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　今年の夏は梅雨入り直後から各地で豪雨が続き、エルニーニョ現象に伴う冷夏が予想されてい
ました。（実際には、相当に暑い夏になりそうですが…。）大自然が不自然な状況を生み、自然の
前に、私たちは無力です。
　けれども、わがチャペルやキリスト教センターには、年度初めから自然でホットな雰囲気が
漂っています。たとえば最近、礼拝に参加する学生が増えているような気がします。５月のいわ
ゆるＣウィークには、新入学者数の割にチャペルへの参加者が多かったですし、通常のチャペ
ル・アワーにも毎回、相当な数の学生が参加しています。
　このニューズレターの昨年夏号（創刊20年・第50号）で、巻頭言を執筆された藤田智先生は、
３つの問題あるいは問題解決の方策のひとつとして、「礼拝に出てみよう」という言葉を挙げら
れました。それを受けて私は、同号の編集後記にこのメッセージを学内に拡げたいと記しました。
毎回の礼拝でのお話が各々、一生懸命に考えられた、内容の深いものばかりで、学生の心の支え
や思考のヒントになると思ったからです。そして、少しずつにではありますが、自然に望ましい
方向へ動きつつあるように感じています。
　今年初めて実施された「花の日礼拝（Flower Day）」（６月12日）も、聖歌隊はもちろん多くの
学生に支えられて盛り上がりました。本学園芸教育室スタッフ・キャンパスガーデナーである丸
山美夏さんのすばらしいメッセージがメインだったのですが、それに先立つ聖歌隊（学生）と天
使隊（教職員）による「球根の中には」の賛美も大好評でした。この場を借りて、熱心にご指導
くださった辻本・関本両先生に改めて感謝申し上げます。
　私も天使隊の一員であるとともに、チャペル・アワーで話すときの讃美歌の定番がこの歌で
す。「寒い冬の中　春はめざめる」、「過ぎ去った時が　未来を拓く」などの歌詞は、私たちの心
が折れそうな時に支えてくれそうな気がします。また、ゆがんだ不自然な動きの無力さや、自然
の摂理のあたたかい力をひそかに教えてくれています。
　近年、海外のいたるところに加え、国内社会でも政治、法制度、経済など様々な面で、ゆがん
だ不穏当な動きが出てきているようです。これまで先人たちが守ってきた平和や弱者に対する配
慮を揺るがす方向へと、日本社会が導かれつつあるとさえ感じられます。
　いかにひとりひとりの力は小さなものであっても、このような何か危険で不自然なにおいを察
知した時にこそ、私たちは過去を振り返り、現在そして将来がどうあるべきか、考えることが大
切だと思います。ただでさえ様々な負担の増大が確実視される若者や新しい世代へ、さらにツケ
を増やすことはできません。
　最後に聖書の次の一節を引いて、締めくくりたいと思います。
「神はおのおのの行いに従ってお報いになります。すなわち、忍耐強く善を行い、栄光と誉れと
不滅のものを求める者には、永遠の命をお与えになり、反抗心にかられ、真理ではなく不義に従
う者には、怒りと憤りをお示しになります。」（ローマの信徒への手紙・第２章６～８節）

国際社会学科教員　坂井　誠

自然と不自然のはざまで
巻頭言
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　先日、思いがけない時間に卒業生が事務所に立ち寄って声をかけてくれました。働いていてう
れしいことのひとつです。卒業生全員と顔見知りというわけではありませんし、たとえ覚えてく
れていたとしても、必ずしもいい記憶とは限らないでしょう。懐かしんでくれるような訪問者を
そうたびたび迎えているわけではありません。それだけに、たまにそういうことがあると、ごほ
うびをいただけたように幸せな気持ちになれるのです。
　証明書申込みとか後輩の指導に来たついで、あるいは仕事が決まった報告になど、事務所に寄
る理由は様々です。そこで実際に話すのは、今自分は何をしているとか、こんなふうに状況が変
わった、今後の進路に悩んで人生足踏み中、あるいはこれから計画していること……ほとんど他
愛のない話ですが、これを聞けるのがわけもなくうれしいのです。そして、彼女たちが新たな出
発を目指しているのであれ、単に日常へ戻るだけであれ、キャンパスを出るときには「いってらっ
しゃい」と手をふって見送りたくなります。これは卒業式のときとはまた違った感慨です。
　卒業式の学燈ゆずりでは、ひとりひとりが恵泉を通して神様から分け与えられた光をもって、
ところどころに闇のある社会に出ていくよう送り出されます。そもそも「恵泉」とは「人が作る
ことのできない神様からのいただきもので、目に見えない土の中から、地味ながらも大地をすみ
ずみまで潤すために広がっていく恵みの力をもつ泉」と教えていただきました。これに立ち返っ
て言うのならば、この「恵みの泉」から、それぞれ一筋ずつ土の中から湧き出でながら、すみず
みまでこの世を潤すために送り出されるということでしょう。卒業式ではその門出を祝うのです
が、その後彼女たちの道のりの一部を垣間見、また見送ることができるのは、ここで働いている
からこその特権と思うわけです。
　その一方で、自分は卒業生であるにもかかわらず、このキャンパスを懐かしく訪ねることはも
うしばらくの間ないのだ、ということに気づかされ、少し不思議になります。わたしは――いや、
わたしだけではなく、今この恵泉で働くわたしたちはどこに流れる一筋なのだろうか、と。　
　最近は、社会が少しずつ殺伐とした方向へ変わっていっているように感じます。けれども、「恵
みの泉」は神様がくださったものですから、善く変えていく力があるはずで、変わらず涸れずに
湧きつづけるはずのものでしょう。わたしたち教職員は、その恵みの泉の近くで神様の裏方とし
て、源泉を見失わぬよう涸らさぬよう働きなさいと言われているように感じられてなりません。
卒業生を見送る喜びを感じながら、いつもドキリとさせられるのです。
　そして、在学生の皆さんもまた、涸れない泉から善いものを受け取る器として、今ここにいます。
皆さんがこの力ある「恵みの泉」を、日々少しずつでもご自分の中にたたえていけますようにと
祈り期待してやみません。

教務課職員　野間田　せつ子

泉のそばで
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以前の「私」からの卒業
国際社会学科 2 年　野口　菜々

　生まれて初めての海外には希望もありましたが、出発前日まで私の中には、言葉にできないし
こりのようなものがあり、背後には常に大きな不安が付きまとっていました。しかし、行ってし
まえば慣れてしまうもので、タイで過ごす毎日はすべて「初めて」で溢れていて、その初めてに
触れるたびに自分の感性が最大限に解放され、胸や瞳の中にある何かがキラキラ輝いたのを覚え
ています。
　そして、今一番思うことは「笑顔の質」が変わったことでした。私はタイで「満面の笑み」と
いうものを初めて見、私自身もしていました。仲間を祝福する時、うれしさのあまり笑顔がこぼ
れた時、たくさんの笑顔に包まれ、それだけで私は幸せを感じていました。その輪の中で、私は
今まで何を恐れ、どんな環境で何を思っていたのかと考えさせられました。それだけタイの環境
は開放的で、心をオープンにさせてくれる場所です。体調を崩してしまった時、胸の不安を吐露
した時、誕生日だった時。誰かが苦しんでいれば誰かが寄り添い、誰かが笑顔の時はだれもが幸
福の言葉を口にする。みんなに迷惑をかけてしまったこともあったけれど、たくさんの温かさ、

　第29回タイ国際ワークキャンプ

優しさに触れ、支えられました。本当にありがとう。
　タイから帰国した翌日、卒業礼拝に私はハンドベルクワイアとし
て参加し、卒業生へ祝福の演奏を贈りました。また、この日はタイ
ワークを境に以前の「私」からも卒業し、新たな出発の日となった
ように思います。タイメンバーの絆をこれからも大切にしていきた
いと思います。

　Flower Day（花の日礼拝）に参加して
～シャロンの皆さんありがとう～

人間環境学科 4 年　小暮　真希
　今回、第 1 回目のFlower Day。お花の日…そういえば、園芸のある恵泉になかったのが不思
議なくらい、この礼拝のお知らせを知って、ハッとしました。
　メッセージを語ってくださった園芸スタッフの丸山美夏さん。お花について堂々と語っている
姿、表情はとても活き活きとされていました。学生時代から今に至るまの園芸ライフには苦労や
喜びなどたくさんあったことと思いますが、こうして後輩の前でメッセージをくださり、大変嬉
しい気持ちです。
　サプライズ企画の『ブーケのくじ』。その紐を引けなくて残念でしたが、それよりも、紐を手
に持ってその瞬間を待つ皆のお顔や雰囲気に私自身が幸せになりました。
　そして、お土産にいただいたサルビアとクッキー！サルビアの花言葉、“家族愛”。とっても嬉
しかったです。今度実家に持ち帰り、家族に今日のことを伝えようと思います。また、シャロン
のメンバーが忙しい中、本番の時間以上の準備をしてくれたのだろうと、クッキーを手にして感
じ、さらに美味しくいただけた気がします。
　恵泉短大の時には「May Flower Day」として 5 月 1 日に
行っていたそうです。この行事のメッセージに、「花を贈ると
贈られた相手が幸せに過ごせる」という思いが込められている
そうです。このお花を贈ってくださったシャロンの皆さんも幸
せになることを心から願います。そして、今日もどこかでお花
を贈り、贈られた方々が幸せになりますように。
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　Chapel Welcome Week　4月21日～ 30日

　この期間は、チャペルは誰にでも開かれていることを伝え、また恵泉の営みの根幹であるチャ
ペルアワーを知ってもらうため、チャペル・キリスト教センターに集う仲間が自らの歩みを振り
返りながら感話を述べました。参加者からの声をお読みください。

国際社会学科 1 年　斎藤　華子
　イースター礼拝の時に、生まれて初めてチャペルに入りました。チャペルは学校の敷地の中に
あるはずなのにとても静かで、あたたかい光が差し込んでいて、学校というよりも、周りの普通
の世界とは少し違う雰囲気でした。それが、私にとってチャペルの好きなところの理由となりま
した。入る前は少し重い感じのところかと思っていたけれど、まったく違いました。たまに、私
は自分が嫌になるときがあります。そんな時、チャペルに行ってみたいです。

英語コミュニケーション学科 2 年　市川　友貴
　チャペルでのメッセージの数々を聞き、その人の心の辛さ、葛藤や乗り越えた時の気持ちな
どを聞きながら、自分だったらと思い、聴き重ねていました。たくさんの自分と同じ年代の人た
ちの前で堂々と思いを伝えられている姿を見て、聞いて、すごいと思いました。聖書の言葉や
メッセージを受け止める側として、このような機会に出会えて、話を聞けて、色々なことを考え
させられる期間でした。メッセージを聞くととても気持ちが楽になるときもあるのでまたチャペ

ルで聞きたいです。

国際社会学科 1 年　三浦　萌
　大学に入って何だか最近落ち着かないと思っていたら、礼拝がなかったからだと気付きまし
た。なぜなら、中高生の頃は毎朝礼拝があったからです。毎日、必ず心を静めていたので、これ
からも毎日礼拝に出たいと思います。讃美歌は歌う人が少ないだけでこんなに響きが違うのか、
と思いました。またみんなで歌いたいなと思いました。礼拝に行けるきっかけができて良かった

です。

国際社会学科 1 年　仲　菜摘
　多くの先輩や先生方から話を聞いて、参考になることや初めて知ったこともたくさんありまし
た。周りの人々に分け隔てなく愛を与え、心をオープンにして人との壁を作らず、良い関係を築
いていけば、自分にとっても相手にとっても素敵なことだということを学びました。これからも
積極的にチャペルに行き、心を休ませ多くのことを学んでいきたいです。



　C-Week （Christianity Week）　

5月19日（月）　〈「まっすぐ」は「さみしい」？〉古賀 博先生の奨励から
日本語日本文化学科 1 年　吉川　知里

　私も古賀先生と同じで、「まっすぐ」な道は、安定した楽な道だと捉えていた。人生においても、
曲がりくねったデコボコな道を選ぶことは避けていた。でも、今までの人生は、まっすぐで整え
られた道だけではなったと思う。今回の礼拝で私は、大切なのはいかに安全な道を選ぶかではな
く、選んだ道をどう生きるかだと学んだ 。そして、それがどんなに厳しい道だとしても、耐え
て進んでいけば、必ず出口（逃れる道）が見えてくるのだとも学んだ。これらの言葉を信じて、
これからもがんばってみようと思う。

5月20日（火）　〈 神を見出すため 〉　白 正 煥 先生の奨励から
 歴史文化学科 1 年　設楽　加織
　自分は誰なのか。自分は誰で、どう在りたいのか。どう在るべきなのか。私はまだ分かりませ
ん。白先生が日本に来た時と同じように、周りが気になって他人と自分を比べて、自分を見失う、
そのような時があります。今もそうです。どんなに頑張っても私は私にしかなれない。私は韓国
人にはなれないし、憧れのあの人にもなれない。だから、人は一人ひとり違うことを知り、自分
を認め、他人を認め共に生きていきたいと感じました。

5月21日（水）　〈 私たちの存在を「宝物」と見る神 〉　波多 康 先生の奨励から
日本語日本文化学科 1 年　渡辺　裕美

　アンパンマンとイエスキリストの言動の共通点を交えてお話しくださいました。アンパンマン
は私たちに顔をささげてくれましたが、イエスは私たちにその命をささげてくださったと。波多
先生のお話の中で「私たちは“宝物”として見てくれる神がいる」「私たちのために命を投げ出

してくれた神がいる」という言葉が心の中にス
トンとすんなり入ってきました。「あなたたちは
どんな状況でも命がけで愛されている存在だよ」
という言葉を聞いて、泣いてしまいそうになり
ました。辛くてどうしようもなくて、誰にも相
談できなくて苦しくて自分はひとりじゃないか
と思ってしまう時期もありました。今回のお話
を聞き、本当によかったです。
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5月23日（金）　〈 神様の呼びかけ 〉　西川 幸作先生の奨励から
社会園芸学科 1 年　堀江　海子

　お話の中で最も印象に残ったことは「実際に行動しながら考えていく」という言葉だ。西川先
生は不安や課題を毎日抱えていた時に聖書の言葉から前向きになることができたとおっしゃって
いた。私も生活をしている中で、色々なことで悩んだり決断するのが怖くなったりするが、この
言葉のようにまずは動いてみないとわからないこともあるので何事にも挑戦する気持ちが大事だ
と感じた。そのような呼びかけに応えていきたい。

　ランチタイムオルガンコンサート　

第36回ランチタイムオルガンコンサートを聴いて
歴史文化学科 1 年　金澤　彩加

　何本ものパイプが鳴り響き、音を奏で、それらが合わさってあのような躍動感あふれる曲が出
来上がっていくという壮大さに圧倒されました。ピアノとは違い、荘厳な音楽を作り出せる、こ
れがパイプオルガンなのだとよくわかりました。さらに、荘厳な曲とは反対に、優しい音色まで
奏で、心地よい音色はまるで子守唄のように優しく包み込んでくれているようでした。こんな素
晴らしい演奏をしていただいた大木麻理さんに感謝しています。

　恵泉スプリングフェスティバル2014

陣内大蔵チャペルライブ＆トーク「Session of Life ～神の力が働く場所」に参加して
歴史文化学科 1 年　上田　彩加

　トークの中で震災のことが取り上げられました。その中で印象的だったのは大変な被害から復
興していくほど、震災のことを忘れられてしまうのではないか、という現地の人たちの思いでし
た。時が経っても、決して忘れず風化させぬ様に、後世に語り継ぎ、今なお完全ではない支援の
面で少しでも力になりたいと思いました。

　また、陣内さんが演奏するギターとキーボー
ドの音色がとてもきれいで、優しい歌声と幼い
ころからキリスト教に関わっておられる中で作
られたきれいな歌詞に心地よくなりました。手
拍子や一緒に歌う場面もあり、会場がとても良
い雰囲気で全体が一体となり、とても素敵でし
た。余談から深い話まで聴くことができ、とて
も良い時間となりました。　
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編集後記
　この小さな報告に、いろいろな方が心からの文書をしたためました。ひ
とつひとつを心の糧として読んでいきましょう。すると、すべての文書を
読み終えたときに不思議なことが起こってきます。自分の胸の中に何か大
切なものが宿ってきているのです。それが何だか分からないのですが、と
ても大事なものです。やがて、それが育ってきて、知らず知らずのうちに
キリスト教センターへ毎日行くようになります・・・、なんて調子の良い
ことがあるでしょうか？今、キリスト教系の大学で礼拝出席が問題となっ
ていますが、わが大学でも問題にしなければならないのでしょうか。でき
れば、そうならないように、みんなが努力すべきであることと思います。
長い夏休みに入ります。みなさん、大いに楽しんでください、そして休み
を終えたら、またチャペルへどうぞ。 藤田　智（宗教委員長）

NEWS LETTER　第 52 号
発　行　恵泉女学園大学キリスト教センター
　　　　〒 206-8586　東京都多摩市南野２-10-1
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  行事報告  
4 月21日（月）～30日（水） チャペルアワーウェルカムウィーク
　　24日（木）  イースター礼拝（多目的アワー）　学生宗教部シャロン主催
5 月19日（月）～23日（金） C－Week（Christianity Week）
　　19日（月）  古賀　博（日本キリスト教団早稲田教会牧師）
　　20日（火）  白

ベ ク

   正
ジョン

   煥
ファン

（日本キリスト教団用賀教会牧師） 
　　21日（水）  波多　康（ゴスペルチャーチ東京牧師）
　　23日（金）  西川幸作（日本キリスト教団永山教会牧師）
　　23日（金）  第36回ランチタイムオルガンコンサート　演奏：大木 麻理（オルガニスト）
　　31日（土）  恵泉スプリングフェスティバル2014
   ・キリスト教部門企画・　
   ＊陣内大蔵 チャペルライブ＆トーク【Session of Life ～神の力が働く場所～】
   ＊深見さとこさんポストカード販売　
   ＊カリヨンコンサート
6 月12日（木）  Flower Day（花の日礼拝）　学生宗教部シャロン主催　賛美：聖歌隊・天使隊
6 月21日（土）  第36回チャペルコンサート ～蘭音楽事始～オランダの黄金時代から現代まで
   オルガン＆お話し　長谷川 美保 （明治学院音楽主任・オルガニスト）
7 月10日（木）  聖歌隊＆ハンドベルクワイア サマーコンサート ～感謝を音楽にのせて～

  行事予告  
被災地交流支援プログラム 「塩釜・浪板の夏休み2014」　 8 月 5 日（火）～ 8 日（金）
   於 日本バプテスト同盟塩釜キリスト教会・大槌町吉里吉里 浪板交流促進センター他
テーマ：見つめよう！
　　　いま・こころ・いのち サマーキャンプ　学生宗教部シャロン主催
   9 月15日（月）～17日（水）　　於　多摩キャンパス・南野校舎
K-Week（河井道メモリアル） 10月13日（月）～17日（金）
収穫感謝礼拝  11月20日（木）（多目的アワー）
クリスマス関連行事  クリスマスツリー点火式　11月26日（水）
   クリスマス賛美礼拝・祝会　　12月17日（水）
   クリスマスチャリティーコンサート　　12月23日（火・休）
卒業リトリート  2015年 2 月 3 日（火）～ 4 日（水）
卒業礼拝   2015年 3 月18日（水）　　 
第30回タイ国際ワークキャンプ 2015年 3 月20日（金）～30日（月）

オルガンコンサート
　第37回ランチタイムオルガンコンサート 10月23日（木）　12時50分～13時20分
     　演奏：中川 紫音
     　（日本キリスト教団聖ヶ丘教会オルガニスト）
　第37回チャペルコンサート   10月 4 日（土）　14時開演　
     　「光と影～響きのコントラスト」
　　     　オルガン＆お話し：柳澤 文子
     　（関東学院六浦中学校・高等学校オルガニスト）
　第38回チャペルコンサート   3 月 7 日（土）　14時開演　「天上からのおくりもの」
     　オルガン：関本 恵美子（本学准教授・大学オルガニスト）
     　独唱・指揮：辻本 英恵（本学聖歌隊ヴォイストレーナー） 
     　合唱：恵泉女学園大学 聖歌隊
　オルガンレッスン生によるミニコンサート 3 月12日（木）


