です。埼玉
県秩父市から通学していたわたしは、片道 2 時間半という通学時間でした。恵泉の友達はそのこと
が衝撃的だったようで、あだ名は「秩父」になってしまい、初めの頃は困惑しました。しかし、そ
の頃わたしは自分を変えたい一心で、無遅刻無欠席で通うことを心に決めていました。そしてそれ
は一人暮らしを始める前の 2 年間続きました。高校までは何かを継続することが苦手だったので、
その 2 年間は「わたしもやれば出来るんだ」という小さな自信になりました。
　さらにもう一つ、教職課程と日本語教員養成課程で学んだことがあります。それは、自己理解と
他者理解が自分の成長のためになくてはならないということです。どちらの課程でも、模擬授業を
ビデオに撮り、その映像を見て振り返りを行いました。その都度、良かった点と改善すべき点を考
えるのですが、それらを繰り返すうちに長所と短所が明確になってきました。更に、先生方や友人
とお互いに意見をぶつけ合うことで、自分以外の考えを受け入れ、それを自分に活かすことができ
ました。自己を見つめ直し、友人とお互いに切磋琢磨することは、自分の成長につながるのだと学
びました。また、 3 つの実習を通して、教員の仕事の厳しさも学びました。今後は、これらの経験
を活かし、より良い教員となれるよう、自分を変化させ続けていきたいと思います。
　 2 つ目の話に移ります。皆さんは、恵泉の良さとはどんなところだと思いますか？わたしは、誰
でも温かく受け入れ、一人一人にしっかりと向き合ってくれるところだと思います。思えば、恵泉
にはat homeな居場所がたくさんありました。それは、さりげない日常の中で支えてくださった方々
がいたからです。先生方や職員の方々はもちろんですが、夕方になると学食を100円で提供してく
れていた食堂の方々、毎日朝早く来て黒板や教室をピカピカにしてくれていたお掃除の方々、「いっ
てらっしゃい」「おかえりなさい」などと一人暮らしの学生を気遣い、親切に声をかけてくれた守衛
さんなど、私たちが大学で居心地の良い場所を見つけられるように気遣ってくださっていた方々は
たくさんおられます。また、学生の活動を快く支援してくださるところも恵泉の良さだと思います。
わたしは 1 年の夏に友人とソフトボールサークルを立ち上げ、半年で部活にすることができました。
それは、顧問の楊先生や職員の方々のご尽力と、自分のことよりみんなのことを考える心優しい仲
間に恵まれたからだと思います。ソフトボール部やんちゃーずは、わたしの心の拠り所でした。こ
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れから代を引き継ぐ後輩たちも、そうであればいいなと思います。こんな風に学生を応援し、一人
一人に向き合ってくれる大学は他にないと思います。恵泉という日本一at homeな大学を卒業でき
ることを、わたしは心から誇りに思っています。
　 3 つ目に、今後どのように生きていくのかについて話します。まず、恵泉の 3 本柱にどのような
意味が込められているか振り返ってみたいと思います。「聖書」は、自己を尊重し、人種や階級に
関係なく他人を尊重すること。「国際」は、日本女性が世界を知り、偏見をなくし、それに対峙す
ること。「園芸」は、自然を慈しみ、生命を尊び、人間の基本的なあり方を学ぶこと、です。そして、
恵泉は「女性の自立」を目指す大学です。これから私たちは、一人の女性としてそれぞれの自立の
道を歩みます。わたしはこれまで培った学びを生かして、若いエネルギーで自分なりの挑戦をして
いきたいと思います。「今しかできないこと」を最優先して、努力します。また、私たちは卒業と
同時に「恵泉」という看板を背負うことも忘れてはならないと思います。今までの恩返しのつもり
で、恵泉のさらなる発展と、これからも多くの女性が恵泉の恵みを受けられるように、社会に貢献
できればいいなと思います。
　私にとって、恵泉の仲間は一生ものです。これからも助け合い、お互いに刺激を受けながら頑張
りたいと思います。最後に、「頑張る」という字は「頑

かたく

なに張る」と書きますが、そうではなく、「顔」
に「晴れる」という字で「顔晴る」と考えてみてください。これから、いろいろな試練があると思
いますが、頑

かたく

なに気張らず、晴れ晴れとした笑顔で、お互い「顔晴り」ましょう。

英語コミュニケーション学科　水谷　理恵

　目の前のことを努力していけば、きっと道は拓ける。これが、恵泉で将来の夢を見出すことので
きた私がここで一番学んだことです。
　私は編入生で、2012年の春に 3 年次に入学してきました。恵泉へ進学を決めた理由として、教職
課程が学べることと、聖書・国際・園芸の三本柱に魅かれたこととがありました。中学生から自由
学園という学校で過ごしてきた私は、毎日礼拝を守り、野菜や花を育てる経験をしてきました。ま
た、父が国際協力に関わる仕事をしているため、国際協力や開発は、私にとっても小さいころから
の強い関心事でした。これらの学びや興味を恵泉では継続し、またさらに発展させられるだろうと
いう期待をして志望したところ、恵泉への入学が許されました。
　初めての環境になじむことは、たやすくはありませんでした。自分はアウトサイダーである、と
いう意識が常にあり、心を許せる相手も時間も、すぐには見つかりませんでした。しかし一方で、
私のことを見てくれている人たちは確かにおり、毎回の授業で声を掛けてくれる先生や、名前を覚
えてくれる友人ができてきました。次第に緊張を解いていくことができ、私自身を受け止めてもら
える、ふかふかのクッションのような人間関係を少しずつですが、つくっていくことができました。
　進学の目的であった教職課程は、充実した学びであるとともに、私にとって厳しいものでした。
専門的な内容や、多くの課題、タイトなスケジュールを自己管理することに苦闘しながら、二十数
年間経験してきた「教わる立場」から「教える立場」への変換は困難をきわめました。特に、三年
生の後期から始まった模擬授業に苦戦しました。授業をどう進めていくか、どのようなワークをす
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るかを考え、同級生に生徒役になってもらい、授業を実施します。実際にやってみると、思ったよ
うにはいかないことが多く見つかり、授業後に悔し涙を流すこともありました。しかし、振り返っ
てみれば教職課程の学びの一つ一つに無駄なものはなく、すべてが合わさって、教育実習、そして
現在へとつながっていると感じます。小さなコミュニティの中で先生方からこまやかな指導を頂き、
友と学び合えたことに感謝しています。
　一方で私は国際社会学科の講義を積極的に履修しました。恵泉で平和学と出逢ったことは私の中
でとても大きな意味のあることでした。開発が現地にとっていいことであるとは限らないことは、
授業中に泣いてしまうほど衝撃的な学びでした。また、戦争が起こる原因と、なくす方法とを自分
の頭で徹底的に考えることは、世界の状況を自分とかけ離れたところからぐっと近づける作業でし
た。国際協力や平和構築に関心を深めていく中で次第に私は英語を平和構築の一手段としてとらえ
るようになりました。市民レベルで対話を重ねることは、この世界を今よりもずっと平和的な社会
にするでしょう。そこで、英語を平和への一方法として中高生に教えることが私の夢となりました。
　私は来年度から福島県の高校で働かせていただくことになりました。高校生にとっては、英語は
苦手な科目であったり、英語を頑張ったところで実際に将来の仕事に活かせない生徒が多くいると
思います。しかし、英語を学ぶことは自分の世界を広げることであり、外国へ行ってみることは、
自分を客観的に見つめることにつながると、私は信じています。生徒一人ひとりの状況や個性を理
解しながら、彼・彼女の可能性をほんの少しでも広げられるようお手伝いをしていきたいです。
　恵泉で私は英語そのもの、その教え方、加えて平和学や開発学などを学びました。その中で、英
語を外国の方とコミュニケーションをとるツールとして教えていきたいと思うようになりました。
今後、高校生と過ごしていくにあたって、生徒には英語を使い、平和をつくるアクターとなっていっ
てもらえるように指導していきたいと思います。
　今までお話してきたように、恵泉で学んだことが一つに合わさっていって、私は将来の夢を見つ
け、また歩みだすことができました。恵泉に入学したときは、自分が今歩もうとしている道は想像
もできませんでした。さらに振り返れば、大学 １ 年生、高校生のときには、教員になるなど思い
もしなかったことです。なぜ、このようになったのかを考えてみると ３ つの要因があったように
思います。
　 1 つ目は自分自身のこと。先が見えず不安な気持ちを抱きながらも、目の前のことを一生懸命に
していくことで、一つ階段を上がり、またもうひとつ上がる、という風に進んでくることができま
した。
　 2 つ目はまわりの方々のおかげです。私が教員を目指し、また、恵泉に入ってみようと思ったの
は出身校である自由学園の先生のアドバイスがきっかけでした。また、英語を教えることと平和学
をつなげて考えたらいい、それはすばらしいよと言ってくださった恵泉の先生がいらっしゃいまし
た。そのほかにも、私自身の力だけではどうしても乗り越えられないときに惜しみなく支えてくだ
さる先生や友人の存在がありました。
　 3 つ目はいつもいつも見守っていてくれる神様の存在です。今こうして恵泉での日々を振り返っ
てみましたが、すべてが神様のご計画のうちにあったのだと思います。もうだめだ、と思ったとき
も神様に祈れば心を落ち着かせることができました。また、私自身が努力してきたつもりのことも、
すべては神様が力を注ぎ助けてくださったからです。
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　多くの支えの中で、ここで思う存分学べたことに感謝いたします。今お話させていただいたこと
を忘れずに、新たな道を歩んでいきたいと思います。ありがとうございました。

文化学科　鎌仲　聖羅

　本日、卒業に際してみなさんと共に礼拝の時を持てましたこと、またこの日を迎えるために、支
えて頂いた教職員の方々、仲間、家族に感謝の思いでいっぱいです。 
　恵泉での日々によって、生き生きとした自分が育まれました。それと共に、成長したとも実感し
ています。成績が極めて良かったわけでも、人のために何かをしたわけではありません。ただ確実
に変わったと思うのは、この 4 年間で「平和の価値観とキリスト教の信仰」というものを得たから
です。
　恵泉に入学したのは、母と叔母が卒業生であったことがきっかけでした。しかし、入学を許され
たにもかかわらず、当初は、とにかく恵泉を「辞めたい」と考えていました。前向きになれずにい
たのは、高校時代からの憂鬱で無気力な気持ちを引きずっていためです。私の出身高校は、キリス
ト教主義でなんでも自分たちの手で行う学校でした。そのような学校の特色が大嫌いで、落ち込み、
次第に学校の大切にしているキリスト教すらも嫌いになりました。
　そのような私の心に変化をもたらしたのは、2011年の東日本大震災だったのではないかと思いま
す。この震災の、特に原子力発電所の事故を通して、社会全体が、また私自身の生き方それ自体が
問われるようになりました。こうあったら良いなと思う人の生き方は、恵泉において、また大嫌い
だった出身高校において示されているのではないかと気付かされました。
　さらに震災、原発事故を機に、特に現代の「食」のありかた、口にするものの不自然さに気付か
されることになりました。人が誰からも搾取されない、矛盾のない食システムの在り方は、有機農
業にあるということを知りました。恵泉での園芸の授業は、「人が自然と共に生きる道」を示して
いたのだと知り、感動を覚えました。
　このようにして、恵泉の学びの中で、「平和に対する感覚」が研ぎ澄まされていきました。社会
で起きている問題に対して、自分なりに考え、批判的にみる感覚が身に付いたのだと思います。平
和研究入門などの授業は私にとって、衝撃的かつ刺激的なもので、もっと知りたいという思いが強
くなりました。
　この思いをさらに深める体験を、ウェスレー財団という学外団体を通して与えられました。「広

島ピースセミナー」と「韓国ピースセミナー」という
プログラムに参加しました。韓国での、軍隊のあると
ころに女性への暴力は存在するという学びや、世界の
同世代女性の活発な姿は、テーマは全く違いますが卒
業論文で、女性について取りあげようと思ったきっか
けの一つとなったのかもしれません。　
　さらに、学年が上がるにつれ、いのちについて考え
る機会が増えました。所属する宗教学ゼミにおいて、
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日本では死というものが日常から切り離されているという学びを得ました。その学びの後、本日礼
拝司会をされている熊谷綾香さんと、課外園芸のメンバー、園芸教育室の方々と共に、鶏を絞めて、
その鶏を解体して頂くという体験をしました。これも恵泉らしい体験でした。私は生きていることっ
て、面倒だと率直に思いました。こんなに鶏を食べるのには時間がかかるのだからと。今日では、
あらゆることに時間を掛けずに済んでいるのに、私は何に対しても面倒だと思っているのです。こ
れは人間関係に対して抱いている煩わしさと、似ているのかもしれないと思いました。
　以前、恵泉の授業で「昔は一人ひとりに働きが割り当てられていた。水を汲みに行く人、火を熾

おこ

す人、狩に行く人など、人には役割があった。嫌でも人間関係が成り立っていた。しかし、今はお
金でそれらの人間関係を省くことができる。つまり、いらない人間も出てくる。」という話を聞き
ました。他者に関わることは怖い。それでも、他者と関わらなければ、人は生きることができない
のだと思いました。本当に豊かな事には時間がかかる、だからこそ毎日を大切にしてみたいと、今
では思うのです。欠けがあったとしても、それらを持ち寄って生きることは、素晴らしいと思うの
です。
　その事を教えてくれた場所があります。恵泉でのつながりの中で出会った、SCF（学生キリスト
教友愛会）というコミュニティです。面倒くさいと考えていた私が、SCFでの仲間との時間と出会
いとを通じて、他者と共に生きることの喜びを知りました。これからは、人とのつながりを大切に
したいと思ったのです。
　こうして、 4 年の内であらゆるものを吸収し、恵泉での多くの出会いに支えられて、キリスト教
信仰というものを得ました。 3 年生のクリスマスにキリスト教の神様を信じて歩む道、洗礼へと至
りました。この先、自分がどうなってしまおうとも、イエスという存在が共にいる事を信じたいと
思ったのです。恵泉でのキリスト教の授業や、バイブルアワーで聖書を読み、想いを分かち合う時
間がなければ、きっとなかった選択肢です。
　恵泉で得た平和の価値観とキリスト教信仰というコンパスは、他者と共に生きるために使うこと
が使命なのではないかと思います。他者と共に生きる方法、それを考える力を恵泉は与えてくれま
した。この恵みを携えて、社会に対して何ができるのか、考えつつ歩みたいです。他者を愛するな
んてできない！と思うのですが、それでも愛する道を求めていきたいです。平和をめざす女性の大
学、恵泉が大好きです。心から感謝して感話を終えます。

人文学研究科　山本　花
は る え

江

　 2 年前の 3 月16日は、私にとって特別な日でした。その日は私の22歳の誕生日で、同時にこの恵
泉の大学の卒業式だったのです。そうして私はこの恵泉の大学を卒業し、大学院に進みました。そ
れなので私は、私の人生の 4 分の 1 の 6 年間をこの恵泉で過ごしたことになります。
　この恵泉で過ごした 6 年間は、私の人生の中で 1 番変化の多いときだったように思います。次々
にやってくる変化についていくのが精一杯で、なんとかしがみついていたら、いつの間にかここま
で来ていた。あまりにあっという間の 6 年間で、この間に私は何ができただろう、と思います。
　けれど、「なんとかしがみついていた」ということは、「必死にしがみついてこられた」というこ
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とで、それだけ私は私にとって「もう無理だ」と感じられることの中に飛び込み、それをどうにか
乗り越えて来たのではないかと思います。
　 6 年前、私が入学するときの恵泉のパンフレットのタイトルは、「Story ～世界でたったひとつの
物語～」でした。「あなたは一体どんな人間なの？自分の魅力を発見しよう、私だけの物語がきっ
とあるはず。」そんな言葉に惹かれて、私も私だけの何かを見つけたくて、私はこの恵泉に入学し
ました。
　そして私は、韓国からの留学生の子と仲良くなったことで韓国語の勉強を始めてみたら、それが
韓国への留学に発展し、その韓国で日本や日本語にふれたことで、日本語や日本語教育に興味がわ
き、大学院に進むことを決めました。そして大学院では、日本や海外での教育実習と修士論文づけ
の時間を過ごし、この時間を過ごしたことが私の将来を決めることになりました。
　このようにふり返ってみると、私は一直線に、順調にここまで進んできたように思えるけれど、
そんなことはまったくなくて、その時の私にとってはどれもが一大事でした。けれど、初めはその
ように怖かったり不安だったりして敵のように思えていたことも、その中に飛び込んで無我夢中に
なっているうちに、それはいつも、いつの間にか敵から味方に変わり、すべて私の一部となってい
きました。そして、そのように扉を一枚ずつ開けてきたら、いつの間にかここまで来ることができ
ていました。
　全力で何かに打ち込んでいたり、無我夢中になっていたりするときは、前しか見ていないので、
自分の現在地はなかなかわかりません。けれど、そのスピードや力をふっとゆるめて周りを見渡し
てみたとき、初めて自分がどんなに遠くまで来ていたかに気がつきます。「千里の道も一歩から」
というけれど、私自身も、最初から、ここまでの道がすべて見えていたら、これまでの 1 歩は踏み
出してこられなかったのではないかと思います。けれど同時に、この「千里の道も一歩から」の「一
歩」は、「やってみたら、想像していたよりもずっと簡単だよ」ということでもあるのではないか
と思います。人は何かに怖がっているときの方が、その怖いことの中に飛び込んだときよりも、ずっ
と怖くて不安なことが多いように思います。
　このように 1 歩 1 歩進んでくる時間は速めることも遅らせることもできません。でもそれは、そ
の人が経験しなければならない時間だからであり、その人の「今」にふさわしいものが、ふさわし
い形で送られるのに必要な時間だからなのではないかと思います。どのようなことでも、積み重ね
続けていくと、そのように積み重ねた量やそれに費やした時間が、その人をそれから解放してくれ
る。そのように時間を積み重ねることで見えてくることもあるのではないかと思います。
　 6 年前の私はいつも別の誰かになりたがっていました。私が持っていないものを持っている人に
憧れ、自分もそれを得ようと必死でした。
　桜を思い浮かべてみてください。寒い冬から暖かい春へと向かうとき、桜は一心に枝を伸ばし、
芽を吹き、そのように自分の姿を変えて、美しい花をいっぱいに咲かせます。けれど、桜は決して
ひまわりにも朝顔にもなろうとはしません。
　私も、ひまわりにも朝顔にもなれませんでした。けれど私は、確かに私だけの「何か」を見つけ
ることができました。それは 6 年前の私が探し求めていたものではなかったけれど、その何倍も私
にとってすばらしいものでした。
　私の名前には「花」があります。この「花」は、父と母が「花はどんなところに植えられても、



11

誰も見てくれなくても、一生懸命に、自分らしく、自分の花を咲かせる。そんな子に育つように。」
とつけてくれたものです。生まれたときからずっと私の中にあった「花」、私の中に眠っていた「花」。
私はやっとそれを見つけることができました。
　私は明日、大学院を卒業します。そして 4 月からは、今度は教師として、もう少し恵泉で過ごすこ
とになりました。 6 年前に始まった私だけの恵泉での物語も、まだもう少し続くことになりました。
　パンフレットにはこうも書いてありました。
　「ちょっと遠回りしたり、壁にぶつかっても、最後はきっとハッピーエンド。」
　本当にそうだと思います。私の物語も最後はきっとハッピーエンド。今までがそうであったよう
に、これから先の物語もきっと私だけの特別なエピソードになると思います。大切に紡いでいきた
いと思います。どうもありがとうございました。

国際社会学科　波多　光
みつ

美
み

Proses itu lebih penting daripada hasilnya...

１つの種から成る実り
一粒の砂が成す砂浜

一滴から成る波
一点の星が成す星座

一人ではできないことが二人でできること
一歳から始まる22歳の私

一年目に見えなかった世界が四年目で見えてくる世界

　これは、卒業礼拝で語る内容を考え始めて、まずは四年間でどんなことを感じたのか、気持ちを
書き留めていったときに出てきた言葉です。四年間で得た知識よりも感じたことを書き留めた理由
は、その方が私らしいと感じたからです。
　その私らしさを知るプロセスは、一秒、一分、一時間、一年と同じ長さであっても、四年間で味
わった時の速さ・長さはそれぞれ違うように感じました。
　その一日が早く終わるように感じる程に新しいことに夢中であったり、その一日が重く感じる程
に苦しみの淵に立つようなときがあったりして、一つ一つの時間は同じではありません。
　今の自分に至るプロセスにおいて、与えられた出会い・経験は様々です。この四年間で得たもの
と、削られたものは様々です。私にとって、特に心に残る出会い・経験・得たもの・削られたもの
の全てに当てはまるのは、インドネシアです。それまで、感じたことのない言語の緩いつながり、
自分らしさを導く緩やかな時間、様々な違いを受け入れつつ祈り合える人に出会いました。Nusya 
さんというヒンドゥー教の友人と木の長椅子に座って、ゆっくり長い間語り合った中で、心に残っ
た言葉があります。今でも時間が止まるように感じるのですが、彼女は間を置きつつ、こう語りま
した。
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「Proses itu lebih penting daripada hasilnya…」
　その意味は、「プロセスは結果よりももっと大切です」というシンプルな一言でした。そのこと
はすでに頭で理解していると思っていた私に、言葉で表せない安堵感を感じました。多くの悩みが
ある時を心で受け入れた時に、ぴんと張っていた糸が緩やかになる実感がしました。そのとき、大
学三年目に入る前で、これからの私に与えられたビジョン・専門・論文テーマなどを考え込んでい
た時期でした。堅い頭では理解していなかった、そのシンプルで意味深い言葉がふっと心に入って
きたのです。予期もしない場所と人と言葉を通して、まずは私自身の内を照らされました。そして、
インドネシアの時間に浸っていた時にすでに自分らしさが築かれていました。それは、四年の最後
にやっと言葉に表せるほど、形になっていきました。
　進み続ける時代において、過去と今のつながりが編み出す意味は深いと思います。時代によって
生活スタイルや価値観は変化します。その変化するスピードは、人やモノやカネや情報などのグロー
バル化・効率化によってより加速しているように感じます。その中で、インドネシアで感じた伸び
た時間はどのようにして築かれてきたのか、特に過去に同じくプロセスを経た人の歩みから大切な
メッセージを受け継ぎたいと熱い気持ちになりました。前進する近代においてインドネシアの人の
内に生きる哲学は何なのか…このような熱心に想えるまでのプロセスは、一つ一つの出会い・経験・
祈りなどが積み重なって、すぐには見えてこない意味が深まっていった結果だと思います。
　その過程において、どこの国・人にも抱える問題・失敗があります。さらには災害もあります。
そして、時代の変化による影響もあります。その意味は、その時には見えないことの方が多く、悩
み、涙し、忍耐を伴います。四年目に向き合わされた失敗があります。インドネシア留学の奨学金
に応募し、 6 か月待ち、遅れた発表の結果は不合格。その間に立てた計画は閉ざされました。それ
までの準備は何の意味があったのか、そして自分の何かが削られた気さえしました。それから、ど
のくらいの期間だったか神様・家族・友人・社会から距離を感じるときがありました。そんな時、
インドネシア語の先生でもありお母さんのようなAiさんが大学からの帰りの電車で、「Ada hikmat , 
ba」「深い意味・教訓があるのよ」と語ってくれました。不思議でした。宗教も言語も人種も異なる
のに、堅い心に染み入ったのです。電車は猛スピードで走るのに、時は止まったように感じ、うれ
し涙をこらえました。削られたのは、堅い心でした。それに気づくまでのプロセスには、自分自身
の過去と今のつながりから、神様から、人から見出していく時間がありました。そして、一人一人
に与えられた「自分らしさ」が築かれている途上を、時間をかけて歩むことに価値を見出すことが
できました。
　四年というプロセスで、今の一人の私がいます。一年目には見えなかった四年目の自分は、また
新たなプロセスに進もうとしています。どのくらい続
くプロセスなのか、どこに行き着くのか、分かりませ
ん。ただ神様だけが知っています。過去にも、今も、
そして先にも居てくださる方は、日々、必要な分だけ
様々なことを、様々な方法で伝えていると思います。
そのことに感謝しつつ、これからのプロセスを大切に
していきたいと思っています。
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人間環境学科　冨田　清
さや

香
か

　まず、入学した頃から一変した心持ちで今この場にいられることに、恵泉の友人、先生方、そし
て神様に心から感謝しています。私にとって恵泉での学生生活は、「心のリハビリ」と言える 4 年
間でした。石だらけで何も植えることもできない私の畑から石が取り出され、耕され、タネが蒔か
れ、ようやく地上に芽を出すことができました。
　私の心の畑は、私が中学 1 年生のときの親しい親戚の死をきっかけに徐々にカチコチに固まって
いきました。その彼の命日は12月25日のクリスマスです。毎年、クリスマスを迎えるたびに、目の
当たりにしてきた彼の苦しみがよみがえり、お祝い気分にはなれませんでした。そして「延命治療」

「死の恐怖」「日々の食生活」「生きること」「生きた証」「人を騙し、騙される関係」「家族の団欒の大切
さ」について考えさせられました。同時期に私の兄は戦闘機のパイロットの道へと進んでいきまし
た。兄が選んだ道が友達の反応から一般的に批判される職であることを知り、大好きな兄の考えを
理解したい思いと理解できない思いが生じ、葛藤しました。そして毎日、空を見るたび、飛行機を
見かけるたびに、兄の無事を願い、社会情勢が崩れないよう、必死で平和を願いました。このこと
から何が「正義」で何が「平和」なのか、「批判する側」と「批判される側」、「科学の面白さ」と「科
学の用い方」について考えさせられました。また兄が欠けた家族の関係は不安定なものとなり、私
の心もまた不安定になりました。学校生活では人の心の「本音」と「建前」を知り、人と関わるこ
とが怖くなりました。親の言うことすら、自分を否定しているのではないかと突っかかりました。
　これらの混乱から人間社会は醜く、自分自身も醜いという考えに至り、私には絶望しかありませ
んでした。そのため高校卒業後は浪人という名目で家に引きこもり、まず希望探しを始めました。
希望を探して 1 年、かすかに光が見えました。それが私と恵泉との出会いです。恵泉のパンフレッ
トに載っていた三本柱である「聖書」「国際」「園芸」こそ、私が希望として追い求めた答えでした。
　ようやく出会った光に希望を抱き恵泉に入学しました。希望を抱きつつも最初は人との関わりを
拒否していました。しかし、入学してすぐに声をかけてきてくれた友人たちの優しさにふれて、人
との関わりが嬉しく思えました。そして友人に誘われ、始めたポニーボランティアサークル、そこ
から知ったキリスト教センター、語学研修やカリフォルニアFSを通して友人だけでなく先輩や先
生方、スタッフの方々といった人との繋がりが広がり、人の「本音」と「建て前」の恐怖が消えて
いきました。また実際に園芸の授業を通して、虫たちには虫たちの世界が、植物には植物の世界が、
と想像していた以上に世界は地の底から空の上まで大きいことに気づかされました。
　そして人間以外の「いのち」にどれだけ人が生きていくために支えられているのか、自分が「生
きている」のではなく「生かされている」ということに気づかされたのです。人との出会いや園芸
から心が耕されましたが、それでも入学して 2 年くらいはよく心が不安定になり、自分で休息を取
りながら、部屋に籠り布団に丸まりながら、泣き腫らすことで不安を拭い、また復活しては学校に
通うということを繰り返しました。そして、そんな迷いやすい私にとって恵泉の軸であるキリスト
教がなによりも心の支えでした。礼拝があるからだけでなく、恵泉の中はその精神が日々あふれて
いることを感じられました。
　私にとってこの恵泉で学んだことは、学問的なことももちろんですが、なによりも「人との関わ
り」「信頼」、そして「前に進む喜び」でした。恵泉には支えてくれる人たちが、信頼できる人たちが、
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友人、先輩、スタッフ、先生としていました。そう
した恵泉で出会った人たちの支えから、人を信頼し
て生きていける世界が確かに存在することを知りま
した。人との関係の中で神様の恵みを感じることが
できました。絶望の中に、ここ恵泉で確かに光を見
ることができたのです。
　去年のクリスマス、親戚の死から10年の時が経ち、
ようやく家族で温かい恵みを感じられる日になりま
した。悩みに悩んでいた10年間に終わりを告げ、周

りの人たちの支えに感謝しながら前に進み、自分自身も人に寄り添うことができる人になれるよう、
新たなスタートを切りたいと思います。
　最後に、私が手本としている平和を愛し、自然を愛した環境保護の聖人であるアッシジのフランチェ
スコとの祈りをもって終わらせてください。

「主よ、私をあなたの平和の道具としてお使いください
憎しみのあるところに愛を／いさかいのあるところにゆるしを
分裂のあるところに一致を／疑惑のあるところに信仰を
誤っているところに真理を／闇に光を
悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてください
慰められるよりは慰めることを／理解されるよりは理解することを
愛されるよりは愛することを／私が求めますように
私たちは与えるから受け／ゆるすからゆるされ
自分を捨てて死に／永遠の命を頂くのですから
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 アーメン」

　私たちの暮らしにはマジョリティ・マイノリティ
が存在するが、気づけばそこは大が小を飲み込ん
でいる社会。そのような中、恵泉の教育は様々な
マイノリティに目を向けさせ、多くの気づきを与え
る。「迷惑をかけよ」との平良先生のメッセージに
よって、様々な歪みのある社会に歩み出す卒業生
たちがどう生きるべきかとの指針を与えられ、それ
ぞれの場で真の平和を築く担い手となっていくこと
を願っている。
　また、6名の卒業生の感話では、一人ひとりが恵
泉での歩みの中で受けた痛みや悲しみの中に、多
くの恵みを見出し、感謝をもって新たな一歩を踏み
出そうとする心を知った。これを読む卒業生・在学

生にも多くの恵みが降り注ぎ、「迷惑をかける」勇
気が与えられるよう心から祈っている。

　宇野　緑（キリスト教教育主任）
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