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特別号

2015年　特別号

　「わたしの役割、神さまからの依頼」

上田　亜樹子
（立教女学院　チャプレン）

1 その後、イエスはガリラヤ湖、すなわちティベリアス湖の向こう岸に渡られた。2 大勢の群衆が
後を追った。イエスが病人たちになさったしるしを見たからである。3 イエスは山に登り、弟子た
ちと一緒にそこにお座りになった。4 ユダヤ人の祭りである過越祭が近づいていた。5 イエスは目
を上げ、大勢の群衆が御自分の方へ来るのを見て、フィリポに、「この人たちに食べさせるには、
どこでパンを買えばよいだろうか」と言われたが、6 こう言ったのはフィリポを試みるためであっ
て、御自分では何をしようとしているか知っておられたのである。7 フィリポは、「めいめいが少
しずつ食べるためにも、二百デナリオン分のパンでは足りないでしょう」と答えた。8 弟子の一人で、
シモン・ペトロの兄弟アンデレが、イエスに言った。9 「ここに大麦のパン五つと魚二匹とを持っ
ている少年がいます。けれども、こんなに大勢の人では、何の役にも立たないでしょう。」10 イエ
スは、「人々を座らせなさい」と言われた。そこには草がたくさん生えていた。男たちはそこに座っ
たが、その数はおよそ五千人であった。11 さて、イエスはパンを取り、感謝の祈りを唱えてから、座っ
ている人々に分け与えられた。また、魚も同じようにして、欲しいだけ分け与えられた。12 人々が
満腹したとき、イエスは弟子たちに、「少しも無駄にならないように、残ったパンの屑を集めなさい」
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と言われた。13 集めると、人々が五つの大麦パンを食べて、なお残ったパンの屑で、十二の籠がいっ
ぱいになった。 （新約聖書：ヨハネによる福音書６章１〜13節）

　これまで生きてきた時間の中で、私が大切にしたいなと思い、これからも大切にしていきたいと
思っているのは、私たちに与えられている「自由」ということです。自由について良く知っている
というわけではないですが、どうしたらもっと自由に生きられるだろうかと、ずっと興味を持って
きました。あなたは女性なのだから、こうする以外に生きる道はない、と誰かによって押し付けら
れた路線から出られずに一生を終わるのは避けたいし、障害物が全くないとは言えないながらも、
住む場所を選ぶことが出来、どんな職業に就くのか選択する自由もあり、そして誰と一緒に生きて
いくのか自分で決める自由もある今の状態は、是非存続させていかなればならないと思っています。
　自由は大切なのですが、その一方で、「何でも自由にどうぞ」と言われると、何をしたいのか、
自分でもわからなくなってしまう時があります。まるで何も書かれていない大きな白い紙を目の前
に置かれて「さあ、何でもいいから自由に書いてごらん」と言われているようで、絵を書いたらい
いのか、文字を書いたらよいのか迷い、あまりの白さに圧倒されそうになったりします。せめて線
でも引いてあれば、文章を書けばいいのかと思えるけれど、どういうことが期待されているのか見
えなくて、不安になったりもします。どうしようと迷っているうちに、「わたしの自由」はどこか
に吹っ飛んでしまい、白紙を目の前に置いた相手の期待は何なのか、どう応えようかと、そればか
りにとらわれてしまうこともあります。こんな時に、「私は、今は白紙を前にしたいのではないと
思う」と、丁重なお断りを上手にできたとしても、相変わらず「では私は、白紙ではなく何と向き
合いたいのだろうか」という問いは、自分の前に座り続けます。
　このように考えると自由でいるのは、結構むずかしい側面もあり、「自由」とは何なのか、考え
れば考えるほど、わからなくなったりもします。しかし少なくとも「自由である」ことは、自分の
欲望に支配され振り回されることではなく、他人と比較して優越感に浸れる道を選ぶことでもなく、
もっと心の中の問題だとわかっていても、何がほんとうに自由なことなのか、ますますややこしい
気持ちになるし、自分だけではなく、「他者の自由」についても考慮すると、「こちらを立てれば、
あちらが立たず」というような気持ちになってきます。しかし、自分の自由をほんとうの意味で大
切にできる人でなければ、他者の自由も大切にできないと思うのです。自分の自由を尊重すること
と、他者の自由に尊厳をはらうことは、実は同じゴールに向かっていると思うのです。
　まず物質的な自由について考えてみたいと思います。どこに住むか、何を着るか、何を食べるか、
という目に見える自由のことです。ところが、「自分が何を食べたいのか」「何を着たいのか」「どう
やって生きていきたいのか」が、わからなくなっている人がいて、「自分はどうしたいか」と自分
に聞くことから出発せずに、「多くの人がいいと言うモノは何か」を知ろうと努力し、値段の高い
もの、多くの人が称賛する生き方に注目し、それを一早く手に入れることが自由だと思っている人
がいます。少し心配なのは、そういう人々には「他者の自由」が視野に入っているのかどうか見え
ないことです。何故ならば、他人との比較によって得た「自由さ」は他者が変化すると変わってし
まう自由さであり、結果的に様々な物質の偏りを生むからです。
　たとえば、鶏肉より牛肉が「高級」だと思っている世界の人々は、牛肉をいつでも食べられるの
が自由な生き方だ、そのためにはもっとたくさん牛肉を生産しようと努力します。そして、その結
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果、牛のえさとなる穀物の値段が跳ね上がり、本来その
穀物を主食としている人々の口に入らなくなってしまい

（例えば100gの牛肉を得るためには、1,600gのとうもろ
こしが必要です）、穀物を買えない状態が続き、地球の
裏側で餓死する人々が出てきます。こういう状態を「自
由だ」とは言わないと思います。
　次は、心の自由の問題です。私たちは、他の人々から
学び、教え合い、そして支え合って共に成長していくも
のですが、目標にしたいのは、保護し依存させてくれる
誰かを見つけることではなく、生きられる環境を自ら整えられる人になることです。いつも自分ひ
とりだけが、何もかも負わなければならないと考えるのは疲れますし、病気やケガで誰かのお世話
になる時もあるでしょう。特別な「緊急事態」は別として、誰かに依存したり依存されたりする関
係が固定化されると、心の支配／被支配の固定化へとすすむ危険があります。「依存していた方が
ラク」「支配されていた方がラク」と感じることもあるかもしれませんが、自由を失う大きなリスク
に目を瞑った生き方の問題は、一旦自由を失うと、そこからの脱却が結構難しいということです。
被支配の立場に押し込まれると、あなたの意見や気持ちは注意を払う対象とはならず、自分らしく
ない生き方や、とてもじゃないが口に合わない価値観を押し付けられても、お断りするのは難しく
なります。また、「執着」や「共依存」を、愛情と勘違いする人もいて、依存関係からの変化をな
んとしても拒まれることもあります。このような状態も「自由」とは程遠いでしょう。
　そして、霊的な自由の問題も切実です。つまり、何を信じて生きるのか、という自由です。ある
人はお金を信じます。ある人は地位を信じたり、国を信じたりします。またある人は家族や友だち
を信じます。何を信じようと自由なのかもしれませんが、限界のあるものを「信じる」場合、それ
は必ず期待に合わない時がやってくるものです。たとえばお金の相場は変化しますし、あればある
だけ幸福かというとそうでもなく、家族が分裂する元凶になったりもします。個人の権利や人とし
ての成長を重視しないグループでは、状況が変わると利益に繋がらない人をあっさりと切ることも
あります。一生懸命頑張ってくれたとしても、心を割った親友や家族には、ひとりの人間としての
限界や弱点が必ずありますから、ここぞという時に悪気なく期待や希望に応えられない時もありま
す。では、霊的な自由とは、どういうことなのでしょうか。
　想定を超える問題とぶつかった時、出来ることを全てやり尽くして、もう他に考えられる手だて
はないというところまで来た時、霊的な自由を持っている人は、うろたえず、パニックにならず、
持てる力を100％生かすことが出来ます。つまり、限界を超えるような事態を迎えた時に、「自分の
出来ることはやり尽くしたので、あとは『神』にゆだねよう」と心底思えるということです。でも
それだけ聞くと、全く逆に聞こえるかもしれませんね。いざと言う時に神さまのせいにして逃げ出
す人、もうちょっと踏ん張ればいいのに人ではなく神さまに依存する人、というように感じるかも
しれません。中にはそういう理由で「神さまを信じている」と思っている人もいると思いますが、
限界を超えた時には、自分の存在を超えた方に祈って託す以外、実は何も出来ないということを知っ
ているのは、霊的な自由を獲得している人だと思うのです。それは諦めや迎合ではなく、また、恐
怖や不安や驚きにエネルギーを削がれるのではなく、どんな究極の状況でも「今、自分に出来るこ



4

と」がやってきた途端に、その実行に即座に転換することが出来るよう、神さまへの信頼に気持ち
を集中させている、とも言えるでしょう。
　究極の状況は、もっと目に見えにくいかたちでやって来ることもあるでしょう。ちょうど今、読
まれた聖書の物語のように、今すぐには誰かが死ぬことはないけれど、おなかを空かせた5,000人の
男子とそれ以外の女性と子どもが放置されたままでは、暴力が行使されたり、暴動が起きたりする
のは、時間の問題かもしれません。もちろん、ついて来るように命令された人たちではなく、勝手
にイエスさまとお弟子さんたちについてきてしまった大群衆です。お弟子さんたちも大変困り、他
の福音書では「人々を解散させましょうか」とも提案しています。イエスさまに相談されたピリポ
は素早く計算をして、「今私が、200人分の日給に当たる大金を持っていたとしても、とても足りま
せん」と答えています。お金持ちではないイエスさまとお弟子たち、そして貧しい人々、しかもみ
んな疲れはてておなかもぺこぺこ。事態はゆるやかな絶対絶命とも言えるでしょう。
　そんな時、小さな男の子が何を思ったか、ひとり分とも思える自分のお弁当を差し出します。ア
ンデレは「役に立たない」と一笑にふしますが、イエスさまはそれをお用いになり、人々に配り始
めます。どうして皆が欲しいだけ食べて満腹し、更にあり余るほどに増えたのか、聖書は詳しくは
書いていません。いろいろな解釈があるでしょうが、このような状況で自分の食糧を差し出した小
さな男の子は、物質的にも心の上でも、そして霊的にも「自由」を獲得していたように見えるので
す。お弁当を持っていることが知れただけで、この子どもはいのちの危険にさらされたかもしれま
せん。力を持った大人に暴力的に取り上げられていたかもしれませんし、皆に知られないようにま
ず自分の空腹を満たしたいと考えたかもしれません。でも彼は、この緊急事態の中で、自由意志に
よる決断をします。アンデレに「こんなものがいったい何の役に立つのか」と笑われて、嫌な思い
もしたかもしれません。しかし、彼の行為を知った人々は、「自分に出来ることは何か」と考え始
めます。そして、知っていて食べ物を隠していた自分を恥じながら、あるいは荷物の隅に隠れてい
た食糧を見つけ出しながら、次々と食糧を分かち合うために差し出していきます。これはやがて
10,000人以上の人々の間で伝播し、こっそり持っていた食糧、持っていることを忘れられていた食
糧を、みんなが差し出してみたら、なんと必要を満たすには余りあるほどだった、という奇跡の話
に聞こえてきてしょうがないのです。
　私たちの日常生活の中でも、そして卒業生の皆さんがこれから進んでいかれる人生の中にも、似
たような「ゆるやかな絶体絶命」があることでしょう。そして、そんな時には「もっと勉強してい
れば」「他の人の持っているような才能が自分にあれば」「何も出来ない自分は無力だ」と苦しい思い
をされるかもしれません。小さな男の子がお弁当を差し出すまでは、こんな状況の中では何をして
も無理だと信じて疑わなかったおとな達のように、自分のポケットにしまってある大切な食糧のこ
とを、すっかり忘れてしまうこともあるでしょう。そして様々な不安に心をとらわれ、「わたしの
役割」は本当にあるのかと、疑うこともあるでしょう。しかし、この男の子の役割が、自分の小さ
なお弁当を差し出すことだったように、私たちが何ものにも束縛されない「自由」をもって、過小
評価していたかもしれない自分自身の何かを思い切って分かち合い、わたしの役割を担った時、最
初は笑われたり価値を認められなかったりするかもしれませんが、神さまのみ手の中で祝福を受け
て、それは奇跡へと移行します。今日もいのちを得て生きているという事実が、「わたしの役割」
が存在する証拠であり、それは神さまからの尊いご依頼に他なりません。それぞれ異なる役割が与
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えられている私たちが、生きて愛して人生をせいいっぱい輝かし、幸せに生きること。それは神さ
まからの共通のご依頼ですが、同時に、どんな時にも決して見捨てることはなさらず、最後の最後
まで、必ず共に歩いてくださると約束された方に、見守られて進んでいることを忘れないでいたい
と思います。限りない祝福が常に皆さんと共にありますように！

卒 業 生 感 話

人間環境学科　古屋　郁菜

　恵泉と出会ったのは、「生け花をやっていたから、自分で生ける花を育てられるようになりたい」
と父に話したことがきっかけでした。今思うと、本当に些細なひと言だったと思います。しかし、
そのひと言が私と恵泉を結びつけてくれたのです。
　「あなたは、自分のことが好きですか？」
　もし、こんな質問をされたら大学 1 年生の時の私は、迷わず「いいえ、大嫌いです。」と答えて
いると思います。当時の私は、自分のことが大嫌いでした。私は、小学校高学年から中学までの 6
年間不登校児で、高校で持ち直したと思ったら、 2 年生後半でまた学校に行けなくなりました。消
極的で、自分に自信がなく、人と話すのが苦手、輪に入れない悲しさ、別にいじめられていた訳で
もないのに、なんで学校に行けないの？と自問自答しても、答えが出ることはなくて、ただただ日々
が過ぎていくだけの毎日。それでも大学には行きたくて、通信制に通うようになった私は、とにか
く高卒を目指して友達を作るわけでもなく、単位取得だけをもくもくと進めていきました。
　その後、恵泉に入学し、最初は全く馴染めずどうしたらよいのかわからなくて、くじけそうにな
りながらも、大学は一人でいても特に誰に何を言われる訳でもなかったので、なんて楽な場所なの
だと思っていました。しかし、せっかく頑張って大学に入ったのだから、何か今までやったことの
ないことをしてみたいと思い、学生宗教部シャロンや聖歌隊に入ることにしました。また 1 年の秋
学期だけでしたが、ハンドベルクワイアにも参加していました。この 3 つの活動は、キリスト教セ
ンターでの学生活動で、私はそのすべてに所属していた入部していたことになります。今思うと、
一年生でよくやっていたなと自分で苦笑してしまう程なのですが、これらの活動に加わったことで、
キリスト教センターが私の様々な人との出会いの場であり、居場所になっていきました。
　まずは聖歌隊。聖歌隊が、大学に入って最初に加わった活動です。チャペルアワーで聴いた歌声
が美しく、私もあの中に交じって歌いたい！と思ったのがきっかけでした。 1 年生の頃はとにかく
必死に歌って、 2 年生になるとなんとなく要領が掴めてきて、 3 年生になると聖歌隊の中心になっ
て皆をまとめていく立場になりました。ふと、これまでのことを思い返してみると、辛いことや色々
な葛藤があったことを思い出します。しかし、それらがあったからこその本番後の達成感、仲間と
歌える楽しさと安心感、恵泉のチャペルに響くオルガンと聖歌隊の声。大人数で、学年・個人それ
ぞれ違う色を持っていて、それをまとめるのは本当に難しいと思います。しかし、それが一つにま
とまった時の響きはとても美しくて、その中で歌うことがとても心地がよく感じるのです。 4 年最
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後のコンサートは、先生方と共演できた事、みんな
と歌えるのも最後だと思い本番なのに泣きそうに
なってしまいました。
　他にも合宿中に皆でバカ笑いした事、練習後に集
まって話をした事、先生方とお話をした事、後輩に
ちょっかいを出したり、楽しかった思い出は尽きま
せん。私はそんな聖歌隊がとても大好きです。いつ
でも支えてくれた同期、頼りになる後輩たち、そし
て先生方の優しさに支えられて 4 年間やり遂げるこ

とができました。私にとって、かけがえのない場所です。
　続いて学生宗教部シャロン。ここで私は「むーみん」と呼ばれるようになります。「なぜ、むー
みんなの？」別にムーミンが好きすぎてこの愛称になった訳ではありません。初めてシャロンのミー
ティングに参加した時に、先輩が速攻でつけてくれた愛称です。今では、シャロンで出会った他学
科の学生、先生方、友達も「むーみん」と呼んでくれています。今までそんなことがなかったので
嬉しくて、恥ずかしい話、本当のムーミンを見ると「あ、私！」と浮かれてしまいます。
　私にとってシャロンは、ありのままの私でいられる場所でした。宇野先生はまるでお母さんのよ
うで、悩みや自分の弱さも受け入れてくれる場所。それに甘え過ぎてしまうこともしばしばありま
した。メンバーもみんなマイペースだけど、お互いに受け入れ合って成り立っていたのだろうと思
います。私に沢山の出会いと自分らしさを教えてくれた場所です。
　他にもゼミの事や生活園芸のティーチング・アシスタントなどにおいてもここでは語りきれない
多くの出会いと学びの場を与えられました。
　とは言え、恵泉に入学して、良い出会いも出会いたくなかった出会いもありました。今思うと楽
しいことばかりではありません。人と出会うからこその喜びと、出会いがあるからこその苦しみ。
しかし、どちらも自分を成長させてくれる出会いで、その経験があって今の私がいます。 1 年生の
頃の私が見たら、なんと言うでしょうか？
　「あなたは、自分のことが好きですか？」
　 4 年たった今、大きく胸を張って、「好き」とはまだ言えません。しかし、前よりは自信がつい
たよ！好きになれたよ！と言いたいです。今まで殻に閉じ込もっていたけれど、やっと殻が割れて
顔を出すことができました。まだまだではありますが、その気づきこそが、恵泉の日々で与えられ
た私の賜物なのだと思います。
　卒業後、私は専門学校に通います。自然環境をよく知り、伝えられる人になりたい。この 2 月に
やっと出た答えです。道端に生えている植物が好き、昆虫が好き、そういった事を仕事にすること
は難しいと長年諦めていました。しかし、恵泉で過ごす中で諦めたくないと思えたのです。一歩、
いや、これから突っ走って行こうと思います。おそらく険しい道のりになりますが、それでも諦め
ずに勉強していきたいです。
　たくさんの出会いと私を育ててくれた恵泉に感謝を込めて、終わりにしたいと思います。ありが
とうございました。
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日本語日本文化学科　高山こずえ

　まず、この卒業礼拝におきまして皆様の前でお話しできる機会をいただいたことに感謝いたしま
す。卒業を前にし、恵泉での 4 年間を振り返ってみると本当にたくさんの思い出が蘇ってきます。
うれしかったことや楽しかったこと、もちろん大変なことや辛いこと、悩んだこともたくさんあり
ました。また、たくさんの出会いもありました。この 4 年間は私にとってとても大切で素晴らしい
宝物です。
　恵泉と出会ったきっかけは「日本語教育」でした。私は小学校低学年のころ、うまくできない発
音があり、舌の動かし方などを練習するために校内にある「ことばの教室」に週に一度通っていま
した。このような経験から、もともと「ことば」や「日本語」というものに興味を持っていました。
そして、高校生のときにテレビで「日本語教師」という職業を知り、「日本語を教えながら異文化
を知ることができるなんておもしろそう、日本語教育を勉強してみたい」と思い、教授法をはじめ、
文法や語彙など「日本語」において幅広い分野を学ぶことができるという点、そして緑に囲まれた
キャンパスの雰囲気が通っていた高校に似ているという点に惹かれ、恵泉を受験しました。このよ
うに最初は興味本位で始めた勉強でしたが、日本語教員養成課程を 4 年間専攻し、勉強する中で様々
なことを学び、得ることができました。
　「日本語」は私の母語ですが言葉の使い分けなど、実際にきかれるとうまく説明できないことが
あります。日本語を見つめ直すたびに様々な発見と驚きがあり、勉強が楽しいと思えたのも「日本
語」の不思議さにどんどん惹かれていったからだと思います。
　日本語教員養成課程で最も心に残っているのは教育実習です。私は昨年、韓国の大学と国内の日
本語学校で実習をさせていただきました。実際の学習者を相手に教壇実習を行うことは初めてで、
とても緊張したのを覚えています。また、韓国では中学校と高校で日本文化を伝える活動を行った
り、学生さんと一緒に観光をしたり、国内実習では様々な授業を見学させていただいたりと、本当
に貴重な経験をさせていただきました。夜遅くまで、時には徹夜で教案や教材を作り直し、練習を
し、大変なこともたくさんありました。うまくいかず、悔しい思いもしました。しかし、壁にぶつ
かるたび、これまでの努力が私の背中を押してくれました。そして何よりひとつひとつ乗り越える
ことができたのは、厳しくも温かくご指導してくださった先生方、切磋琢磨しながら共にがんばっ
た友人たち、そして応援してくださった方々の支えがあったからこそだと思います。心より感謝申
し上げます。
　また、 2 年生から行ったキャンパスアテンダントも、私にとって大きな経験だったと思います。
お話をいただいたときは「私に務まるのだろうか」と不安や迷いもありましたが、少しでも積極的
な自分に変わることができたらと、挑戦することに決めました。初めは来場者の方への対応、キャ
ンパスツアーなど毎回のオープンキャンパスが緊張の日々でした。私たちの大切な役目は受験生の
人生に関わることへの責任を持ちながら、恵泉の魅力を伝え広めること、そして受験生の不安を少
しでも軽くし、大学生活を楽しみにしてもらえるようにすることだと思い、活動してきました。そ
の方法に悩むこともありましたが、来場者の方によってお話しするポイントを変えてみたり、パン
フレットだけでは分からない様子をお話ししたり、常に相手のことを考えて行動しました。「恵泉
に入りたいです！」といっていただけたときや入学後、「オープンキャンパスではありがとうござ
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いました！恵泉に入学できました！」と声をかけてくださったときは、本当にうれしかったです。
この活動を通し、恵泉を、恵泉の人たちをもっと好きになりました。
　恵泉で経験した出来事は、大きなことも小さなことも全て、心配症で臆病な私にとっては挑戦の
連続だったように思います。勇気を持って一歩を踏み出し、挑戦し続けることができたのは、私を
いつも見守ってくれる「恵泉」という温かいホームがあったからです。
　恵泉ではたくさんのことを得ることができました。日本語教育や留学生との触れ合いを通し、異
文化を学びました。日本からみる「日本」だけではなく、海外からみえる「日本」を知ることがで
きました。自分から積極的に考え、行動することの大切さを学びました。相手の立場になり、接す
るということの難しさや大切さを学びました。「学ぶ」楽しさを知りました。どんなことも逃げず
に向き合えば、何かに繋がっていくことを知りました。そして、これからもずっと繋がっていたい、
大切にしていきたいと思う友人、先輩、後輩、先生方、職員の皆様など、多くの素敵な方々と出会
うことができました。今、大好きな恵泉を卒業することにさみしい気持ちでいっぱいです。けれど
も、卒業がこんなにさみしいと思えるということは本当に幸せな大学生活だったのだという証拠だ
と思います。私は卒業するのがたまらなくさみしいと思える大学生活を過ごすことができたことを
誇りに思います。そして恵泉で学んだこと、得たもの、出会った方々をこれからも大切にしていき
たいです。またいつか笑顔で会えることを楽しみにしています。本当にありがとうございました。

国際社会学科　神田裕弥子

　恵泉に、してやられた。こう思わざるを得ない 4 年間でした。わたしという人間は本当に人と人
との巡り会わせの中に生かされていると思います。
　恵泉に入学を選んだ理由を正直に答えると、高校 3 年生の 2 月まで合格通知がどこからももらえ
ず、視野に入れていなかった女子大の受験を始めたのが 3 月。最初に合格通知が来たのが恵泉でし
た。付け加えるのであれば筆記テストが無くても海外に行けるチャンスがあるからという理由でし
た。厳密に言うともちろん選考などがありますが、テストという言葉にいつも怯えていわたしには
とても魅力的でした。
　恵泉に入学してたてた目標は勉学に対する劣等感をなくすこと。この大学 4 年間でこの感情を取
り払って社会に出ていこうと決めました。
　大学に入ってすぐ感じたことは授業の楽しさでした。国数英のような「勉強」とは違うタイムリー
な題材や、わたしの知らない国や文化の授業に感動しました。高校生までいまいち勉強の面白さが
分からず、それゆえ、理解して自分の中に飲み込めるまで、他人の倍の時間がかかっていたわたし
が、大学の授業は知りたいという好奇心に手を引っ張られ、夢中になれました。先生方の今まで私
が考えてこなかったような視点や意見に触れ、毎日を新鮮に過ごしていました。
　しかし、ここからが長い道のりでした。興味・関心が強いあまり広く手を伸ばしすぎて、自分が
何についてより深く学びたいか、わからなくなってしまっていたのです。 3 年次に参加すると決め
ていたタイ長期FSのテーマ決めのため、 2 年生の時は他学科の授業もたくさん受講しました。そ
れと同時にその頃から論文も読み始めました。最初はゼミで与えられた課題の書物を読むだけでし
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たが、次第にゼミの仲間が読んだ論文や、友人と協力しながら図書館などでも教材を探して少しず
つですが読んでいきました。タイ長期FS用に買ったノートにはたくさんの文字が羅列されていま
す。観光、宗教、農業、性産業、山岳民族など、タイに関するキーワードを論文から拾い片っ端か
らメモしていたのを覚えています。次第にわたしは漠然とそれらの事柄に触れ、理解するのに必死
で何をタイで研究していきたいのかわからなくなっていました。
　しかし、時が過ぎていくのは思っている以上に早く、気づけばタイ長期FSが始まっていました。
一緒にタイにきた友人だけでなく、日本にいるゼミの友人たちもテーマが決まっていく中、わたし
だけがまだ様々なテーマの間で揺れていました。 2 年生の頃から、良かれと思ってしてきた勉強が、
実は全て意味のないことだったのではないかとも思え、焦りともどかしさでいらだちながら 1 ヶ月
が過ぎようとしていました。テーマが決められないもどかしさから、この 5 ヶ月の勉強も何も得ら
れぬまま終わるのではないかと悪い方へ悪い方へと考えが進んでしまっていました。
　頑張っても成果が出ないことは今まででもたくさんありました。大学受験で 3 月まで受験をして
いた事もそうですし、そもそも中学・高校の定期テストでさえ満足な結果がでたことは一度だって
ありません。私の劣等感の根本はこのあたりにあったと思います。中身のない 5 ヶ月間にしてしまっ
ては、わたしの勉強に対するマイナスの意識は変わらないと思いました。
　そこでいったん頭をタイ長期FSから離し、将来の自分像について考えました。わたしがイメー
ジした将来の自分は至ってシンプルです。お金をたくさん稼いで楽しく暮らすこと。聞こえはよく
ないかもしれませんがそれがわたしのモットーです。しかし、女性がこの日本社会で経済的自立が
しにくいことはよくわかっています。それでも、パートナーの収入に頼らず自立した自分でありた
いと強く思いました。そこで気づいたのは自分のフォーカスがこの 3 年間ずっと女性であったこと
です。
　 2 年生の秋に福島県の有機農家を訪れた時も、自然と働く女性に目が向き、肝心な有機の話をあ
まり聞いていなかったことを思い出しました。そして、恵泉にいる女性の先生やスタッフの方々を
いつもかっこいいなと思いながら見ていたことにも気づきました。そのとき自分のノートをふと見
返してみると、どんなテーマでも女性に関するメモやキーワードが自分の手で書かれていたのです。
ずっとそこにわたしのテーマはあったのでした。
　そこからはとても早く、「神田が楽しく勉強できる村はこの村かな。」と村探しに尽力していただ
いた押山先生の言葉通り、この場で語るには長すぎる思い出がわたしにはあります。
　来月から社会へ出ます。きっといろんな経験をして社会の波にもまれ、時には傷つくこともある
と思います。しかし、わたしがこの恵泉で 4 年間
をかけて取り払った劣等感と、たくさんの経験を
自信に変え、時にはそれを武器に変え、働く女性
の仲間入りをしていきたいです。
　振り返ると濃い 4 年間でした。パスポートには
いくつものスタンプが押されています。いろんな
場所へ行きました。いろんな人と出会いました。
こうやって自分の人生が色づけされているのは、
大学 4 年間で出会った恵泉の先生と友人のおかげ
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だと思っています。どんなにとんちんかんな質問をしても最後まで答えてくれる先生と、一緒に理
解しようと努力した友人と、どんなことにも対応してくれる職員の皆さんと、恵泉という場所を通
じて出会うことができ、本当によかったなと思います。恵泉に入るために神様が他の大学を全部落
としてくれたのかなと思うと、あのとき流した悔し涙も悪くは無いかなと思います。
　東京のはずれにあり、自宅から片道 2 時間。入学式にお化粧ばっちりのど派手な同い年。何も期
待していなかった恵泉女学園大学にみごとにしてやられた気分です。こんなに楽しい大学で 4 年間
学べたことを誇りに思います。関わってくださったみなさん、本当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　大津　珠里

　恵泉での 4 年間を振り返った時、言葉と向き合った 4 年間だったと感じました。恵泉で私は様々
な挑戦をしましたが、それは全て恵泉に通っていたからこそ出会えた活動や、人々によるものだっ
たからです。これから大学で私が経験したことを大きく 2 つに分けてお話しします。
　 1 つ目はサークル活動です。私は恵泉英語教育研究会＜KEES＞と恵話会という 2 つのサークル
に所属していました。私は 2 年生からKEESに所属しました。グローバル化が進み、これから今以
上に英語が必要となっていく中、子ども達に英語を学ぶ導入として、楽しく英語を学んでもらいた
いという思いで活動していました。ですが、その意思とは反対に、子供達は恥ずかしがったり、授
業で用意していた歌を歌いたがらなかったりと、反応はダイレクトな時もあり、戸惑うこともあり
ました。ですが、活動をしていくうちに子ども達も心を開いてくれて、同じ班のメンバーとも協力
し、最後には子ども達にとっても、私たちにとっても、楽しく充実した活動ができました。私は
KEESの中で役に立てたかどうかは分かりませんが、活動を通して成長できたと思っています。
　そして、KEESの一員として活動していた私は指導してくださっていた先生から、恵話会に加わっ
て活動することを勧められ、恵話会に入りました。この恵話会は、地域の図書館や高齢者施設に行っ
て、絵本の読み聞かせやお話の語りをする活動をしています。恵話会では、私も含めメンバー一人
ひとりが様々な人にお話や絵本を届けたい、という思いで活動していました。初め恵話会に入った
時は、ただ絵本や語りを読むだけでしたが、様々な絵本や語りに出会い、保育園から高齢者施設ま
で幅広い年齢の方に向けた様々な活動を通じて、語りを伝えることの楽しさを知りました。このサー
クルでの活動で、言葉やお話がもつ影響力は、時に人の心を動かすことを学びました。また、 4 年
生まで恵話会メンバーとして活動し、後輩が増えてからは後輩の成長を見てとても嬉しく思ってい
ます。
　大学生活を終える今、KEESと恵話会に関わる一人ひとりとの出会いに感謝しています。この 2
つのサークルでは言葉を使い、人と関わる活動ができ、言葉の持つ力を学ぶことができました。
　 2 つ目はゼミと卒業論文についてです。ゼミでの研究は大学生活の中で一番力を入れた学びです。
私は英文学のゼミに所属し、授業で『トムは真夜中の庭で』という作品に出会い、その作品の舞台
である真夜中の庭園の美しい描写や不思議さに魅力を感じ、この作品で卒業論文を書きたいと思う
ようになりました。卒業論文は今までで一番言葉と向き合ったのと同時に、言葉に悩まされました。
私は論文的な文章の書き方が苦手で、その中でお会いしたことのない作者の作品に対する思いを読
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み、自分の言葉でそれを表現することがとても難しいと感じました。
　そのような中、同じく卒業論文を書いているゼミのメンバーに助けられました。私とは対照的に
論理的な文章の書き方が得意な友人の文を読み、自分の出来なさに落ち込んだこともありましたが、
お互いの論文を見て講評し合い、時には励まし合いながら共に論文を書き切ることができました。
卒業論文の執筆では論理的な思考を鍛えられましたし、作品を知らない人にも的確に作品の魅力を
伝えるための情報の取捨選択の仕方など、様々なことを学べました。大変なこともたくさんありま
したが、言葉と真剣に向き合い、考える時間は今までの自分の人生の中でも無かったことなので、
大きな刺激になりました。
　また、今までキリスト教との関わりがなかった私は、恵泉で初めてキリスト教について触れまし
た。礼拝にも大学に入ってから初めて参加しました。チャペルでのひと時は私の心を落ち着かせる
ものでした。また、礼拝で聞く様々なお話は自分を見つめ直すきっかけにもなり、言葉の重みを感
じられました。
　今までお話してきたように、私が大学で言葉を通して多くのことを学ぶことができたと思います。
また、私は基本的に消極的な考え方を持っていましたが、恵泉での様々な出会いと挑戦により、初
めから諦めずに挑戦すること、そして自分から挑戦することの大切さを学ぶこともできました。こ
のように、私の考え方を変える環境が恵泉にはあったと思います。その理由には、恵泉には様々な
経験ができる場があり、それを応援してくれる先生方もたくさんいたからです。私自身も恵泉で向
き合い、学んできた言葉を社会人になっても忘れず、正しく使っていきながら今後の人生に生かし
ていきたいです。
　最後に恵泉で出会えた人々やもの、活動を忘れず、すべての出会いに感謝して、笑顔で卒業した
いと思います。教職員の皆さま、支えてくれた後輩の皆さん、そして共に卒業していく仲間たちに
心から感謝いたします。ありがとうございました。

文化学科　中村　清美

　今日、こうしてお話しさせていただけるのは、たくさんの方に支えられて卒業に辿り着けたから
です。今はただ、私に関わってくださった全ての方への感謝の気持ちで一杯です。
　私が恵泉と出会ったきっかけは、たくさんの大学が載っている本の恵泉のページに載せられてい
た一枚の写真を見たことです。その写真には、芝生の上に座る学生と花が写っていて、とても優し
くて温かいものを感じ、見学してみようと思いました。初めて母と一緒にキャンパスを訪れた時、
前学長の木村利人先生が満面の笑みで話しかけてくださったことを今でもよく覚えています。クリ
スマスの時期には、チャペルでの聖歌隊の美しい賛美に心から感動しました。相談に乗ってくださっ
た先生や先輩の学生は皆優しく、恵泉の温かくてアットホームな雰囲気が気に入って、この大学に
しようと決めました。
　しかし、入学前の 3 月11日にあの東日本大震災が起こりました。この先どうなってしまうのかと
不安で一杯でしたし、被災地のことを考えると胸が痛みました。そのような中ではありましたが、
入学式に無事に参加することができ、入学できた喜びも大きかったです。いろいろな意味で心に残
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る入学式だったと思います。
　入学して授業が始まり、同時に忙しい生活も始まりました。自宅から 2 時間弱かかる通学路を、
満員電車に揺られながら一生懸命通いました。学校に行って帰ってくるだけで疲れ切ってしまう日
もありました。
　その中で受けた恵泉の教育の 3 つの礎の科目は、とても印象に残っています。入学当初不安だっ
たのが、キリスト教学の授業です。私はクリスチャンではなく、キリスト教のことをきちんと学ん
だことがなかったため、最初は聖書や礼拝がどういうものなのかわかりませんでした。毎週の授業
やチャペルアワーに参加する中で、少しずつキリスト教のことを知っていきました。世界を見ると
クリスチャンである人がたくさんいることも教わりました。
　平和研究の授業では、戦争のことや弱い立場にいる人のことなどを、高校の教科書の数行・数ペー
ジを何時間もかけて学びました。日本という国を客観的に見ることができるようになり、本当の平
和とは何かを考える時になったと思います。
　生活園芸の授業では、土まみれになりながらひたすら皆で作業しました。毎週毎週、朝早くに家
を出なければいけなかったので、大変だなと思う時もありましたが、初めて自分の育てた野菜を収
穫した時の感動は今でも忘れられません。
　授業に少し慣れてきた頃、気になっていた聖歌隊に入り、昼休みと金曜日の放課後の練習に一生
懸命参加しました。チャペルという特別な場所に最初は緊張していましたが、自分の声が響く気持
ちよさを知り、とても好きな場所になりました。毎週金曜日の練習が待ち遠しいほど、聖歌隊で歌
うことが楽しかったです。
　 1 、 2 年生の時はさまざまなことをしているうちに時間が過ぎ、あっという間に 3 年時が始まり
ました。聖歌隊では皆をリードする立場になり、ただ楽しく参加するだけではなくなりました。先
を見通して曲や楽譜などの準備をしたり、パート別で練習場所を確保したり、メンバーへさまざま
な連絡をしたりと、常にいろいろなことを考えて動きました。
　そうする中で、今まで当たり前のように楽譜をもらって教室で練習できていたのは、先輩が細か
な所まで陰でたくさん動いていてくださったからだと気づき、それから聖歌隊に限らず、与えられ
たものや場所へ感謝の気持ちが湧いてきました。
　また、歌うことについてもたくさん考えました。決められた音程の声を出すだけではなく、それ
ぞれが曲に込められた意味や情景を理解して心を込めること。皆がお互いの声をよく聴いて、心を
合わせること。大人数で表現することの難しさも楽しさも実感しました。　
　この頃の私は、人の言うことを全部受け止め、嫌なことも悩みも一人で抱え込んでしまう性格で
した。自分がやらないと、と強がって、周りに頼ることがあまりできませんでした。そんな風に自
分にいろいろな無理をさせていたため、さまざまなことに支障が出ました。その時、周りの先生が
親身になって話を聞いてくださり、自分を守ることも大事だと言ってくださいました。自分のこと
を分かってくれている人がいると思うと、とても心が楽になりました。
　聖歌隊に集まっているメンバーは、一人一人の声も性格も違います。だから大変な時もあります。
美しいハーモニーを作るには、自分の声を出しながら同じパートのメンバーの声、違うパートのメ
ンバーの声を、お互いによく聴き合うことが大切です。とにかく声を出そうと頑張りすぎたり、自
信がなくて引いたり、少しでも曲やみんなから離れてしまうと、なかなかうまくいきません。何度
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も何度も練習をするので、本番まではとても大変です。しかし、本番では歌っていて涙が込み上げ
てきて、言葉にできない感覚を味わうことができました。いろいろなことがあっても、ここまでやっ
てきて良かった、みんなと歌えて良かった、と心から思いました。以前、聖歌隊のヴォイストレー
ナーとして指導してくださっていた渡辺玲子先生の“Grace of God”という曲の中に、このような
歌詞があります。

　　あなたとあなたの心のなかの分かち合う優しさを
　　ともに祈り合える心強さを
　　この恵みの泉のなかで

　一人一人がみんなのことを尊重し、互いに想い合えた時、聴く人の心を打つようなハーモニーが
生まれるのだと思います。
　恵泉での日々を振り返ると、恵泉と出会った時に感じた温かいものにずっと囲まれていたなと感
じます。 4 年生で大学や進路のことで悩んだ時は、正直な気持ちを先生や友人が聞いてくれ、一人
じゃないと思うことができました。いろいろな人との繋がり、いただいた言葉は、私のキラキラと
した宝物です。これから先、この温かくキラキラした繋がりを、自分から作って広げられる人にな
ろうと思います。今まで私に声をかけ支えてくださった先生方、たくさん励ましてくださった先輩
方、大好きな聖歌隊のみんな、何でも話せる友人、そして家族に感謝しています。ありがとうござ
いました。

平和学研究科　丁　利憲

　私が日本に来たのは2005年の 3 月です。高校生の時から日本の文化に非常に興味を持っていたの
で、日本に留学しました。日本に留学してからまず、日本語学校に入り、 2 年間日本語を勉強しま
した。そして日本語学校卒業後は専門学校に入学し、貿易について二年間学びました。私は主に日
韓貿易について学び、日韓文化交流や、日本の文化、特に伝統文化に興味を持つようになり、日本
文化についてもっと勉強しようと思いました。そして私はクリスチャンなので、キリスト教を基に
たてられた学校に入りたいと思い、縁があって、2009年に恵泉に入学しました。 1 年生の頃はこれ
から始まる大学生活が楽しみで、胸を躍らせていました。
　私は恵泉に入って初めて園芸を学びました。実は私は、それまで花に全く興味を持ったことがあ
りませんでした。しかし、恵泉に入り、花に接してから、花や庭園というものに興味を持つように
なり、学びを深め、私は生活園芸士の資格も日本生け花修了書も取得し、副専攻も園芸でした。そ
して、日本の庭園文化にも興味を持つようになり、卒論は枯山水について書きました。私は庭園文
化の中で、特に、コミュニティガーデンに興味を持ち、さらに学びを深めようと思い、大学院入り
ました。最初は都市農業について研究をするつもりでしたが、勉強しているうちに食料問題が深刻
である事を知り、大学院では主に食料問題について研究しました。食料問題のうち、特に種子問題
について研究しました。、私の修士論文のテーマは日本と韓国における種子保全に関わる組織です。
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大学院を卒業してからは、さらに京都にある龍谷大学の博士課程に進学し、植物遺伝資源について
研究する予定です。
　今までお話をしてきた学びを支えていたのは、とても基本的な事でありますが、恵泉で友達がた
くさんできたことです。留学生として、最初は友達ができるか不安でしたが、学年、学科を超えて
色々な友達がたくさんできました。また、先生たちもアットホームな感じで、みんなやさしくて、
私のことを覚えてくれて、悩みなど相談することができました。
　また、恵泉は園芸が魅力的な学校でもありますが、私の目をひいたのはパイプオルガンです。パ
イプオルガンは音楽の歴史上の伝統文化でもあるし、教会の音楽を支えてきた楽器です。私が小さ
いときからずっと通っている教会にもオルガンがあるので、いつかはオルガンを学び、弾きたいと
ずっと思っていました。また、私は子供のときからずっとピアノを習ってきたので、是非オルガン
も習いたいと思っていました。その願いがかない、大学 1 年生のころからオルガンレッスンを受講
することができました。
　オルガンもピアノもあまり変わらない楽器だと思っていましたが、最初オルガンを習ったときは
足ペダルと鍵盤の数と弾き方がピアノと違いますし、あまりにも難しくて、とても苦労しました。
しかし、練習すれば練習するほどオルガンは応えてくれ、上達し美しく弾けるようになり、オルガ
ンがもっと好きになりました。
　私はオルガンを習ってから色々なオルガン曲を弾いて、また、色々な曲を聞くようになりました。
以前は、オルガン曲は眠くなりそうで、堅苦しい感じがしました。しかしオルガン曲を聞けば聞く
ほど、オルガン音は人の心に響く何かを持っているような感じがしました。眠そうで、堅苦しいと
感じていましたが、それらは人間の心の深いところにある、神様を愛し、神様を求める本性を目覚
めさせるものであるのではないかと思いました。人間の心の深いところにオルガンの音が入り込み、
低い音、高い音、色々な音が人間の心に神様の愛を語っているような感じがします。そのため、私
はオルガン曲を聞く度に天国を感じ、神様に対する愛を感じています。
　 6 年間の恵泉の生活は本当に楽しくて、豊かな自然環境のなかで、心も癒され、勉強することが
できました。恵泉では色々な人に出会い、色々なことを学び、これからの自分の歩み方について考
えられる良い場でありました。大学では、枯山水を通じて、日本の伝統文化に触れることができま
した。大学院では本当の平和というのはなんだろうと考えさせられました。本当の平和は戦いがな
い状況ではなく、戦いがあっても、人々が希望を持って生きられる状況であることが分かりました。
恵泉ならではの学びを深め、他では接することができない分野を勉強できてよかったです。これか
ら恵泉を離れ、京都で新しい生活をしますが、恵泉で学んできたものを生かし、これから自分の人
生を歩みたいと思います。
　 6 年間に渡って、仲良くしてくれた友達と、私に花と庭園の魅力を教えて下さった大学時のゼミ
の先生である西村悟郎先生、農業に関して素人だった私を 2 年間辛抱強く指導してくださった大学
院の先生である澤登早苗先生、そして 6 年間オルガンを教えてくださった関本恵美子先生と、バイ
ブルの勉強を一緒にしてくださった宇野先生、本当にありがとうございました。
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人文学研究科　李　玲君

　長く続いた冬の寒さもようやく遠のき、春めいた暖かな日々の到来が感じられる今日、この日を
迎えることができるように導いてくださった神様に感謝いたします。また、このような場で、私に
学園生活を語る機会をお与えくださったことに感謝いたします。
　私が恵泉女学園大学の一年生として入学したのは、50歳になるのを 2 ヶ月後に控えた2008年のこ
とでした。母国である韓国で、日本語教師として働きたいという目的をもっての入学でした。入学
選考の面接のときに、担当の先生に言われたことがあります。「親子ほども歳の違う同級生と、う
まくやっていける自信はありますか」という問いでした。私は「はい」と答えましたが、内心は「私
は大丈夫だけど、みんなは私を受けいれてくれるかしら」と、少し不安な気持ちでした。でも、新
学期がはじまると、その私の心配が杞憂だったことがわかりました。何回か、授業で一緒になった
同級生から「りーさん、私たちと一緒に御飯食べようよ」と、声をかけてもらったのです。彼女た
ちとの学部での 4 年間は、宝の時間として、私の中に色鮮やかに残っています。私たちは、目指す
ところはそれぞれ別でしたが、私は、自分が学生生活の中で悩みを抱え立ち止まり動けなくなった
時に、彼女たちの存在がどれほど支えになったか、今も忘れることはできません。
　大学での学びの基礎となる履修を終えた学部での 3 年目は、専門的な分野の授業も増えて、私は
苦手科目の克服に苦労しながらも 4 年になり、教壇実習の時を迎えました。 9 月の国際交流基金の
インターンプログラムによる、韓国・仁川大学校での実習。そして、11月には横浜YMCAでの10日
間の実習があり、にわかに、目標が現実に近くなった感じがしました。横浜での実習は、始発のバ
スで自宅を出て、その日の報告を書き終え自宅に戻ると 9 時過ぎという日が続きました。帰宅後、
自分の担当授業の教案の書き直しをすると、夜中過ぎになるような毎日は、私にとっては精神的に
も、肉体的にも自分の限界を超えた日々でしたが、この時も、くじけそうになる気持ちを支えてく
れた家族の存在が、私にはありました。
　そして、2011年 3 月の、あの東日本で起きた未曾有の災害。私もまた、自分が「生きること」ま
たは「生きていること」の意味を深く問うことになりました。そして、2012年 4 月、私自身も最愛
の息子を神様の御許にお返ししなければならないという試練に直面することになりました。母親と
しての後悔ばかりが積み上がり、自分の掲げた目標は遠くなっていくばかりでした。そのような状
況のなか、私の大学院での生活は幕をあけました。大学院での勉強は、より専門的な内容になり、
ただでさえ呑み込みの悪い私にとって、授業は「難解」の一言につき、「身の程知らずにもどうし
て修士課程に進んだのだろう」と後悔する日々が続きました。修士論文は卒業論文を掘り下げて書
いていくということだけは決まっていましたが、実際には手をつけられぬままに時間だけが過ぎて
いきました。そして、 9 月。仁川大学校での 2 回目のインターン。教壇実習としては 3 回目にあた
る実習でしたが、一度目より二度目、二度目より三度目と、不思議なことに回を重ねるごとに教壇
に立つのがどんどん怖くなっている自分がいました。そして、修士課程 2 年目。今度は母校での教
壇実習です。私は、まだ自分自身を取り戻せずにおり、自分の担当の日を目前にして、指導教授で
ある秋元先生に「日本語教師課程」の履修をやめたいとお伝えしました。すると先生は一言「自分
の掲げた目標をそんなに簡単に投げ出してはいけません！」と私を一喝されました。そして、加え
て「今、あなたが勉強することから離れたらどうやって自分を保つのか…」そう言われました。
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　その日から、恵泉での学びは私の拠り所となりま
した。私は少しずつ、修士論文のデータ収集に没頭
していきました。苦しい時にはゼミの仲間たちの支
えがありました。私たちは年齢も国籍も言葉も違い
ましたが、互いを支え合い今日の日を迎えることが
できたのだと思います。私にとって、この場所、恵
泉女学園大学は自分が「新たに生まれる」ための家
のような場所だと思っています。
　最後になりましたが、私が今ここに皆さんととも

に今日の日を迎えられたのは、秋元先生をはじめとする先生方のご教示と、事務職員の方々のお力添
えのおかげです。本当にありがとうございました。私は、 4 月から母校である恵泉女学園大学で非常
勤講師として日本語を教える機会を頂き、新たな一歩を踏み出します。未熟な私が先生として教えら
れることは少ないと思いますが、恵泉で学んだことを少しでも多く伝えられる先生になりたい。そし
て、遠く母国を離れここに学ぶ、海外からきた後輩たちを支えられる先生になりたいと思います。

　人生において自分の限界を超えた時、自分の存
在を超えた方を知っていて、祈り託すことができ
る人は幸いだと思う。どんな状況においても、神
様から託されている「わたしの役割」を自分の力
を最大限に尽くして果たしていきたい。そして、
わたしのできる範囲を超えたら、後は神様にお委
ねしたい、と上田先生のメッセージを通して感じ
た。
　このNEWS LETTERを読む恵泉女学園大学を
卒業された学生たち、また在学生や恵泉女学園に
つながるお一人お一人が恵泉女学園を通して、神
様と出逢い、神様から自分に与えられている賜物

に気づき、それを存分に活かして、自分の光を輝
かせていってほしいと心から祈っている。
 川上 咲野（キリスト教教育主任代行）
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