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特別号

2013年　特別号

　「背中から抱きしめる神」

片岡　謁也
（日本キリスト教団 若松栄町教会牧師）

11 マリアは墓の外に立って泣いていた。泣きながら身をかがめて墓の中を見ると、12 イエスの遺体の
置いてあった所に、白い衣を着た二人の天使が見えた。一人は頭の方に、もう一人は足の方に座って
いた。13 天使たちが、「婦人よ、なぜ泣いているのか」と言うと、マリアは言った。「わたしの主が取
り去られました。どこに置かれているのか、わたしには分かりません。」14 こう言いながら後ろを振り
向くと、イエスの立っておられるのが見えた。しかし、それがイエスだとは分からなかった。

（聖書：ヨハネによる福音書20章11節～14節）

　2011年３月11日午後２時46分、私たちには忘れられない時となりました。すべての人にこの時までの
物語が、すべての人にこの時からの物語があります。あれから丁度二年になります。あなたは、あの
地震の時、どこで何をしていたでしょう？　私はあの地震の30分前、会津若松駅に連れ合いを送り、牧
師館に戻ってあの大きな地震に遭遇しました。
　今までに体験したことのない大きな地震、大変なことが起きたと直感しました。事実、その後の映
像や報道によってこの国の直面する大きな課題を示されていくのです。その瞬間には思いも寄らなかっ
た東京電力福島第一原子力発電所の事故によって、今なお私たちが直面する課題は重く大きいのです。

卒 業 礼 拝 　 奨 励
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　あの日は金曜で地震当日と翌日に教会員の安否を確認
できたこともあり、３月13日日曜の礼拝後、愛車で仙台
を目指しました。２年前の今日のことです。私は普段、
集会や会議のため週のうち２日を180キロ先の仙台で過
ごします。通い慣れた東北自動車道は地震直後から閉鎖、
一般道も混乱し大渋滞だと報じられています。そこで大
雪の峠道を北上し山形経由で仙台に到着できました。
　仙台は異様な光景でした。停電で家々の灯りはもちろ
ん、街頭や交差点、店舗の看板も見えない闇の街。賑や

かなはずの夜の仙台が静まりかえっておりました。愛車のヘッドライトのみを頼りに暗い街をゆく。
ライフラインが断たれた暗黒の世界、道を往く車輌も見当たらず、人間の気配を見出すことも困難な
状況のなか、途方に暮れました。そして、幾度も神に問いました。「なぜ今、なぜここに、なぜこんな
ことが……」。神に「なぜと問うな」という人がいます。けれども多くの人が、神に問うたのです。「いっ
たいなぜ……」。
　ここ東京も大混乱だったことを知っています。あなたも、大変な時を過ごしたことでしょう。あの
震災でお知り合いやご家族が大きな被害を被った人もおられるでしょう。
　被災地の状況は刻々と変わります。当然ながら支援内容も安否確認から物資の調達、住環境の整備
と復旧、心のケアを含む傾聴と行政交渉など、初動から進化・深化します。仙台市中心部にある教区
センターエマオは、震災直後幸いにも電気水道電話が通じました。頑強な筐体とライフラインが確保
できている状況から、震災４日後の３月15日、教区センター内に「東北教区被災者支援センター」を
立ち上げることができました。現在に至るまで、今日もその活動が展開されています。恵泉女学園大
学のサマーキャンプで、またシクラメン・プロジェクトで被災地を訪ねてくださった大勢の皆さん、
ありがとうございます。本当に励まされます。
　地震の２日後、礼拝を終えて仙台に飛び出した私が走り回っている時、連れ合いは緊迫した状況に
ありました。東京電力福島第１原子力発電所の爆発と炉心溶解を隠蔽しようとする同社や政府の動き
に先んじて、12日の早朝から反原発の活動家である知人たちが続々と牧師館を訪ねてきました。数時
間牧師館で仮眠した後、家族単位でさらに先へと避難していくのです。子どもたちはゴーグル、マスク、
レインコートで被曝を避けていました。あの時、マスコミと政府は被曝の危険性を一切伝えませんで
した。
　「原発から100キロ離れた会津若松も決して安全圏ではない、あなたもすぐ避難しなさい、あなたが避
難しないと周りの人たちは事の重大性と危険性に気付かない」という言葉を連れ合いに残して25名の
親子が牧師館からさらに先へと避難していくのです。
　その言葉に触れて、彼女の均衡は徐々に崩れはじめました。東京在住の長男がレンタカーを手配し
四男と姪を迎えに来て、三重県鈴鹿の弟宅に避難させました。二人を送り出し牧師館で独りになった
連れ合いは、自分は会津若松に止まると半ば覚悟を決めていたのだけれど、新潟までの高速バス運転
再開のニュースを聞いて翻意しました。仙台に常駐していた私の携帯電話に、「私も避難して良いです
か」と問いました。私は、そこに止まれとは言いませんでした。言えませんでした。小学校卒業式に
出たいと泣く甥を引きずるようにして、一日遅れて四男と姪の避難している鈴鹿へ辿り着きました。
この時から彼女の眼は色彩を失った、と後に語りました。
　鈴鹿で過ごす二週間、彼女は自らを責め続けました。泣き続けました。教会の扉を閉じて、沢山の
友人を残して自分は逃げてきた、と責めました。折しも受難節、イエスを裏切り見捨てた弟子の姿を、
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自分に重ねて泣き続けました。
　鈴鹿で泣き続ける母親を憂いて四人の息子たちが連れ合いに語りました。「お母さん、自分を責めな
いで。お母さんの判断で弟（四男）の生命が守られたのだから」。その息子たち、弟家族たちと過ごす
なかで連れ合いは徐々に色彩を取り戻してゆくのです。２週間鈴鹿に滞在した後、３月末に会津若松
に帰還しました。
　内部被曝によって放射線が遺伝子を破壊し分断することは広く知られるようになりました。そして
原発事故は被災者と支援者を、友人知人とわたしを、親子夫婦親戚という家族をも分断します。農家
に嫁いだ知人の話です。彼女には幼い二人の子どもがいます。同居する義理の両親が心を込めて育て
収穫してくれた米や野菜、そして果物をどうしても我が子に食べさせることができない。彼女は家族
が寝静まった真夜中の暗闇の台所で、両親の作物を遠隔地の信頼できる食物と密かに入れ替えるので
す。密かに、闇のなかで……。お前は気にし過ぎだ神経質だと言う夫たちの言葉に孤立感を深める母
親たち、修学旅行先の観光地でフクシマから来たことを隠す中高生たち、子どもたちを除染作業へ駆
り出す学校に抗議したことで白眼視される親たち、我が子がいつ癌を発症するのだろうかと苦しむ親
たちが、今、この時も孤立感で呻いているのです。
　会津若松に帰還した連れ合いが、やがて「放射能から子どものいのちを守る会・会津」、「会津放射
能情報センター」を立ち上げます。その多様な営みを通して、孤立していた人びとが互いに出会い、
悲嘆を吐露し分かち合う場を提供しています。
　原発、放射能はDNAを分断します。そして、人間関係を分断します。さらに大自然と人間をも分裂
させるのです。しかし、同センターはその現実に抗いながら、孤立した人と人とを出会わせ、分断さ
れた関係を繋ぎ合わせようと挑んでいます。

　ご一緒に読んだ聖書の箇所には、イエスキリストの復活に関わる出来事が記されています。十字架
で殺され葬られたイエスの墓へマグダラのマリアという女性が来ました。その時そこにあるはずのイ
エスの亡骸はなかった、と聖書は伝えています。それを見て弟子たちはイエスの復活を信じ、仲間の
所へと帰っていきます。しかし、「マリアは墓の外に立って泣いていた」。
　マリアは「罪の女」とされていた女性です。もちろん男性優位社会の中で強者である男性の側から
一方的に貼られたレッテルですが、自分のことを責め続け後悔に支配されたマリア。彼女はイエスと
の出会いを通して「罪の女」という縛りから解き放たれました。こんな自分をかけがえのない存在と
して受け止め愛してくれるイエスに、私は付いて行こう、イエスを信じその背中を見つめながら追い
かけて行こう。イエスとの出会いから彼女の新しい人生が始まりました。
　最期には十字架で殺されたイエス。けれども悲しむマリアにはイエスとの数々の思い出と、その亡
骸が残されている。イエスの遺体に触れ労ることを通して「葬りの営み」を重ねていこう、いつの日
かきっと慰められる時が来るはずだ……そんな思いを抱いたことでしょう。しかし、そのような彼女
の思いが打ち砕かれ、絶望の淵で泣いていた独りぼっちのマリアの姿を聖書は記しています。

　泣く女マリアの背後に復活したイエスが立っていました。マリアは「それがイエスだとは分からな
かった」と聖書は伝えます。マリアはイエスの後ろから付いて行く女性でした。自分の前を行くイエ
スの背中にすがり、自分の先にいるイエスを見つめ新しい人生を噛みしめていた女性です。いま、そ
の彼女の背後に復活のイエスが立っている、と聖書は伝えるのです。
　皆さんは、背中から抱きしめられたことがありますか？　彼氏から、あるいは男性でなくてもあな
たの大切な人に背中から抱きしめられた経験がありますか？　あなたは、あなたの大切な人を背中か
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ら抱きしめたことがありますか？　私は、私の大切な人を背後から抱きしめます。そして私もまた、
大切な人から抱きしめられることによって、深い安心を得ることができるのです。
　ここで描かれる神は、自分の前を行き早くこちらへおいで、早く追いつきなさいと手招きする神で
はありません。天上高くから人間を見おろす神ではありません。復活の神イエスキリストは、マリア
の背後に立ち、マリアの背中を抱きしめる神です。そのような神の姿を聖書は示しているのです。悲
しみと痛み、寂しさと辛さ、そして狼狽と不安の中に置かれるこのマリアの背後に立ち、独りぼっち
だと泣くマリアの、そしてこの私の背中を抱きしめ、共にいてくれる神。それが復活の神イエスキリ
ストなのです。
　皆さんの席からは見えづらいかもしれません。私は今日、ジャケットの上に赤い布を帯びています。
これは日曜礼拝の時、牧師のガウンの上に帯びるストールというものです。オキナワの公設市場で購
入した着物の帯を連れ合いが縫い、ストールにしてくれました。五つの四角と四つの四角がデザイン
されており、その意味は「いつ（五）の世（四）までもあなたと共に」。オキナワの恋人が交換するミンサー
織りです。聖書の約束の言葉「神は私たちと共にいてくださる」「恐れることはない、私はあなたと共
にいる神」の約束を身に帯びて礼拝を捧げるのです。
　3.11東日本大震災から２年が経ちました。いまなお、私たちとこの国の直面する課題は大きく重いで
す。いまこの時も孤立感と不安で嘆き泣いている沢山の人びとがいます。けれども……。けれども、
この私の背後に立ち、背後から抱きしめ寄り添っていてくれる神イエスの姿を思い描きながら、「いつ
の世までもあなたと共にいる」というその宣言を忘れないで生きてゆきたいのです。

　卒業生の皆さん、おめでとうございます。これから先の人生で沢山の課題、重く大きな課題に直面
するでしょう。でも、あなたの背後に共にいてくれる神を思い、信じながら生きてください。それぞ
れの生命を最後まで生き抜くことができるように祈っています。

日本語日本文化学科　渡邊　友香

　まず初めに、礼拝という場で、このように壇上に立たせていただいたことに対して、感謝の意を申
し上げます。
　恵泉に入るきっかけは母親の推薦でした。高校時代は周りに友達と呼べる人がおらず、授業は退屈で、
窃盗事件も頻繁に起きるといった、思い出すのが辛い３年間を送りました。ストレス発散法として小
説を書き始め、いつしかそれがやめられなくなり、そこから日本語について興味を抱いて、大学では
この分野を研究したいと思い、恵泉に入りました。
　今思えば、恵泉を選んで良かったと思います。緑に囲まれた静かなキャンパス。少人数制というこ
ともあってか、友達はすぐにできました。
　さらに恵泉は、他大学と違って日本語について、古典や歴史だけでなく文法や語彙･表現方法などの
分野も、積極的に授業として取り上げていました。１年生は基礎の授業ばかりでしたが、授業スタイ
ルが高校とは異なり、学生主導で進んでいることが新鮮で楽しくて仕方がありませんでした。２年生
からは、日本語に関する授業が履修できるようになったので、履修登録表を日本語の授業で埋めました。

卒 業 生 感 話
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ついでながら日本語教員も目指しましたが、自分が本当にやりたいのが日本語の研究であることを思
い出し、３年生からは研究の道を進みました。
　研究と言っても、具体的に日本語のなにを研究したいのかは決まっていませんでした。３年生から
始まったゼミで役割語という存在を知り、｢わしが学長じゃ ｣と聞くと、発話者が高齢の男性であると
想像でき、またセレブな奥様の言葉遣いを想像したとき、｢わたくしは社長ざますのよ｣と、実際にそ
のような言葉遣いは使われていないのに、いかにもその人物が使用していそうな、誰もがそれを聞くと、
発話者の年齢や性別、職業･身分などを想像できる言葉遣いのことをいいます。
　これを研究していくうちに、日本語が、瞬時に年齢や性別を判断できる言語であることに気づきま
した。英語やスペイン語では、台詞の後ろに説明を加えたり、男性詞･女性詞を用いて分けたりしなけ
ればならず、日本語のようにその単語だけで、発話者の年齢や性別を判断できることはありません。
その不思議さに魅了された私は、この謎を卒論で取り上げ、またこの謎の研究を続けたくなって、大
学院へ進むことを決めました。
　私にとって｢日本語｣は、母語であるけれども謎に満ちた言葉です。底なし沼のように奥深くて、一
度のめり込むとどんどん沈んでいく。正しくて美しい日本語で小説を書きたいという目標から始まっ
たこの道が、いつしか日本語研究や謎解明の道に変わっていて、私の中に｢日本語の研究者になる｣と
いう新たな夢が生まれました。これもひとえに、恵泉で日本語について研究できた、恵泉が研究する
場を与えてくれたおかげです。
　また、私にとってとても新鮮な体験となったのは、学生課の推薦で４年生から始めたノートテイク
でした。聴覚にハンディキャップを持つ利用者の耳に代わって、先生方がおっしゃった言葉をパソコ
ンで打ち出す作業は、初めは慣れず苦労が尽きませんでしたが、回を重ねるうちに慣れていきました。
　それでも誤字脱字はあって、利用者の方にはご迷惑をおかけしましたが、この活動を通して感じた
ことが一つだけあります。それは、音が聞こえないというのは、活動に参加する前はたいしたことな
いと思っていましたが、実際は目が見えないことと同じくらいに大変なことである、ということです。
聴覚にハンディキャップを持たない者達が、いかに音に頼って生活しているか痛感し、視覚もさるこ
とながら聴覚も、生きていく上で欠けてはならない大事な器官であることを思い知らされました。こ
の活動は、大学院へ行っても続けていきたいと思っています。この先の未来に、このような活動にい
つまた出会えるか分かりませんし、もしもそのようなハンディキャップを持つ方々と巡り会うことが
あれば、活動を通して得た知識を活かして、支援の手を差し伸べてあげたい。それよりもまず社会には、
支援を必要とする方が大勢いることを忘れないのが一番であると、活動を通じて学びました。
　また視覚障がいのある方の卒業論文をお手伝いした際は、｢相手は目が見えないからしっかり支えな
くちゃ ｣という思いで、支援をさせていただきました。しかし相手の方が、ハンディキャップを物とも
せず、私と変わりなくパソコン等の操作をしているのを見て、自分の中に彼女達に対する偏見がある
ことを知りました。今ではそれも改善したと思いますが、当時に学生課から声がかけられず、やみく
もに月日が流れこの日を迎えていたら、おそらく私は昔の私のままだったかもしれません。
　この４年間、恵泉でなにを学んだのか、学べたのかについて、今はまだはっきりとしてはおりません。
しかし私を、今壇上に立っている私に変えてくれた恵泉女学園大学という大学に、そのような大学を
勧めてくれた母親や、一番初めに友達になってくれた親友。彼女を通してできた沢山の友達。また、
ゼミの仲間達。自身に偏見の意識があることを教えてくれたノートテイク、その活動を利用している
方々、参加している方々、それを勧めてくださった学生課の方々。そしてなによりも、日本語の研究
者という夢を私の前に提示してくださった秋元先生や、その他お世話になった先生方に、言葉ではこ
の気持ちを完璧に表すことはできませんが、心から感謝しております。
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　このような私ですが、４年間お世話になり、また心身共に支えていただいて、誠にありがとうござ
いました。

英語コミュニケーション学科　酒井　紗良

　「私は恵泉生です」そう人に自己紹介をし始めてから、あっという間に10年が経ちました。小学６年
生になろうとしていた春休み、母の母校である恵泉にどうしても入りたくて両親を説得して中学受験
をさせてもらえることになりました。小学生の頃の私は、人見知りが激しく、このように人前で話す
事も大の苦手。家族の前でも自分の意思を伝える事が上手くできない子でした。今思い返してもそれ
までにあれほど強く望んだ事はありませんでした。それぐらい、私は「恵泉生」になりたかったのです。
そこに居場所があるのではないかと感じていたのです。
　皆さんは恵泉の３本柱を覚えていますか？「聖書」「国際」「園芸」です。一見、この３つはバラバラの
言葉に見えます。しかし、どれも他者理解だけでなく、自己尊重や自分らしさを重んじる恵泉の教育
に欠かせないものであったと今改めて実感しています。
　「聖書」や「キリスト教」の授業、毎朝の礼拝では、宗教の中でのキリスト教の知識というよりは、
聖書の言葉の中に含まれたキリスト教精神の本質を理解していくものが多かったように思います。ま
た自分の意見を聞かれる事が多く、信仰を持つ、持たないに限らず、一人の人間としてどのように生
きていくか、どのような考え方、心を築いていくかを考えさせられました。「人にしてもらいたいと思
うことを人にもしなさい」恵泉に入学して初めて教えられた聖書箇所がこの言葉でした。この言葉の
意味を、恵泉生活の中で何度も考える機会がありました。私は大学入学してすぐにシェアリング部と
いう児童養護施設でのボランティアをする部活に入りました。そこで暮らす子供達は可愛らしい子供
らしさと同時に感情の起伏が激しく自身でのコントロールが難しい不安定な面も見受けられました。
そのような子供達を目の前にして、どのように接するか何をすべきか悩んだ時期もありました。そこ
で浮かんできたものが「人にしてもらいたいと思うことを人にもしなさい」という言葉です。果たし
て「人にしてもらいたいと思うことをする」の意味はどういうことなのでしょうか。私は考えていく
中で、「人にしてもらいたいこと」は主観的な意味でなく、相手が何をしてほしいのか考え実行するこ
とではないかと感じました。今後また迷いがうまれた時、私はやはりこの聖書箇所を思い起こし、こ
の箇所を軸に答えを導いていくと思います。
　２つ目の国際。国際社会の授業では、私たちが目を背けがちな戦争、貧困、伝染病、人種差別、人
身売買などの様々な現実を時には写真や映像を用いて教えていただきました。そこから見えてくるも
のに対しての感情は、私にとって単純なものではありませんでした。戦争で傷を負った人々、地雷を
踏んで足を失った子供、自分の子供をお金のために売る親、これらの事実を見ると世界はなんて不公
平なのだと感じ、また日本で良かったと感じてしまう自分もいました。しかしながら、貧困の中に飾
らない子供達の笑顔があり、寄り添い合う親子の姿があり、それらを私は美しいと思いました。世界
のほんの一部を知ったことで、現在の日本、そこで生きる自分を見つめ直すきっかけになりました。
目まぐるしい速さで時代が動き便利になっていく一方で、私は時に物に囲まれながら孤独を感じる瞬
間があります。与えられている恵みに気づかずに生きていたり、その恵みを分かち合う、分け合うこ
とをせずに毎日ただただ時が経っているだけの自分に気づき、何度もハッとさせられました。ある授
業の中で、「幸せとは何か」と問われた事がありました。私は、今、感謝を知っている事ではないかと
思うのです。多くの恵みを与えられていてもそれらに対して感謝の心を見失った時、それらは枯れて
しまうのではないか。様々な教えを通してそう思うようになりました。
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　最後の「園芸」は誰もが一度は「なぜ園芸をするのだろうか？」と疑問に思ったことがあるのでは
ないかと思います。私は中学生からでしたので７年間園芸をしていました。恵泉中高はグラウンドが
小さくプールもないのにグラウンドと同じくらいの広さの畑がありました。教室の窓からその畑を見
るたび、私は「個性的な学校だなー」と感じたのを覚えています。収穫した大きな野菜を新聞紙にく
るんで決して近くはない自宅まで持って帰るのも少々恥ずかしくも思いましたが、自分が育てた野菜
がお夕飯に使われているとなんだか誇らしい気持ちにもなりました。７年間園芸をしてきた私ですが、
園芸についてしっかりと考えるようになったのは大学２年になってしばらくしてから、もう園芸が必
修科目ではなくなった時です。大学２年からの２年間、私はキャンパスアテンダントをさせていただ
きました。オープンキャンパスなどを通して様々な方々に恵泉を伝える活動をしてきました。そこで
改めて恵泉生活を振り返り、恵泉で培ったことを思い返す機会になりました。その中で園芸という教
育は、単純に収穫する楽しさだけでなく、１人の女性として「何かを育てる」ことでうまれる労苦と
喜びを学ぶ必須科目であったとわかりました。園芸を教えられた事を誇りに思い、そのような思いが
積み重なり、私は私らしい言葉で恵泉を伝える事ができるようになっていきました。
　明日、私達は恵泉女学園を卒業します。恵泉に通わなくなる、私には想像ができないことです。こ
の10年間を振り返ると、やはり「感謝」というその言葉に尽きます。楽しい事も悲しい事も思いきり
話せる、時にはお互いを叱ることもできる友人に出会いました。信頼できる教職員の方々に出会いま
した。自分が何を望んでいるのか、自分はどのような人間なのか、自分と真っ直ぐ向き合う場を与え
られました。小学生の時には考えられなかった、人前で話すということが今できているのも恵泉あっ
てのことです。恵泉にいられた事は、私の唯一の自慢です。この感謝を胸に、今度は私が「恵泉の看板」
になれるよう恥ずかしくない生き方をしていこうと思います。10年間ありがとうございました。

文化学科　千葉　里紗

　４年間を今改めて振り返ると、楽しかったと思えますが、正直言っていいことばかりではありませ
んでした。大変な思いもしたし、つらい経験もしたし、初めて友人や後輩に対して怒って注意をした
ために、嫌われないかと不安だったこともありました。ですが、これらの出来事は今のわたしになる
ために必要なことだったと、卒業を控えた今強く感じています。
　受験生の時、わたしは滑り止めの大学にさえ合格できないという宙ぶらりんの状態だった時期があ
りました。戻ることも、進むこともできず、友人が次々大学生というスタートラインに立つ中、わた
しだけが取り残されたように感じ、強い孤独感を抱えていました。高校３年まで大きな失敗もなく過
ごしてきたわたしは、ここで初めてとてつもない不安を体験しました。そんな中、まだどこか願書を
受け付けているところはないかと必死に探した末に出会ったのが、ここ恵泉女学園大学でした。大き
な不安の中で出会った恵泉は、わたしにとって希望、と
言いたいところですが、当時のわたしは心のどこかで不
貞腐れていて、不満ばかり感じていました。あの時もっ
と勉強していれば、今頃は恵泉じゃない別の大学に通っ
ていたのになあという思いが常にわたしの中に渦巻いて
いました。「ここはわたしの居場所じゃない」そう思い
つつも、何にも属さない不安感と、高校の時に慣れ親し
んでいた歌うことへの興味から、わたしはなんとなく聖
歌隊に入りました。



88

　心のどこかで不満を抱えていても、歌うことは楽しいし、少しずつ大学生活にも慣れてきて友人も
できました。ですが、受験期の後悔を引きずり「ここはわたしの居場所じゃない」と考えていたために、
練習をサボることがあったり、時には授業でさえ無断欠席をしたりしました。それでも、時間は容赦
なく進むもので、気づけばあっという間に12月のクリスマスコンサートが終わっていました。当時の
私は、あれだけ「嫌だ、ここはわたしの居場所じゃない」と思っていても、過ぎてしまえばあっけな
いものだなと感じただけの１年でした。帰宅すると、コンサートに来てくれていた祖母が「あなたが
受験生の時は心配で、大丈夫かしらねえと思ったけれど、今日コンサートを聞いて安心したわ。色々あっ
たのは、ここを選び取るために必要なことだったのね。」と言っていたと母が教えてくれました。
　実は祖母は、わたしが大量に受けた大学の受験料を一部負担してくれていたのです。志望校に合格し、
みんなと同じように大学生になることしか見えていなかったわたしは、「ここ受けたい」と言った希望
がどうしていくつも通るのか何も疑問に思っていませんでした。それだけではありません。受験は自
分一人が頑張ったもので、誰の助けも借りていないとまで思っていたのです。そして、わたしが抱え
ていた宙ぶらりんの不安感は、「わたしが感じていることなのだから、わたしだけの問題、わたしだけ
がつらい思いをしている」とばかり思っていたのです。ですが本当は、こうして陰ながら支えてくれ
ていた人がいました。物や環境を常に万全に整えてくれた人、わたしが不合格通知を受けるたびに心
配し「次こそは合格できますように」と祈ってくれた人。見える面でも、見えない面でも支えられて、
わたしは恵泉と出会い、今こうして感話を述べることができています。このことに気づき、あのつら
く不安だった受験期の体験も、祖母の言葉で「必要なこと」と受け入れられてやっと、わたしの心の
中にあった不満や後悔も消化して自分の一部にできたような気がします。
　わたし、恵泉って不思議な空間だなあって思っています。こちらがあんなに「わたしの居場所じゃ
ない」って拒絶していても、何にも言わずにただ寄り添ってくれているような空間が恵泉のいたるとこ
ろにあったからです。友人と集まって話した食堂や、お昼ご飯を食べたキリスト教センター、お茶を
飲みながら様々なことを相談しあったゼミ室など、気が付けば「居場所はここじゃない」と思ってい
た恵泉に、わたしの居場所がたくさんできました。わたしは決していい子じゃありません。嘘もつくし、
イライラをつい人にぶつけてしまうこともあります。そんなわたしでも、恵泉に関わるみなさんは決
してわたしを見捨てたり、切り離したりすることはしませんでした。この「どんなわたしでも受け入
れられている」という安心感のおかげで、わたしは周りを見渡してみる余裕が生まれました。つらかっ
た体験も、大変だったことも「あー楽しかった」って自分の一部にするために必要なことだったのだと
思えるようになりました。
　今度はわたしが、「恵泉」という暖かく優しい泉からいただいたこの恵みを使って、恵泉のように誰
かに寄り添い、時にこの恵みを交換し合えるようになりたいと思います。今度は、戻ることができな
いとも、周りから取り残されたとも思いません。つらくなったら、不安になったら、恵泉で得たもの

が「大丈夫、あなたならできるよ」と力強く背中を押し
てくれるからです。どうしても休みたくなった時に、「お
かえりなさい」と受け入れてくれる場所があると知って
いるからです。いつでも自分を受け入れてくれる場所が
あるというこの大きな安心感と、恵泉で得た恵みの泉を
心に抱いて、いい子じゃないわたしでも胸を張って卒業
したいと思います。
　最後になりましたが、わたしと関わってくれた多くの
方と、この場に集い、静かに耳を傾けてくれた皆さんに
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心からお礼申し上げます。ありがとうございました。

人文学研究科　平山　志保香

　本日、皆様とともに卒業礼拝の日を迎えられたこと、そしてこの場でお話しさせていただけること
に心から感謝申し上げます。
　この場でお話しさせていただくにあたり、恵泉と出会って大学・大学院と進んできた５年間をゆっ
くり回想いたしました。５年間を通して思うことは、とにかく恵泉に来てよかったということです。
　日本語日本文化学科に入学した当初の私は将来に夢や希望もなく、自分に自信もなく、その日その
日をただ何となく過ごしているような怠慢な学生でした。また毎日講義で課される宿題やレポートは、
自分の意見などを要求されているものが多く、慣れない作業に悪戦苦闘の連続だったことを覚えてい
ます。
　しかし恵泉ではこれまで触れたことのなかった「園芸」や「聖書」に関する講義があり、それらに
とても興味を魅かれました。また疑問や質問が浮かんだ際に先生方は温かくお答えくださり、自ら学
ぶことの楽しさや考えることの面白さを感じるようになりました。
　そして大学２年の半ば友人の勧めをきっかけに、日本語教員養成課程の主専攻に登録することを決
めました。近現代文学のゼミに入っていたこともあり、文学作品に見られる日本語について興味や疑
問があったことも登録を決めた理由の一つです。先に課程の科目を取得していた友人たちから一歩出
遅れる形となってしまいましたが、先生方や友人に支えていただきながら充実した日々を送ることが
できました。
　そして様々な日本語に関する講義を受ける中で、日本語教員になりたい、もっと日本語について学
びたい、研究してみたいと感じ始めていました。そして大学院と５年制の存在を知り、現在の担当教
授である秋元先生にご相談致しました。先生はこのような不出来な私を迎え入れてくださり、大学院
入試に向けて研究内容などについてご指導くださいました。また、この時進学の相談をするため実家
に電話をかけたのですが「やりたいことをやってみなさい、人間いつ死ぬかわからないんだから」と
いう母の言葉が今も私の背中を押しています。そして４年生に進級すると同時に大学院の人文学研究
科へ入学いたしました。
　学部４年生としては、日本語学校での実習に向けての準備や卒業論文の作成に追われ、院１年とし
ては学部とは違った密度の高い内容の講義に戸惑いながら、自分の考えを導き出すことに精いっぱい
でした。この時はとても苦しく、自分の不甲斐なさに落ち込むこともありましたが、今となってはい
い思い出になっています。特に日本語学校での２週間の実習は緊張の連続でしたが、教壇実習だけで
なく様々な先生方の授業風景を見学させていただいたことで、自分がどんな日本語教員になりたいの
かという理想図を描くきっかけになりました。
　実習と卒論を無事に終え、学部を卒業した私は大学院２年生になりました。昨年は恵泉で学ぶ留学
生のみなさんの前での実習、そして国際交流基金のインターンで伺った韓国の仁川大学での実習、そ
して先日国際交流基金関西国際センターで行われた「日本語教育現場体験」と、様々な場で日本語を
学ぶ学習者の方々と出会い交流し、「教える」という体験をさせていただく機会に恵まれました。それ
ぞれの実習で日本や海外で日本語を学ぶ、また指導するということの一部分を、身をもって感じてき
ましたが、どの実習も共通に考えたことは「教える」ことは同時に「学ぶ」ことであるということです。
実習を終えたときに反省しもっと日本語について勉強していこうという気持ちにさせられたこと、ま
た学習者の方との交流の中で日本についての魅力や特徴を再発見したこと、「教える」という体験を通
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じて「学ぶ」ことが多くありました。私はまだまだ自信がないため「教える」という体験は「させて
いただく」ものであるという認識が強く、学習者の方々には毎回申し訳ない気持ちでいっぱいです。
でも、一方的に「教えている」のではなく、私も「学んでいる」という謙虚な気持ちはこの先何があっ
ても忘れてはいけないことではないかと考えています。
　私はこれから日本語教員として働いていきたいと考えていますが、まだまだ日本語について勉強し
たり、考えたりしたいという気持ちもあります。将来について考えると悩むことはたくさんありますが、
自分と現実に向き合いながら邁進していきたいです。きっと恵泉に出会わなければ、自分がやりたい
と思えることを発見できる充実した日々を送ることはできなかったことでしょう。恵泉の温かい空気
と緑に囲まれた心安らぐキャンパス、そして恵泉に集うみなさんの優しさに出会えたからこそ、こう
して未来へ向けて明るい気持ちで今日この日を迎えられたのだと思います。
　最後になりましたが、いつも情けないほどの不安ばかりを抱えた私を温かく時には厳しく導いてく
ださった秋元先生をはじめとする先生方ならびに職員の方々、そして一緒に修了の日を迎えることが
できました院生のみなさん、私を支えてくれた家族、この場にいらっしゃる全ての方々に心から御礼
申し上げます。

国際社会学科　岡田　実咲

　私は恵泉での４年間を通して「人との出会いは自分を変える」ということを学びました。卒業を明
日に控えた今日は、誠に勝手ながら私の４年間を振り返りたいと思います。しばしの間お付き合いく
ださい。
　桜が咲き誇る坂道を登り、春の暖かい日に入学式を迎えた私の心は晴れずにいました。なぜなら恵
泉は滑り止めで受けて泣く泣く入学した大学だったからです。大学進学のために上京して一人暮らし、
授業に出席するのも面倒臭かった私は、学校を休みがちな学生でした。そんな私を救ってくれたのは、
入学式で出会った友人たちです。「今日は学校にこないの？」「次の授業を休んだら単位もらえないよ！」
私を心配するメールを送ってくれたり、時には叱ってくれる友人たちのお陰で、こんな自分を支えて
くれる人たちがいることが分かり、私は学校に通えるようになりました。
　人見知りで消極的な自分を変えたいと思い、２年生の時にはタイ国際ワークキャンプへの参加を決
意しました。毎月一回の準備会に参加して、スタッフやメンバーと共にタイ語やマナーの勉強、出し
物の準備などを進めていきましたが、出発を目前に控えた３月11日に東日本大震災が発生しました。日
本中が混乱に包まれる中、タイワーク中止の連絡。悔しがるスタッフ、涙を流すメンバー。しかし私は、
悔しいという気持ちにならなかったし、涙もでませんでした。その時、消極的だった自分がタイワー
クに参加すると決断できたことに満足して、タイワークの活動内容に本気で取り組んでいなかったこ
とに気が付きました。悔し涙を流すメンバーがとても羨ましくて、みんなと同じように悔しい気持ち
になれない自分に、とても腹が立ちました。そんな矢先、タイワークを担当している先生から、もう
一度タイワークに参加しませんか？とお誘いがきました。今度こそ本気で取り組みたいと思い、再び
３年生でタイワークに参加することを決意。一番年上のスタッフとしてグループをまとめる役目も任
されました。人見知りがコンプレックスだった私に、後輩たちはフレンドリーに接してくれて、年の
差など感じない仲間を得ることができました。
　２年次、３年次でのタイワーク参加により、学年を超えた友人を作る事ができ、また、物事に対し
て常に本気で取り組む積極性が身に付いたと思います。タイワークを通して自分に少し自信がついた
私は、４年生という最後のチャンスにタイ長期フィールドスタディへの参加を決意しました。ずっと
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関心のあった「フェアトレード」について学ぶことを目的に参加した長期フィールドスタディは、一
人暮らしをしたり、カフェでタイ語や英語を駆使して接客したり、農村へホームステイをしたり、と
ても充実した日々を送る事ができました。忙しい日々の中で、しっかりと自分の目標を持って物事に
取り組む姿勢が身に付き、また、１２人の素晴らしい仲間にめぐり合い、約半年間の集団生活では互
いを思いやる気持ちの大切さを改めて実感することができました。
　恵泉に入学して、今回のお話では語りきれないくらいの心に残る多くの経験、素晴らしい人々との
出会いがあり、私はここまで成長することができました。最初は不安で仕方なかった大学生活、内気
な性格から初対面の人に対して、そっけない態度をとってしまい、冷たい人だと思われることもしば
しばありました。でも、こんな私を大切にしてくれた友人、可愛がってくれた先輩、慕ってくれた後輩、
見守ってくださった先生方、たくさんの方に支えられて私は無事に４年間を終えることができます。
何度も繰り返すようですが、私の成長は、親しみをもって接してくれる指導者、少人数だからこそ深
い絆で繋がれる友人たちがいる恵泉だからこそ成し遂げることができたと思っています。入学当初の
引きこもりから、世界へ飛び出せるほどにまで成長できるなんて思ってもみませんでした。今では恵
泉に入学して、本当に、本当に良かったと心の底から思います。もっと早く恵泉の魅力に気付いてい
れば、大学生活を今よりずっと充実したものに出来たのではないかと後悔しているくらいです。私は
春から、人と人とを繋げる仕事に就きます。恵泉で教わった「人との出会いは自分を変える」という
ことを、今度は社会にでて色々な人に伝えていきたいです。卒業しても、恵泉だから出会えた人々、
学びを忘れず、恵泉での教えを広められるような生き方を志したいと思います。４年間、私と関わり
を持って下さったみなさまに心から感謝します。本当にありがとうございました。

人間環境学科　大石　南

　クロッカスが咲き、木蓮の花が開き、恵泉のキャンパスにも春が訪れました。私達も、大学で学ん
だ知識や教養を社会で生かす時を迎えています。社会へ出発するために、４年間の歩みを静かに振り
返る時が訪れています。このような場で話す機会を頂いた事に感謝します。
　恵泉女学園大学での学びを通して、他者に支えられ、生かされている事に私は気付くことができま
した。４年間の学びを振り返った時、以前に出会った「足跡」という詩を思い出しました。その詩を、
簡略して説明させて頂きます。
　ある晩　わたしはイエス様と一緒に砂浜を歩いている夢を見ます。私の人生が空いっぱいに映しだ
されます。そこにはイエス様と私の二つの足跡が砂の上についています。足跡の一つは　わたしのもの。
もう一つはイエス様のもの。私の人生が最後のシーンを映し出した時、私は足跡を振り返ります。す
ると、一人分の足あとしかないところがある事に気付きます。そこは、私の人生でどん底で一番悲し
い時でした。私はイエス様に尋ねます。『イエスさま　私があなたに従うと決心してから　いつも一緒
に歩いて下さると　約束して下さったではありませんか。それなのに私の人生で一番つらい時、一人
分の足跡しかないのです。なぜ私があなたを必要とした時　私を見捨てられたのですか』イエス様は
こう言われた。『私の大切な子よ、私があなたから離れたことは、一度もなかった。あなたが悲しみにあっ
て苦しんでいた時　一人分の足跡しかないのは、その時　私はあなたを　せおっていたからだよ』
　私は、大学で学ぶまで、自分の力で生きていると思っていました。与えられているものに目を向けず、
失っていくものに目を向けていました。音楽は雑音と化す。木々は、価値のないもののように、隅で
狭そうに生える。子どもの遊びは邪魔だ、と言われ、子どもはいつも不平をもらす。まるで、感情の
ない人々が作ったような灰色のビルだけが建っていく。美しいものは消えていき、大人になるには、
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美しさや楽しさを捨てなければならない。なんてつまらない社会だろうと思っていました。
　しかし、大学での学びを通して、私は自分に与えられた恵みに気付き、自分の生活が他者の支えによっ
て成り立っていることに気付きました。そのきっかけを与えてくれたのが生活園芸の授業でした。自
ら土を耕し、種から野菜を育てる中で、普段の生活が美しく、神秘的であることに感動しました。あ
る時、発芽する植物の成長過程を見て私は、「なぜ、皆同じような緑色をしているのだろう」と言いま
した。もちろん答えは簡単です。葉緑体の働きがあるからです。しかし私にとっては、その時が習っ
た知識と生活が結びついた瞬間でした。
　生活園芸を通して、自分の足元に目を向けることができるようになりました。その結果、学年が上
がるにつれ、関心を寄せる分野も増え、環境や園芸の授業を無我夢中で受講していました。一方で園
芸部や課外活動で土を耕し、植物を育てることを自分の学園生活の柱としました。体全体で園芸作業
を行い、環境を学びながら知識を深める中で、過ちも、成果もすべてが今に至る道となっていること
を実感しました。そして社会をつくっているのは自分の生活であることに気付きました
　生活だけでなく、私自身の学園生活も、教職員、学生の支えによって成り立っていました。その事
を感じたのは、卒業論文を書いた時でした。私は2011年から恵泉女学園大学で行われている谷戸田を再
生するプロジェクトに参加しています。田んぼで地域の人と関わり、多くの生き物と出会いました。
そして自分とは違った人と共に作業をする事で、自分の弱さや未熟さに気付きました。田んぼは私に
とって、新しい出会いの場、成長させてくれた場となりました。この経験から、地域の谷戸田が今後
も残っていってほしいという願いを持ち、卒業論文のテーマも小野路地域の谷戸田について書くこと
にしました。
　調査では、まずどのくらい田んぼが耕作されているか調べました。しかし、データはまとまらず、
緻密さの欠くデータは役に立たないものもありました。文章にまとめても誤字脱字が多く、先生の手
を何度も煩わせ、叱られ、言われては反省する日々でした。しかし、先生の指導から逃れたいと思っ
た事や大学に入学した事を後悔したことは一度もありませんでした。反対に先生が丁寧に指導して下
さり、仲間が時間を惜しまず話を聞いて、助言してくれるのに、その思いを結果に残せない自分が情
けなく、悔しく、口惜しかったです。しかし、そうした自分自身の弱さに気付くことができたのは、
私の小さな器に返しきれない程の学びを与えてくれた人がいたからです。学生の力量を問わず、全力
で持てるものすべてを注いで指導して下さった先生。惜しみなく愛情を注いで下さった職員の方々、
何時間でも話を聞いてくれた仲間の優しさ、その他学ぶ環境を支えて下さった恵泉女学園大学働くす
べての方々の支えと、地域の温かなまなざしがあったからです。何も文句を言わず、黙々と働いてい
る恵泉女学園大学で働くすべての人に感謝します。恵泉女学園大学は、人と人との距離は近い分、自
分の評価を甘くすることができない場所でした。だからこそ、自分の弱さや未熟さから逃げずに向き
合うことができたのだと思います。
　自分の力で生きていく事は大事です。しかし、他人の
力を借りなければ生きていくことのできない事を知るこ
とで、人は強くなれると私は思います。星野富弘さんは
オダマキの花に次の詩を書いています。
『いのちが一番大切だと／思っていたころ
生きるのが苦しかった
いのちより大切なものが／あると知った日
生きているのが／嬉しかった』

　私は恵泉での日々で生かされていると感じることがで
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きました。神様に抱かれて歩いている自分の姿を知っている。その事が、私達の生きる力となるでしょう。
　明日で恵泉での学びの時は終わります。しかし、つながりや愛は消えることはありません。恵泉で
受けた恵みを歩みに変えて、一歩ずつ歩いていきます。四年間本当にありがとうございました。

平和学研究科　古澤　和夏菜

　まず、今回このような形でお話ができること、感謝致します。私は他大学で４年間学部生生活を送り、
その後に本校で３年間、大学院生として学びを広げてきました。
　巡り会いというのは不思議なもので、私の研究はバングラデシュの女性に関する研究で、本学で人
との接点はほとんどないものかと思われましたが、本学では院生や先生方はもちろん、職員の方や学
部生の方たちと多くの接点をもつことができ、とても充実した日々を送ることができました。
　平和学研究科といっても平和を導きたいと思う規模というのは院生によって異なり、視点も国内外
とばらばらで、平和を導き出すための予備知識を付けるために、多岐にわたる学問を学ぶことが多い
というのがこの研究科の特徴のように思いました。実際私が本学で学んだことは国際援助論、開発論、
女性学、歴史学、社会科学など、気付けばさまざまな学問を学ぶこととなり、定松先生や大橋先生な
どの先生方、院の同期生や後輩の励ましがなければ、卒業できなかったと思います。
　さらに、本学では聴覚障がい学生に対する情報保障を行うノートテイクのお手伝いもさせて頂きま
した。私の入学と同時にノートテイクを必要とする学生が入学し、ノートテイクのシステムが確立さ
れていなかったということもあり、ノートテイクの方法を教えるという立場でこの恵泉を走り回った
ことも私にとっていい思い出です。
　前の大学で手話サークルに所属し、ノートテイクの経験があったことが幸いしてこのようなお手伝
いをすることができたのですが、教えてもらう立場から教える立場になり、先輩に助けられていた立
場から学部生たちを助ける立場になり、自分の想いを伝えるために覚えた手話が通訳の為に伝えるも
のになりと、学部生の時とは全く違う環境と立場になることは、入学前には思いもしませんでした。
　人に何かを伝え、教えるということ、多くの関係者とコミュニケーションをとりながら一つの団体
を作り上げること、そしてその団体を継続させることの難しさを痛感し、これから社会に出て柔軟な
対応を必要とされる場面に遭遇した時の一つの対処法をこのノートテイクのプログラムから学んだよ
うに思います。
　ノートテイクから学んだことはまだあります。それは、人との接し方です。聴覚障がいを持つ人に
対して、私は「かわいそうだ」と思ったことはありません。そもそも私は英語を覚えたいと思う感覚
と同じように手話を覚えたいと思った人間で、一つの言語として手話を覚えたという経緯がありまし
た。ノートテイクはその過程で人数不足だから、バイト代が入るからという理由で始めたものでした。
　自分の時間に余裕があるときに気軽に行い、聴覚障がいをもつ友と当然のように関わりをもち、会
話をし、遊んでいた私にとって、彼らが生活しやすい環境を最低限のレベルで整えるということ、情
報保障を行うためにはノートテイクは当然のシステムだと単純に思っていました。しかし、情報保障
を確保することはそう簡単ではなく、さまざまな場面で聴覚障がいを持つ人たちは同情であれ何であ
れ、間違った偏見や差別をされることに苦しさを感じているということを知りました。
　私の行動や言動は時には彼らにとって同情からきているものだと思われることもあり、そこから衝
突や話し合いを行うことも多々ありましたが、自分の思いをその場その場で伝えてきました。そして、
耳の聞こえる人たちは、無意識に同情心をもって無理に優しく接しようとしているような場面も多々
見かけることがありました。そのように考えますと、今は東日本大震災の被災された方々に想いを馳
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せてしまいます。２年が経過した今もなお、被災者
の心の傷はまだ癒えぬこともあるでしょう。人は他
人の心を全て読み取ることはできません。私自身も
人との接し方についての答えを見つけたわけではあ
りませんが、人の心に寄り添える人間になれればと
感じています。
　私は本学に入学してからよく言われる言葉があり
ました。それは、「人から変わってるって言われな
い？」という言葉です。バングラデシュの研究をし
ながら、バングラデシュに関係のないノートテイク

に携わる。よくよく考えれば、私の行動や言動は変わっていると言われても仕方がないのかもしれません。
　それまでは変わっていると言われると、「私は普通だよ」と返していましたが、そもそも普通というの
は曖昧な言葉で、私にとっては普通でも、他人にとっては普通ではないことが良くあるのかもしれません。
自分が思っているほど、自分自身について理解していないのです。ですから今では「私は変わっている」
と自ら言っていることが多くなりました。こういったことに気付くことが出来たのも、多くの人に出会い、
いろいろな会話をした結果なのかもしれません。そして私の出会った人の多くが私の存在を認め、自分
の意思を真っ直ぐにぶつけてきてくれたからこそ、気付けたことなのだと思います。
　最後にこの場を借りて私と関わってくださった方々に御礼を申し上げたいと思います。
　ひとは自分の意思で自分の道を切り開いていきますが、切り開くきっかけをくれるのは、自分自身と
はかぎりません。私の人生に多くの人が関わることによって私自身の知識と経験を深めることができ、
多くの学びが己の気付きに変わり、今の道を見つけたように思います。
　今考えれば私の人生は体当り的なものがあるのかもしれませんが、それもまた、面白い人生だと思い、
これからの社会人としての生活を楽しみながら、また新しい「私の未来」という名の道を、これからの
歩みの中で見つけていきたいと思います。

　この卒業礼拝特別号は、卒業生や修了生の心か
らの集大成、どのお話しも新しく進む道への思い
や希望にあふれております。感話をしてくださっ
た方々、そして寄稿してくださった方々へ感謝い
たします。「背中から抱きしめる神」と題して奨励
をたまわった、片岡謁也先生は、３.11.の地震の被
害の事や津波の様子、さらには原子力発電所の苦
痛の様子などをお話しくださり、私たちにとって
とても大切な時間となったことを思います。この
思いあふれる特別号を、皆さんで味わっていただ
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