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■巻頭言
立ち止まる勇気

～杉原千畝の場合～

以前よりはずっと知られるようになりました。
１９４０年７月末、日本通過ビザを求めてポー
ランドから着の身着のままで逃げてきた大勢のユ
ダヤ人たち、リトアニアの領事代理であった杉原
は、一瞬にしてハムレットになりました。ドイツ
との関係上、ユダヤ人有利の判断はできない、当
時のユダヤ人にとって唯一のヨーロッパ脱出ルー
トは、シベリア鉄道でウラジオストクに行き、そ
こから船で日本に上陸し（福井県の敦賀港）
、日本
から海外に逃げる道しか残されていなかったので

岩村 太郎

す。ただしこのことを実現するには、どうしても

（キリスト教文化研究所所長）

杉原ビザが必要だったのです。何度打電しても日
本からはビザ発行許可の返信はありません、つい

細々とですが私は杉原千畝研究を続けています。 に杉原は独断でビザを出す事にし、結果的に六千
杉原は日本よりも外国で著名な日本人の一人とし

人以上のユダヤ人救出の手助けをしました。

て名前が挙がりますが、ロシア正教会で洗礼を受

話を現代に戻しましょう、日本の文部科学省は

けたクリスチャンであったことはあまり世の中で

今大学での実学教育を推奨しています。要するに

は知られていません。日本でも、最近は中学や高

社会に出てすぐさま役に立つことを優先的に教育

校の副読本などで杉原のことが紹介されたり、中

しなさい、と言うのです。恵泉の創立者である河

学の英語のテキストに英文で紹介されているので、 井道は極めて実践的で行動的な人ではありました
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が、教育理念の根本に関してはガチガチの原則論

■講演録

者であったようです。聖書を学び、土を耕し、世
界が平和になることに貢献する、こんな女性を育
てようと努めていました。文部科学省の方針と重

今、親や教師に何が問われているのか

なる部分もあるとはいえ、その根本には大きな隔

―「大人の闇」を子どもに引き負わせないために―

たりがあります。乱暴な言い方をすると、文科省

安積 力也

は時代の流れを見てその中で有用なこと、直接今

（前 キリスト教独立学園高等学校 校長）

必要なことを追求していますが、河井道は時代を
見つつも、むしろその中に流れるある種の普遍性
を求めています。

〈聖書が問いかけてくるもの〉

男の欲望をただひたすらに肯定するトランプ氏、

「聖書」は実に不思議な、とっつきにくい書物です。

分かり易いと言えばそれまででしょうが、これで

最初に手にした時は、こんな本を読む人がいるのかと

は品位品格がゼロです。八年の任期を終えたオバ

思いました。でも、生きていく中で、当然、生きよう

マ氏、少年のもつ正義感と倫理感、そして高邁な

にも生きられない現実とぶつかる。そういう時に読ん

理想をもっていたいい奴でした。とても心配です、 でみると、自分のリアルな現実と鋭く切り結ぶような
私たちが学校で習った歴史の教訓が反故にされる

言葉やメッセージが多いことに気付かされます。それ

という、思ってもいなかった２１世紀が始まりつ

に気づくようになった大学時代から、私は本気で聖書

つあります。つまりストッパーとしての倫理学が

を読むようになった。そしてその後、教師になってか

機能していないのです。

らですが、聖書のどのページをめくっても、まるでパ

河井道もきっとふと立ち止まり、教育の根幹に

イプオルガンの通奏低音のように、ひとつのメッセー

何がなければならないかを恵泉開学時に考えてい

ジが心に響いてくるのを感じるようになりました。そ

たのでしょう。杉原千畝も自らの出世よりずっと

れは、「恐れるな」というメッセージです、ちょっと

ずっと大切なことがあると「ふと」立ち止まり、

ビクッとする命令形で。

ビザ発行の決意をしたのでしょう。私も毎日「忙

どうやら私たちは今、得体の知れない恐れにとりつ

しい、忙しい」と言わないで、いつでも「ふと」

かれてしまっている。どんな立場の人間も、まるで恐

立ち止まる心に余裕のある人間になりたい、と

れの論理とでもいうようなところからしか、ものごと

常々思います。そうです、今これを読んでいるあ

を考えられないし、現実を見られなくなっている。国

なたにも、こんな余裕を贈ります。

の責任を負う政治家が全くそう。経済活動に従事する
人達の根底にも、尋常でない恐れを感じます。そして
私が生きてきた教育の領域においても、恐れの論理に
呪縛された強権的な教育行政がこの国の学校現場を
覆いつくそうとしています。皆さん自身はいかがでし
ょうか。恐れの色眼鏡でしか、人も見られない、社会
も見られない。ましてや国際関係や時代の方向性も見
られない。そして他ならない自分自身の姿すら、怖く
て見られなくなってはいないでしょうか。

（＊プロフィール写真は千畝とサックスに夢中な

ところが、私が 40 代半ばに至った頃からです。ふ

岩村先生です。編集子）
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と気づくと、聖書から聞こえる「恐れるな」という言

ば、もう何も恐れずに、やるべきことを命懸けで貫い

葉の響きが、私の中で変わってきた。非常に驚きまし

ていけばいいのだ、と私は思いました。
恵泉に赴任した時は、ちょうど 2000 年。ご承知の

た。厳しい命令形にしか聞こえなかった声の奥から、
もっと優しい問いかけを聞きとるようになったので

ように翌 2001 年に 9.11 同時多発テロが勃発し、日

す。それは「恐れなくていいんだよ」という呼びかけ

本では有事法制がすべて整った中で戦争への具体的

の声です。恐れにとりつかれてしまっている自分にと

な準備が断行されていきます。テロの脅威が現実にな

っては、違う意味でドキリとさせられる。それは、今

った時代です。私たちの国を覆う雰囲気は、大きく変

も続いています。

容していった。この流れの中で時の政権は、日本を戦

今私は、このメッセージを「問い」の形に変えて、

争ができる国にするための最後の障壁であった「教育
基本法」の改訂を断行しました。2006 年の 12 月です。

捉えています。「あなたは、一体何を、そんなに恐れ
ているの？

その恐れは、本当に恐れる必要のあるも

「国家よりも個人を大事にする。そこに真の教育の

のですか、恐れるに値するものですか？」という問い

原理がある」ということを明言したのが、敗戦後、平

かけです。私が恐れてしまうものは、ほんとうに恐れ

和憲法と共に制定された最初の教育基本法です。その

なければならないものなのか。それは「真に畏れるべ

基本精神をつくった教育刷新委員会の 13 人のメンバ

き」ものなのか。時代の状況が暗くなればなるほど、

ーのなかに、唯一の女性委員として恵泉女学園の創立

「恐れなくていいんだよ」との聖書の呼びかけは、よ

者河井道先生がおられました。その教育基本法が、再

り鮮明な輝きを放つ問いかけとして、私に迫ってきま

び「個人よりも国家の尊厳を優位する」ことも是とす

す。

る基本法に改訂されたのです。私は、恵泉の校長とし

ここ（恵泉女学園大学）から山ひとつ越えた向こう

て黙っていられなくなった。教育が厳しく政治問題化

に野津田公園がありますが、私は 2000 年の 3 月まで、

され、政治的イデオロギーの問題としてしか扱われな

その野津田の丘の上にある日本聾話学校という聴覚

い状況の中で、私は、徹底的に個を大切にする教育の

障害児のための学校におりました。1960 年代の駐日

論理に立って、言うべき発言をしていこうと覚悟しま

アメリカ大使、エドウィン・ライシャワー博士のご両

した。

親が創られた日本でたったひとつの私立の聾学校で

そのような中におりましたから、聖書の「恐れるな」

す。そこで校長をしていたときに、思いがけず、恵泉

というメッセージは、あらためて心にしみました。そ

女学園の中学・高等学校から強い招きを受けてしまっ

して河井先生は、戦前、戦中の、今とは比較にならな

た。本当は女子校だけは行きたくなかった。きっと訳

い厳しい状況の中でこのメッセージに立って、恵泉の

もなく恐れていたんですね。でも神様のご命令と分か

人間教育を守りぬかれたのだということが、実感をも

ってしまい、抗うことができず、赴任しました。

って分かってきました。これからの時代を生きねばな

恵泉女学園では、恵泉教育の本質がどこにあるのか

らない恵泉生にとって、この「恐れるな」のメッセー

探しながら８年間校長をさせて頂いたのですが、中高

ジがどんなに大事な道しるべになることか、と思いま

の教育現場に息づいているものを見て、私にはすぐに

した。

その本質が見えました。それはまさに「恐れの呪縛か
らの解放教育」です。世の中がどのように恵泉を圧迫

〈人は 2 度生まれる〉

しても「恐れるな」、
「恐れなくていい」
。そして、
「真

恵泉で過ごした 8 年間に、私はあらためて J.J.ルソ

に畏れるべきものを畏れよ」。これが世田谷キャンパ

ーの『エミール』を読みました。そのなかでルソーは

スの中心に息づいているメッセージでした。それなら

こう言っています。
「人は２度生まれる」と。
「１度目
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は存在するために」、つまり肉体を持って、見える形

〈「私」のない従順さ〉

でこの世に存在するために。そして「もう１度は、生

教師になったとき、私は自分に対して３つの原則を

きるために」と。これは、どういうことでしょうか。

課しました。ひとつは、けっして管理職にはならない

ルソーとは少し違う意味で、私はこう考えます。

こと、ヒラ教員でいつづけること。でもこれは、神様

蛙の子は蛙になる。かたつむりの子はかたつむりに

によって剥奪されてしまった。もう１つは、どんなに

なる。では、人間の子は人間になるか。かならずそう

忙しくても、生徒や保護者が私と話をしたいと訪ねて

なると保証されているのか。よくご存知でしょうが、

きたら、会議や面会中でない限り、すべてを放擲して

赤ん坊のときに山奥に捨てられた赤ちゃんが狼に育

向き合うこと。もう１つは、どんな役職を担わされて

てられ、のちに発見されるということが前世紀にイン

も「授業」だけはし続けること、です。一つ目は神さ

ドでありました。発見された当座は８歳でしたか、し

まが許してくださらなかったけれど、あとの２つは、

かしその姿は人間の姿ではなかった。人間は「ヒト」

最後までなんとか貫くことができました。私は、この

として生まれるけれども、そのままで「人間」になる

二つをやるために「現場の」教師になったのです。

のではない。「人間」になるためには、ヒトは「もう

こうして、やってくる生徒や親と日々向き合って、

１度生まれ」なければならない。

いろいろな話を聞くなかで、少しずつ分かってきたこ

人はおそらく教育によって人間になる。そのために

とがある。今、この国の子どもたちが、尋常でなく「素

教育という営みは、他の動物の世界にはない非常にシ

直に」なっていっている。このなかに恵泉の大学の学

ステマティックな、必須の人間社会の営みとして今日

生さんもおられるようですが、特に皆さんの世代が、

に至るまで確保されているわけです。

です。私はそこに、
「尋常でなく」とつけ加えました。

では人間になるとはどういうことなのか。一言で言

素直なことはいいことですよね。「素直な子」は徳目

えば「私になる」ということです。他の人に代えられ

の一つですらある。その一見素直で良い子、そして明

ない固有性を持った「私」になる。機械の歯車になら

るい子が、なぜか校長室に私を訪ねてくるのです。そ

ない、操り人形にならない、ロボットにならない、流

してそこで語る内容を聞いていくと、外側の明るさや

れに同調するだけの浮き草にならない、ということで

素直さとは裏腹に、内面に、驚くほどの暗闇を抱えて

す。聖書の人間観は、それが本来の人間の姿であると

苦しんでいるのです。

明示しています。
「恐れるな･･･わたしはあなたの名を

今これだけ暗い時代なのに、若い世代が妙に明るい。

呼ぶ。」 聖書の神は私たち一人ひとりの名を呼ぶ神で

それは、私から見ると異様です。まるで強迫観念にか

す。固有名詞で、です。天地宇宙の造り主が、こんな

られて明るく振る舞っているように見えます。グルー

私を名指しで呼んで「立ち返っておいで」と招きつづ

プの中で互いに必死で明るい自分を演じあっている。

けておられる。この驚くべき事実を告げるのが聖書で

そうでないと場がもたない、その場に居られないと思

す。

っている。自分の心の奥に秘めている辛さや呻きを出

みなさんは、この「２度目の誕生」をちゃんとされ

してしまったら、その場にいられなくなる。お互いに

ていますか。私は今この問いを、私を含めたこの国の

そう思い込んで、まるで存在を脅かされる恐怖に追わ

大人たちに向かって、本気で問わざるを得ない思いで

れるように、必死で明るく振る舞っている。私には、

います。今日の問題提起はそこがポイントになります。 そう見えるのです。
５年前の 3.11（東日本大震災、福島第一原子力発
電所の爆発事故）以降、この傾向は、さらに決定的に
進みました。その時私は、福島県の隣、山形県のキリ
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スト教独立学園という学校におりましたので、より一

した。私と妻は校内の校長住宅に住まわせていただい

層鮮明に感じました。今やこの異様なまでの明るい

たのですが、２階の寝室で朝目覚めると、2 階の窓辺

「素直さ」は―もちろん例外は沢山ありますが―もは

の中間ぐらいまで雪のなかにいるのです。１階には車

や「私」であることを放棄した従順さ、「私のない従

庫もあるし出入口もあるので、除雪が大変です。でも、

順さ」のように、私には思われてなりません。

早朝まだ暗いうちに誰か生徒が来てくれて、まずは人

ヒトラー時代のナチズムを生んだ社会的要因につ

一人通れる道をつけておいてくれますので、ほんとう

いて、現在までに多様な研究が進み、社会心理学その

に助かりますし、頭が下がります。

他で明確にファシズムの土壌の本質が指摘されてい

生徒は全国から来ます。男女共学で、１学年 25 名

ます。一言で言えばそれは、「私」のない従順の倫理

定員、３学年合わせても 70 数名。独立学園はこの少

の蔓延です。「私」というものをもたない従順な在り

人数にずっと徹しています。それでも教員は、フルタ

方が、抗いがたい一つのあるべき「倫理」となって国

イムだけで 20 数名います。その大半は校内の職員住

民の中に蔓延している状況。これがファシズムを生む

居に家族と共に住んでいる。全寮制ですので、男子寮、

土台なのです。それこそが、一人ひとりの人間の尊厳

女子寮があり、舎監の役割を担うスタッフは寮の中で

を奪い、ロボット化し、全てを非人間化する状況を怒

生徒と一緒に住みます。校地は約 10 万坪もある。そ

濤のように進行させる土壌なのです。

の 95%は山林と牧草地です。そんな環境のもとで、

私を滅して公に仕える「滅私奉公」
。それが今、
「道

みんなで手分けして牛、豚、鶏を飼い、畑を耕し、米

徳」の教科化と必修化を通して、私たちの国に見事な

や野菜を作り、３食を共にします。独立学園は、生徒

までに復権しつつある。この国の子どもたちの、私に

教職員合わせておよそ 100 名の生活共同体なのです。

言わせれば「異様な」までの素直さ、おとなしさが、

ですから生徒のクラブ活動は、ほとんどが、畜産

それと重なって見えます。この見方が間違っていれば

部・園芸部・製パン部などの作業、労働です。畜産部

どんなに良いだろうと思いながら、今のところ私は、

などは朝早く 5 時過ぎに起きて畜舎に行き、畜舎の掃

これを撤回できないでおります。

除と搾乳をします。夕方からは遠くの牧草地に出て行
って、男子も女子も当たり間のように大きな鎌を持っ

〈キリスト教独立学園－「問いを生きる」学校〉

て汗みどろで草を刈り、リヤカーに山盛りの牧草を積

私は 2008 年 4 月から 2015 年 3 月までの 7 年間、

んで帰ってきます。食事作りも輪番で担当する。朝と

キリスト教独立学園高等学校の校長をつとめました。

昼は作業や授業がありますから職員の方たちが作っ

いいで

新潟県と山形県の県境に、飯豊連峰という二千メート

ていますが、夕食はほぼ全て生徒たちが 100 人分の

ル級のふところの深い山脈があります。その山形県側

食事をつくる。もちろん皿洗いなど厨房と食堂の後片

の山ふところに独立学園はあります。日本の近代化に

付けは、全て生徒がやる。

深い影響を与えた無教会の独立伝道者・内村鑑三の信

そういう共同生活をする学校ですが、これでも文科

すけよし

仰精神と教育的ヴィジョンに立って、弟子の鈴木弼美

省認定の、れっきとした全日制普通課程の高等学校な

が、戦前の 1934 年にこの地に創立しました。小さな

のです。

塾から始まり、敗戦後すぐに新制高校の認可を受けた

ではこの学校は、いったいどのような教育をしてい

高等学校です。

るのか。さきほどの「恐れ」の問題を意識しながら聞

ここは自然が実にすばらしい。でもそれは大自然の

いていただければ、と思います。私は１年目、２年目

厳しいすばらしさ、厳しい美しさです。日本有数の豪

とこの共同体の内側で生活するなかで、ここで行なわ

雪地帯で、ここ数年は毎冬４メートルの積雪がありま

れている教育の本質が、まるで濃い霧の向こうから
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徐々に浮き上がってくるように見えていきました。

を求めました。恵泉生は、とっても率直です。最初は、

ふつう、学校とは「正解」を教える場所です。問い

心の中を問われること自体への厳しい拒絶や抵抗を

に対する正解を教え、なぜそれが正解か、きちんと論

受けて、私は、実にしんどかった。でも、驚くほど深

理を追って説明する。生徒は、それを理解したうえで、

く真実な応答を返してくる恵泉生も沢山いました。私

覚えて知識とする。それが最終的には大学受験で役に

はこうした恵泉生の嘘やてらいのない応答に導かれ

立つ知識になる。それを疑いなくやり、それで点数を

て、やっと、ほぼすべての生徒が惹きつけられ、自ら

あげれば成果だと言うわけです。でも独立学園はちが

に向かって問わざるをえなくなる一つの「根源的な問

う。大学受験のための授業は一切しません。入試の説

い」に出会いました。それはこういう問いです。

明会でもそれを明言しますし、実際やりません。全日

「あなたは、本当のところ、何を願っている人間

制普通課程のカリキュラムは持っていますから、基礎

ですか？」
。

的なことは授業でしっかりやります。しかし、この学

みなさんはどう応えられますか。これは年齢に関係

園の教師が授業を含めて日常生活のあらゆる場面を

のない問いです。「本当のところ」とは、つまり、親

使って基本的に行っていることは、「問い」を提示す

の願いではない、先生たちの願いでもない、世の中が

ることなのです。これは恵泉の中高の教育にもありま

こう願うのが当然だと思っているような願いでもな

すね。「問う教育」なのです。独立学園の場合はこと

い、ましてや国家がこう願いなさいと命じるような願

さらに徹底して、根本的、根源的な問いをぶつける。

いでもない。もっと言えば、身近で一番心を開いてい

ぶつけ続けて、一人ひとりに応答を求める。しかしそ

る仲間や親友が自分に対して期待し、求めているもの

れは、どこまでも「正解の無い」問いなのです。

ですらない。私は、人の目が届かない私の心の奥の奥

私は、独立学園のキャンパスに流れるこの独特の風

の奥で、ひそかに、この自分に対して、本当は何を願

土が見えてきて、ここは「問いを生きる」学校なのだ

っているのか、という問いです。

と踏まえたら、それまでゴチャゴチャしていた霧の中

私は去年の春、人生の一つの区切りをつけ、山形の

が澄んで見えるようになった。そして私も、あらゆる

山奥から再びこの東京の大都会に戻ってきて、改めて

場面を使って、特に校長が担当する「聖書」の授業を

この問いの前で苦闘させられています。もう 70 歳を

使って、学園生たちに、若き日に自問すべき「根源的

超えたのだから、この問いの答えはよく分かっている

な問い」を提示していこうと決意しました。

と思っていたのですが、とんでもなかった。これはお

この想いは、恵泉での授業経験が非常に大切な土台

そらく無限に、自分において深まる問いなのです。そ

になっています。私は本来社会科の教師ですが、恵泉

れによって、これからの残りの人生の質といいますか、

では、校長であるが故に高校 3 年生全員が必修で受け

陰影が、より深くなっていく。真に「私」になるため

る「聖書」の授業を担当する機会に恵まれました。聖

に、真に「私を生ききる」ために、です。

・ ・

書の真理は教えられません。一人ひとりが「出会う」

多分誰の心にも、その一番深いところに、まだ生き

しかない。そのためには、聖書が投げかけてくるもの

たことのない、疼くような願いが眠っている。この願

を、生徒の現実に深く関わるような「問い」に変換し

いを生きられなかったら、私は真に自分の人生を生き

て提示するしかないと、私は考えました。高校時代は

たとは言えない、そう言うしかないような、まだ充た

「本当の私」を突き上げるように求めてやまない最も

されていない魂の飢え、渇望、惹きつけられてやまな

多感な時です。心の底には、根源的な「自己への問い」

い憧れ、そういったものが、実は、誰の心の底にもあ

が疼くように渦巻いている。いったいそれはどんな

るのではないでしょうか。そしてそれが、もっとも強

「問い」なのか。聖書の授業でいくつも試行し、応答

い内的な促しあるいは情動となって心底から突き上
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の枠で持ちます。夜は夕食後に食堂でやはり 20～25

げてくるのが、思春期と青年期の時代なのです。
旧約聖書に「詩編」という賛歌集がありますが、そ

分、夕拝を持ちます。日曜日は日曜礼拝を１時間半持

の中に、今から 3000 年ほど前のイスラエルの一人の

つ。生徒が家に帰れるのは夏、冬、春の大きな休みだ

信仰者によって、こういう言葉が、確信を持って唱え

けですので、学校が休みの日でも、全員，寮にはいる

られています。

わけで、日曜日といえども生徒教職員全員が出席して
礼拝を守るのです。無教会の伝統に立っていますから、

主に自らをゆだねよ

主はあなたの心の願いを

かなえてくださる。

日曜礼拝は校長を含めて何人かの教師で聖書講話を

（詩編 37 篇 4 節）

担当し、聖書そのものを聖書に即して学ぶことを中心
に礼拝します。ですから学園には、一年間で膨大な数

「主」とは神さまのことです。その主に「自らをゆだ

の礼拝があるわけです。独立学園は、いわば 3 階建て

ねよ」と、この祈り手は言います。聖書の人々が自ら

構造の共同体なのです。１階（土台部分と言っていい）

をゆだねて生きる世界がある。その世界にあなたの存

は礼拝共同体、２階は生活共同体、その上に全日制普

在をゆだねなさい、体重をあずけてしまいなさい。そ

通課程のパブリックな学校共同体がある。

うすれば「主はあなたの心の願いをかなえてくださる」
と、この祈り手は、確信をもって言うのです。

ウィークデーの礼拝は、生徒と教師の輪番制で担当
します。生徒は１年間に少なくとも４回、多い生徒は
年５回ほど、３年間で計 15 回ほど、自分の担当がま

ここでいう「心の願い」とは、ヘブライ語の元の言
葉を確かめてみますと、単なる心の表面上の願いでは

わってくる。担当者は、まず自分で聖書箇所を選び、

ありません。中途半端な願いでもない。心のどん底、

歌いたい讃美歌を歌います。そして、恵泉にもある「感

もっとも深いところにある願い、何を犠牲にしてもこ

話」を読むのです。

れだけはほしいというような求め、という意味内容で

「感話」は自分の内面に深いところでうごめいてい

す。「魂の希求」という美しい訳もそこから出てくる

る思いをロゴス化する（言語化する）作業です。言葉

ようです。

にしていくときには自分の語彙が当然問われますが、

私は、これを「心の最深欲求」と呼んで、聖書の授

むしろ真に問われるのは内面の感覚です。頭でっかち

業では、先ほどの「問い」―あなたは本当のところ何

で知識だけ持っている中高生は、この感覚を犠牲にし

を願っている人間ですか―に添えて、「あなたの最深

てしまっている。感話を書くということは、自分の中

欲求は何なのだろうね」と、事あるごとに問いかける

にある「この私」の奥底で疼く感覚に、言葉を出合わ

ことにしました。

せようと苦闘することです。どんな稚拙な言葉でもい
い、そのようにして出会った言葉を使って語れば、不

〈独立学園生の感話から〉

思議なことが起こるのです。話し方の良さや悪さも関

さて、教師最後の「現場」となった独立学園では、

係ありません。腹のドン底から出てきた言葉というも

私はこの問いを、入学式の校長式辞から新入生にぶつ

のは、他者のドン底に届くからです。そしてそれは、

けました。「これからの３年間、この問いの前で自分

人を育てる言葉です。そういう言葉をもって、全校生

を吟味し、正直に応答しながら生きてほしい。この問

徒教職員の前に、毎朝毎夕、一人の生徒が立つ。教職

いと格闘する皆さん一人ひとりの姿を、私は、祈りな

員も校長も、一人立って、そのなかで語るのです。こ

がら、見ていますよ。
」

れが独立学園の礼拝感話です。

独立学園では、朝と夕方、一日２回礼拝を持ちます。
朝は学校が始まる最初に講堂に集って、25 分ぐらい

入学したばかりの新一年生たちは、先輩たちの感話
を聞いて、仰天します。上級生になればなるほど問題
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意識が深まりますし、感性は鋭くなって、自分にとっ

同体です。しかも牛、豚、鶏を飼っていて、広い畑と

てほんとうのことを言うことがどれほど自分を自由

牧草地がある。ですから、日頃から原発の問題、特に

にするか、分かってくるわけです。たとえば、親が聞

放射能汚染の問題には高い問題意識を持って取り組

くとまずいと思われるような家庭内の深刻な実情を、

んでいましたし、生徒たちにも啓発しておりましたか

率直に語る生徒がいます。父親と母親の不仲の問題。

ら、とんでもないことが起きたということで、教師た

それによって自分がどれほど傷ついてきたか、でも家

ちの素早い動きがありました。インターネットで世界

を離れてやっと今、親の苦しみが分かってきた。そう

中の情報を収集し、国の情報がほとんどデタラメだと

いうことを語ります。今日、この問題でどれほど傷つ

いうことが分かった。それで、原発のメルトダウンが

いている子が多いことか、計り知れません。あるいは、

起こる前に生徒全員を安全圏に避難させるという独

いじめられた経験のおぞましさを語る。もっと多いの

自の対応を、なんとかやりとげました。

は、いじめに荷担してしまった、あるいは黙認してし

あの時中学３年生で、山形県内に住み、直接の被災

まった後悔を語る。これはもう、ほぼ例外なくこの世

者ではないけれども非常なリアリティーをもって

代の子どもたちの中にあるのではないかと思います。

3.11 を経験した一人の女子生徒が、
その直後の４月、

これがどす黒い鉛のように自分の心の奥底にたまり

独立学園に入ってきました。そして、始めて聴く上級

続けます。そして、自分をほんとうの意味で愛せなく

生の礼拝感話に深く啓発されたのでしょう。最初の礼

なる、信じられなくなる。独立学園のようなところで

拝当番が来たとき、おそらくそれまで人に語ったこと

生活しているとそのことが痛いほど分かってくるの

のないことを語ります。非常に凝縮された短い言葉で、

で、学園の生徒はその鉛を自分の前に置くのです。そ

書いてきた感話を読みました。

の鉛の正体を見極めようとして、言葉にしていきます。 「雪のように白い自分になりたくて学園にきたのに
非常に辛い作業です。ですから、呻きのようなかたち

見えてくるのは、黒い心の染みばかり。正直つらい。
」

で語る子が多い。

ここまで読んで、一呼吸置いてこう言いました。

それを新入生が聞いて、ほんとうにびっくり仰天す

「今の私は、ラムネ瓶の中のビー玉のよう。 いつか、

るのです。こんなことを語っても良かったのか、と。

自分で造ってしまったこの分厚いガラス瓶 を破って、

しかもそれをこんなに真剣に聞いてもらえるのか。な

外に出たい。」

らば、今まで自分でごまかしてきた「あの問題」にや

外見には、ちょっとお茶目な明るい女の子です。そ

っぱり目を留めよう。こうして、語る勇気、向き合う

の子が、今の自分を「ラムネ瓶の中のビー玉のよう」

勇気を貰うわけです。そして語り始める。そういう循

だと言ったのです。しかもこの「分厚いガラス瓶」は、

環が起こります。これが独立学園の、どこまでも深く、

「自分で造って」しまったもの。これ以上傷つかない

物事の本質や根源を見ようとする精神風土を生み出

ように、人に合わせていつのまにか「分厚く」なって

す要因になっていると、私は思います。

しまった、というのです。
「本当の自分」
（ビー玉）を、

一つ、独立学園の生徒の感話を紹介します。

自分で自分の牢屋に入れてしまった、という見事な表

もう既に５年前になりますが、
私は独立学園で 3.11

現です。でも学園の上級生の、自分を大胆に解放して

を経験しました。独立学園は福島第一原子力発電所か

いく姿を目の当たりにして、思ったのでしょう。いつ

ら直線距離で 130 キロ圏内にあります。したがって

の日かこのガラス瓶を内側から破って「本当の私」を

多分、東京におられる方たちとは違ったリアリティー

解放したい、と切望しています。

で、生徒と共にあの経験をいたしました。卒業式を目

この感話を聴いて、まるで自分を言い当てられたよ

前に控えた、70 数名の生徒の命をあずかっている共

うに感じる若者が、今日この国にどんなに多いことか
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と思います。いや、われわれ大人もそうではないでし

と言っている。
「建て前論の正解は百も承知してます。

ょうか。

でも先生は分かっているじゃない。今この国にも世界

さてもう一つ、この感話から数ヶ月経った夏休み後

にも私たち自身にも、どこにも希望がないっていうこ

だったでしょうか、この 1 年生が次に読んだ感話を紹

とを。それなら先生はなぜ絶望して、教師なんか辞め

介します。この間、特に 3.11 の出来事を巡って上級

ないの？生きることを止めないの？」と。つまりそれ

生や学園の教師たちが語る礼拝感話を聴きながら、こ

は、あなたは今なぜ死なずに生きているのか、という

の生徒は、自分にとっての 3.11 の経験をより深く反

問いなのです。こんな時代、こんな社会に生きるのは、

芻していたのでしょう。今回も、凝縮された想いを短

もう嫌だ、という叫びなのです。それも、学校社会で

い言葉にこめて、感話を読みました。

は見事に適応している「よい子」たちが問うてくるの

「私の中には砂時計があります。気がついたら逆さ

です。一見明るい「よい子」が抱える深い深い「心の

にされていました。砂は下へ下へと落ちていきます。

闇」
。

落ちた砂は、二度と戻りません。今も砂は、下へ下

この現実に、私たちはどれだけ気付いているのでし

へと落ちています。」

ょうか。いや、むしろ気づきたくない。気付いたら、

ここまで言って、ひとつ深呼吸するような感じが

自分自身が封印している「闇」を見なければならなく

しました。そして最後、一言こう言って終わった

なるから。だから子どもがそんなことを訊いてきたら、

のです。
「今日という日を生きたい。
」

建て前論で返すしかない。お説教をして返すしかない。

皆さんは、どう聞かれますか。私はまるで、ボディ

そうすると子どもは、「ああ、分かってくれないのか

ブローをドスンと食らったようなショックを受けま

‥」となり、より深く心を閉ざすしかなくなる。

した。この内容を、私のような、もう死へのカウント

今のこの国の子どもたちの最大の悲劇は、嘘をつか

ダウンが始まった年齢の者が語るのなら、よく分かり

ないできちっと真向かってくれる大人に出会えない

ます。でもこの生徒は、まだ 15 歳です。これから未

ことだと私は思います。かれらは、自分の「心の闇」

来に向かって生きる年齢です。なのに、今日一日生き

を直視する意味と勇気を、誰からも教えられていない。

るということは、確実にやってくる「自分の死の日」

この闇を見ないと本当の光が見えてこないのだとい

に一日近づくことだと感じているのです。生きる時間

うことを、きちっと教える教育がなされていないので

感覚が 15 歳にして逆転してしまっている。

す。むしろ、それを巧妙に忘れるか、避けて通る術だ

私はこれを、この生徒だけのものだとは思えません。 けが教えられている。我々親や教師自身が、そうして
今、たぶん我々大人が想像する以上にこの国の子ども

いるからではないですか。

達と若い世代は、突然やってくる「死」への恐れを感
じている。そしてその恐れをどう見つめたらいいか分

〈母親の応答カードから〉

からないまま、横に押しやり、忘れようとして、日常

恵泉の中高校長をしている時のことです。ある日、

の方へ逃げていっている。

元気のいい数名の保護者が校長室に来られて、「もっ

特に 2001 年の 9.11 以降、恵泉でも独立学園でも

と校長の話を私たちにも聞かせてほしい」と強く訴え

そうだったのですが、「死にたい」と訴えてくる子が

られました。それで、迫力に負けて、年に５回、保護

確実に増えた。校長室に話しに来る生徒で、のっけか

者向けの公開講座を開くことを約束しました。金曜日

らこう訊く子が増えました。入ってくるなり、私の目

の 10 時から 12 時まで。これを３年間、計 15 回続け

を正視して、こう問うのです。「先生は、何で生きて

た。そこでは、高 3 の「聖書」の授業と同じ教材を使

いるの？」
。同時にその目は「先生、嘘はつかないで！」

って保護者に問題提起するという試みをしました。聖
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書が示す人間観（人間とは何か･私は何者か）に立っ

くるはずの疑問が、この年になって、やっと頭をもた

て、先ほどお話ししたような根源的な「自分への問い」

げてきた、という感じです。」

を一つ一つ投げかけていったのです。少しずつですが、
講義のあと、自主的に応答カードを出される方が出て

いかがでしょうか。明るく生きようとしている一人
の母親の心の奥に疼く、真実な思いを聞かれて、皆さ

きました。本当に深く受け止めて自らの問いとされて、 んは、何を思われますか。
応答をくださる保護者が続々と出てきたのです。

思春期とは、一体どういう時期なのでしょうか。い

その中の２つをご紹介します。ひとつは、当時中学

ろいろな言い方ができると思いますが、それは小学校

３年のお子さんをお持ちのお母様です。この方はほぼ

5 年生ぐらいから確実に始まります。もちろん体の変

１回毎に短い応答カードをくださっていたので、自分

化はあるわけですが、心のレベルで言うならば、自分

の母親との関係で何か苦しい問題を抱えておられる

の心の中に、他人を絶対に容れない世界ができてしま

ことだけは分かっていたのですが、この時初めて、な

うのです。作ろうと思うのではない、気が付いたらで

にか堰を切るようにして、この苦しみを書いてこられ

きているのです。自分一人だけしか入れない心の奥の

ました。それをポイントだけ読ませていただきます。

小さな部屋。親も友だちも入れない、先生ももちろん

「私は未だに親としてではなく、子として生きてい

だめ。そういう世界が内面にできていて、本当と言え

ます」という書き出しです。「私は、母の言いなりの

る自分は、その中に居るのです。そして、そこでひそ

子どもでした。そのことに気付かずに 40 年以上過ぎ

かに何かを感じ、何かを考え、何かを願っている。私

てしまいました。反抗期は無かったように思います。

はそれを「内なる自己」と呼びます。親や友だちや先

でもそれは素直とは全く別もので、従順とも違います。 生など、いわば外の関係性の世界で生きてきた自分を
母は常に私に対して不満でいっぱいでした。未だに

「外なる自己」と呼ぶなら、この内側に生まれた自分

『生まなければよかった』と言われます。確かに私は、

は、外なる自己とはまるで裏腹、少なくとも無関係な

謙虚でなく卑屈、依存心ばかりで感謝の気持ちはあり

のです。つまり思春期は、「自分が内と外とに分裂し

ませんでした」
。

てしまっている」ということに気づくことから始まる

明るくさっぱりとした態度で接してくださるお母
様ですが、この後、次のように書かれます。「つい最
近まで街中で親子連れを見かけたとき、特に女の子が
母親と思われる女性に屈託なく接していると、
『ああ、
母親が娘を甘やかしている、あれでは駄目だ』と本気
で思っておりました。私は、私の母と自分との関係か
らそのようにしか感じることができなかったのです。
甘えることはいけないことだと思い込んでいた。でも
結果的には甘えた人間のままで年齢を重ねました」と。
そして、そのあと、まるで自分に言い聞かせるように、
こう書いておられます。「自分が安心していない。自
分の心がほんとうは満たされていない。そのことに気
付かずにここまで過ごして来たように思います。そし
てその原因が、私と私の母との関係にあるのだという
ことに、思い至らずにまいりました。思春期にやって
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のです。個人差がありますから、それに全く気付かな

す。ありていな言い方をすれば「私はこんな生き方を

い人もいますし、内向タイプ、外向タイプの違いもあ

していて、満足して死ねるか」という問いなのです。

るでしょう。しかし、おぼろげにであれ明確にであれ、

仕事をしている親にとって 40 代は、それこそ課長

この時期の子どもたちは、外には出せない内面に生ま

や部長になるとか、社会的により重い責任を負う時期

れた「自分」を深く抱えて、外の現実を生きなければ

ですね。だから多くの場合、こんな問いと向き合った

ならなくなります。

ら仕事できませんから、その「現実」の方に逃避して

現代は、以前に比べて自立するのが極めて難しい時

しまうのです。家庭にいても、子育て、親の介護等、

代のようですね。専門家によれば、今では 30 歳くら

大変なことは膨れ上がるばかりですね。この問いを回

いまでを自立前の青年期と見なければいけなくなっ

避する正統な理由はいくらでもつきます。それで、こ

た。本来、思春期･青年期は、内と外に分裂した自分

の大切な問いに向き合わずに、先延ばしにしてしまう。

・ ・ ・ ・

の折り合いをどう付けていくかという課題の前で、苦

でも、定年がきます。そこで再びもっと深刻に、この

闘する時です。内側に生まれた多様な「内なる自己」

問いがよみがえってくる。この問いとの葛藤は、結局

を外で生きてみようとする衝動に駆られる時です。失

避けることが出来なくなるのです。どうも人間はその

敗してみたり、怒られたり、反抗期だと言われたりし

ように創られているようです。その証拠に、30 代の

ながら。そして最終的には「“この自分”で生きたら、

終わりから 40 代に脱サラする人が多いですね。また

私らしく生きられるし、世の中も認めるな」と思える

（最近の統計は見ていませんが）、この時期には、う

ような自分を見出していく。つまり、自分自身で納得

つ病の発生率が高い、自死の率も高いのです。そして

のいく自己イメージを作り出して、そこに立って外の

もう一つこの率のピークが来るのが、定年期前後なの

世界を生き始めようとする。これが、本来の自立への

です。

プロセス、いわゆる「アイデンティティの確立」と言

思春期に対してこの時期を、ユング派の心理学者は

われるプロセスなのです。この課題を負って試行錯誤

「思秋期」と呼びます。さきほど例にあげたお母様は、

するのが、思春期。その意味で思春期とは、それまで

まさに思秋期に入っていて、思春期に自分で解決がで

生きてきた自分を根底から問い直す時期、それまでの

きなかった問題を、私の講座をきっかけに直視してい

自分の「生き直しの時」なのです。

く中で、苦しかったでしょうけれども素晴らしい気付

ところで、フロイトやユングなど人間の「無意識」

きをされていかれました。そして、このようなお母様

を扱う心理学研究を通して、実は我々にはもう１回、

の気付きは、実は、何を言わなくても「わが子」に深

人生で自分を問い直さざるを得ない衝動が起こる時

い本質的影響を与えていくのです。

期があることが、分かってきました。それが 30 代終
わり頃から 50 代の時期に来ます。もちろん個人差が

その例を言うために、もうひとつだけ保護者の応答

ありますし、実際には、気付かない人も多い。

カードを紹介します。誰にも言えずに心に秘めてきた

それは「こんな生き方をしていて良いのか」という

わが子への苦しい思いを、たぶん初めて本気で見つめ、

問いです。心の奥から抗い難く突き上げてくる「問い」
、 自己確認しつつ私にぶつけてこられた重い内容です。
ちょっと恐ろしい問いです。しかもこの問いは、かつ

これをくださったときは、お子さんは高校２年生の段

ての思春期の時に突き上げてきた問いとは、一つの点

階でした。このお母様の書き出しはこうです。

で大きく違う。思春期の時はこれを、これから生きる

「娘がまだ赤ん坊のころ、機嫌が悪くて泣きやまな

自分の生（将来）に向かって問いました。しかしこの

い娘を抱いていると、必ずと言って良いほど、ある話

問いは、実は「自分の死」に向かって問う問いなので

が思い出されました。戦争末期、米軍が上陸してきた
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沖縄では、人々が逃げ込んだガマ（洞穴）の中で泣い

わらなかった。私には、娘のこの変容と、自らの闇を

ている赤ん坊は米軍に見つかってしまうからと、周囲

凝視した母親の姿が、深いところでつながっているよ

の人々の圧力に耐えきれずに母親がわが子の口を塞

うに思われてなりません。

いで窒息死させた、という痛ましい実話です」。

親が、本来自分が引き負うべき自分の闇を、勇気を

皆様もご存じと思いますが、本当に起こったことです。 もって避けずに見る。苦しみながらでも、それを見る。
「なぜかその光景が、見たこともないはずなのにその

それだけでいいのです。苦しむだけでいい。その姿を

母親の動作までが、私にはありありと伝わって、もし

すべて、子どもは感じます。見事に感じとります。そ

今が戦争中なら、ガマの中にいたならば娘の口を塞が

して、それによって子ども自身が、親の呪縛から解放

なければならない。ああ平和な時代に生まれてきて良

されていくのです。

かった、と思うのです」
。
これが序論です。「しかし」と書いて、次の事実まで

〈負の世代間伝達〉
先ほどお話ししたように、恵泉に招かれる前、1990

このお母様は見つめられます。
「しかし、そう思っても心から安堵したことは一度も

年代ですが、私は日本聾話学校の校長をしておりまし

ありませんでした。今だから解るのですが、私は泣き

た。そこは、赤ちゃんから中学生まで、生まれながら

やまない娘がうっとうしかった。どうすることもでき

耳に重い障がいを負った子ども達がやってくる学校

ずに、ひょっとしたら、その口を塞いでしまいかねな

です。親も子も心に深い重荷を負っていますから、精

いほどに。だから、私はその光景が浮かぶのです。そ

神科のお医者さんとの連携は必須でした。ですからこ

の光景は、昔戦時中に沖縄で起きたのではなく、私の

の頃私は、現場の精神科医が持つ最先端の問題意識を、

心のうちに起きていたからです」、

早い段階で分かる立場にあったのです。そこで非常に

ここまで見つめられます。そしてこう書いておられる。 学んだことがあります。90 年代初頭、バブルの絶頂
「泣きやまない、育てにくい、私にとって不都合な娘

期が過ぎて、そこから戦後の日本経済の基盤はガラガ

は、消したかった。私の心の闇があの光景を呼ぶので

ラと崩落していきました。いわゆる「バブル崩壊」で

す。その残酷な行為をなす心は、私の中にも確実に存

す。そして地下鉄サリン事件が起こった 95 年頃、マ

在していた、と今は解ります」
。

スコミがやっと「幼児虐待」のニュースを取り上げる

ここまで書いて、最後、次のように記されています。

ようになりました。それと相前後して東大病院の精神

「今も私は、心から娘を受容できているのでしょうか。 科に、新しく乳幼児精神医療という看板が掛かりまし
あの時のように、私にとって不都合な娘を抹殺したい

た。これは学齢期前（6 歳未満）の子どもに精神科の

のでしょうか･･。分かりません。苦しい思いが残って

お医者さんのケアが必要になったということなので

います」
。

す。当時の最先端の現場のお医者さん達の問題意識は、

この後、不思議なことが起こりました。この応答カ

「世代間伝達」という問題でした。

ードをくださってから 2 週間ほど経った頃に気付い

親から子、子から孫へと伝わっていくものがある。

たのですが、高 2 の娘さんの雰囲気が変わったのです。 もちろん、正の遺産、プラスの遺産も伝わります。問
たまに話しに来たりするので、よく分かりました。と

題は負の遺産、マイナスの遺産です。ごく単純な例を

きどきピリピリした雰囲気で厳しい眼差しを向けて

挙げますと、例えば４歳、５歳ぐらいの時に、母親に

くることがあったのですが、それがスーッと穏やかに

甘えたくて、わんわん泣きながら、台所で忙しく食事

なっている。なにか、存在全体が落ち着いたような印

の用意をしている母親にチョッカイを出した。そうし

象を受けたのです。そしてこれは、その後、ずっと変

たら母親の口から、フトこういう言葉が出た。「あん
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たさえ居なけりゃ･･･」。これがズキンと子どもの心に

後第 1 世代」と呼びます。1995 年頃という、幼児虐

入ってしまった。「ああ、ボクはこの家に居ちゃいけ

待が急増し、病院に乳幼児精神医療の看板が掲げられ

ない子なんだ･･」。実際、幼少期にこういうことを言

た時期というのは、ちょうど「戦後第３世代」の親の

われて、その後心の奥で苦しみつづけている中高生が、 時代でした。負の世代間伝達の連鎖は、もはや乳幼児
たくさんいます。もしもそれが反抗期なら「もういい、

に精神科のお医者さんのサポートを必要とするまで

おれは出てってやらぁ！」となって、バーッと家を飛

に深刻化したのです。今や第４世代の親の時代です。

び出す。まずはそれで済むかもしれない。でも、幼い

昨今の報道でお分かりのとおり、状況はさらに深刻化

子どもは、じっと耐えるしかない。

していると思われます。

子どもは、本来、親の愛を勝ち取れなければ生きて

これを断ち切る方法は、多分、一つしかありません。

いけないほど、弱い存在なのです。それを一番強く感

さきほどのお母様がなさっています。勇気をもって自

じているのは、子ども自身。だから、親の愛を勝ち取

分の闇を直視すること。そして、この苦悩をわが子に

るためならば、自分の気持ちを押し殺してでも、親の

肩代わりさせてはならない、自分が引き負うしかない

願うことをやろうとするのです。そこに子どもの心の、 と自覚することだと、私は思います。自分の心に封印
一つの本質があります。そんな幼い子どもが「あんた

してしまった自分の問題が、どれほど深刻な影響を、

さえ居なけりゃ･･･」などと言われたら、いったいど

周りにいる他者に、それも自分より弱い他者にもたら

う対応したらいいのでしょう。自動的に忘れるのです。 してしまっていることか。それによって深く傷つき、
受け止め切れないものは、忘れるしかない。神さまは

人知れず呻いている子どもや生徒･学生が、今、どん

人間に、心の平静を保つための一つの仕組みを備えて

なに多いことか。その見えざる現実を、私たち親や教

くださった。心理学ではそれを「心の防衛機制」と呼

師は、知るべきです。

びます。受け止めきれない辛い言葉や経験は、無意識

負の世代間伝達の連鎖を止めるために、今、私たち

のうちに、心の奥の暗闇に押し込め、鍵をしめて忘れ

すべての大人に問われていることは何なのか。もうお

てしまうしかない。

分かりだと思います。

でも、忘れるということは、問題が解決したことで

「私は、自分の闇（未解決問題）をわが子やわが生

はありません。むしろ、先延ばしにして、深刻化させ

徒･わが学生に肩代わりさせてしまっていないか？」

てしまうことに繋がります。幼い時に親から受けた辛

これが今日、私が皆さんと共有したい「自分への問い」

い一言を心の奥に封印したまま、成人し、結婚する。

なのです。ここから問題を見つめないと、私たちは、

そして、子どもができて、親になる。そうしますと、

この国の愛する子どもたちに、未来への希望ではなく、

まるでプロジェクターでスクリーンに映し出すよう

未来への絶望の種を蒔いてしまうことになる、と思わ

に、自分の心の奥に封印したものがネガとなって、我

れてなりません。

が子という真っ白なスクリーンに拡大して投影され
てしまうのです。これも心の防衛機制の一つです。そ

〈「出ていく」ということ〉

して気付かないうちに、わが子に向かって、さらに毒

まとめに入ります。恵泉で校長をしている時、ある

性の強いマイナスの影響を与えてしまう。これがほと

時ふっと気付いたことがあります。気付いてしまえば

んど無意識になされていくわけです。こうして親から

当たり前のことなのですが、実は、思春期の子どもを

受けた「負の遺産」は、さらに拡大して子から孫へと

持った 40 代、50 代の親は、誰もが「思秋期」真った

伝わっていく。これを「負の世代間伝達」と申します。

だ中なのだということです。子も親も、それまでの自

敗戦直後、1945 年の時点で幼児がいる母親を「戦

分を根底から問い直そうとする強い衝動を抱えて生
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きている時なのです。ですから思春期の子を持つ親子

教師も同じです。学校の責任者から教員がどのよう

関係というのは、すさまじいのです。すさまじくてい

に扱われるか。管理的に扱われるのか、それとも自由

いのです。そこをきれいごとでやろうとすると、問題

な人格として扱われるのか。それによって、教員が自

を先送りにしてしまい、より深刻化してしまう。その

分の生徒や学生を扱う質が変わるのです。常に上から

ことに気付いて、私は何かほっとしました。今の内に

管理されている教員集団は、必然的に、生徒を管理的

苦しんでおくのが一番良いのだと、思うようになりま

に扱うようになる。キリスト教学校においても同じで

した。変な言い方ですが、「ぶつかれっ、もっとやれ

す。大学でも同じです。しかし、教員１人１人の人格

っ！」と、親にも子にも、エールを送っています。

と固有性が尊重され、自由が保障され、多様な教育活

私は 43 年間、4 つのキリスト教学校の現場を生き

動を許される学校においては、教師たちは、何も言わ

ました。どの学校も、聖書の人間観に立って、ヒトが

なくても、生徒･学生一人ひとりを大切にし、パーソ

「人間」になる、ヒトが「私」になるための真の人間

ナルな関係性を深めゆく闘いを為していく教師の群

教育を探求する学校でした。そしてそこには共通の原

れに、変貌するでしょう。

理的な消息、一種の法則性があることを、やっと見出

「愛」に根ざす行為と「恐れ」に根ざす行為の本質

しました。特に日本聾話学校時代にそれがよく見えま

的な違いもここにある、と私は思います。「恐れ」の

した。それをシンプルに表現するなら、こうなります。

力の本質は、閉じさせる力です。私たちは恐いものが

「子どもは、自分が扱われたように、扱うようになる」
。 来たらバッと目を閉じるではないですか。瞬間的に身
親から真に愛された子は、何も言わなくても他者を

を硬くするではないですか。話の冒頭で述べましたよ

愛する子に育ちます。親に条件付きで愛された子は、

うに、恐れの力は、物事の真の姿を見る目を閉じさせ、

他者をほんとうの意味では愛せなくなる。どんなに稚

恐れの色眼鏡でしが見えなくさせる力なのです。それ

拙で幼くても、自分の思いを尊重されて育った子は、

は、自分自身に対してすら、真の自分を見えなくさせ、

何も言わなくても思いやりのある子に育つのです。言

他者に対しても、ラムネ瓶の中のビー玉のように自分

葉でどんなに思いやりの大切さを言っても、真の意味

を硬く閉じさせてしまう力なのです。

で思いやられずに育った子は、他者を思いやることが

「恐れ」に対して、「愛」と呼び得る力が対極にあ

できなくなります。早く結果を出せとせかされ、急が

ります。私たちの関係性の中に働く愛の力。それは何

されて育った子は、待てない子に育ちます。待つとは、

よりも、開く力、開かせる力です。「開く」とはどう

信じることです。じっと待ってもらって育った子は、

いうことか。大切な自分を守るためには、誰でも自分

時代がどんなに暗転して希望が見えなくなっても、希

の安全地帯が必要です。みんな、それを持っている。

望を保持してじっと待ち続ける子に、必ず育ちます。

それこそラムネ瓶の分厚いガラスのようなものを持

所属する集団や社会から同調することだけを求め

っているわけです。関係性のなかで「自分を開く」と

られ、それをよしとされて育った子は、固有性を持っ

いうことは、そのような自分の安全地帯から、一歩外

た「私」にはなれません。どんなに幼く稚拙であって

に出ていくことなのです。愛というものは、おそらく、

も、個としての尊厳を持った存在として、そして自由

他者に向かって、今までいた場所から出ていく行為な

な存在として扱われ育った子や生徒･学生は、何も言

のです。
「出会う」という言葉が文字通りそうですね。

わなくても、怒涛のように流れゆく時代のただ中で、

「出て」会うのです。出なければ、新しい他者には出

必ずや「個」として立つでしょう。その意味で子ども

会えないのです。

は、自分が扱われたように、人を扱うようになるので

いったい、今保持している自分の安全地帯は、ほん

す。

とうに保持すべき安全地帯なのでしょうか。それとも
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ほんとうは、この「私」を真に生きるために、出て行

■書評

かなければならない安全地帯なのでしょうか。
お母さんのお腹の中にいる赤ちゃんは、10 ヶ月居
て、時満ちて外へ出てくる。この世を生きるための第
1 の誕生です。しかし、お腹にもっと居続けたらどう

荒瀬牧彦・松本敏之監修
『そうか！なるほど!! キリスト教』

なりますか。赤ちゃんは腐っていってしまいます。死

日本キリスト教団出版局 2016 年 9 月刊

んでしまいます。母体も死んでしまう。真に生きるた
めには、出なければならない。そういう「とき」が人

川島 堅二

生には各所に待っています。ほんとうの「私」を生き

（人間社会学部 現代社会学科）

たいのなら、出て行かなければならない「とき」があ
る。
そして、出ていって初めて出会える世界があるので

キリスト教についての入門書は数多くあるが、本書

す。出て行かないと出会えない新しい世界。世界は新

には類書にないいくつかの特徴がある。

しい出会いに満ちています。でも私たちの人生は、ほ

第一にキリスト教に触れた人が必ず抱くであろう

んとうに矛盾している。今やっと見出した自分の安全

50 の質問に対話形式で答える形で書かれていること

地帯は、すごく居心地がいいし、楽だし、安心できる。

である。読者はシンプルな問いに導かれていつの間に

でもこのままずっとここに安住していたら、自分が腐

かキリスト教のディープな世界を垣間見ていること

っていってしまうかもしれない。それを心のどこかで

に気づくだろう。
第二に執筆者の多様性である。監修者を含め 26 名

感じるのなら、そこから勇気を持って出ていくしかな
い。

の執筆者は、いずれも日本のキリスト教界を牽引して

それは、真に「私」を生きぬくためだけではありま

きた聖職者、神学者、宗教学者である。年齢も上は

せん。わが子のため、わが生徒のため、わが学生のた

80 代（関田寛雄、徳善義和、並木浩一）から下は 30

め、そして、この国のため、そして、この世界に武器

代（望月麻生）まで。その所属教派もプロテスタント、

に根ざした平和ではなく、「愛」に根ざした平和を、

カトリック、聖公会とエキュメニカルな視点が担保さ

何としても実現するためです。

れている。この点はたとえばカトリックとプロテスタ

以上で終わります。ありがとうございました。

ント、東方正教会で考え方の異なるイースターについ

（拍手）

ての説明（p.26）、ステンドグラスや聖像、イコンに
ついての考え方（p.32）、聖餐式のパンについての解

2016 年度キリスト教文化研究所主催

説で効果を発揮している。ある教派からは否定的に理

スプリングフェスティバル特別講演会

解されている事柄も当事者の立場から見ると「なるほ

日時

2016 年 5 月 28 日

ど！」と受け入れられることがわかるからである。こ

会場 恵泉女学園大学Ｇ101 教室

れら論争のある事柄に関して読者は自分でさらに調
べ考えてみようという思いにさせられるはずである。
第三に構成の巧みさである。第 1 章信仰生活は「ク

＊本稿は当日の録音記録をもとに、講師が加筆修正し
て講演録としたものです。

リスチャンやめられるの?」
「中絶や出生前診断ってい
いの？」
「セックスについてどう考えればいいの?」と
いった、誰もが聞いてみたいが牧師さんや信者さんに
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直接は聞きにくい問いが配置されている。これはいわ
ば「つかみ」の部分である。第 2 章は教会の暦・歴史・
文化で、カーニバルやイースター、キリシタン弾圧、

■オランダ オルガン紀行

宗教改革、ステンドグラス・イコンといったキリスト

関本 恵美子

教にあまり縁がなかった人でも容易にイメージでき

（キリスト教文化研究所 / 大学オルガニスト）

る問題が取り上げられる。そして、次第にキリスト教
の核心へと向かう。すなわち第 3 章礼拝では祈り、賛
美歌、聖餐式、祝福（祝祷）など礼拝の構成要素につ

チャペルにライルオルガン製作所のオルガンが設

いて、第 4 章は聖書論、第 5 章はキリスト論、三位

置された 2002 年 3 月から 15 年の時が流れました。

一体、第 6 章では復活や天国、そして神義論すなわち

週 4 日行われるチャペルアワー（大学礼拝）
、学生の

悪が存在する理由についてという具合に、Q＆A 形式

オルガンレッスン、オルガン公開講座、年間 3 回土曜

に導かれながら、いつのまにか読者は本格的なキリス

日に行われるチャペルコンサート、お昼休みに行うラ

ト教神学の世界に足を踏み入れていることに気づか

ンチタイムオルガンコンサートと、チャペルでは毎日

される。第 7 章ではカトリックとプロテスタントの違

のようにオルガンが奏でられ、時に優しく、時に力強

い、第 8 章では現代のさまざまな課題（死刑制度、同

く、語りかけるように歌う調べは、弾く者と聴く者双

性愛やセクシャルマイノリティー、環境問題）とキリ

方の心を潤し、慰めるものとなっています。15 年の

スト教の関わり、最後の第 9 章では他宗教や異端、カ

歳月を経て今振り返ってみると、このオルガンがチャ

ルトや原理主義の問題が取り上げられている。

ペルに与えられたことは、私のオルガニストとしての

以上のように本書は、初心者が「現代のキリスト教

歩みに大転換をもたらしました。
私が初めて海外に渡ったのは、大学院 1 年の夏休み、

を理解するのにふさわしい書物」
（p.130）である。た
だ最新の聖書学の成果を踏まえた記述
（たとえば Q25

オランダのハーレム市で行われた国際オルガンアカ

の「神さまは男？女？」）もあり、各章末に付けられ

デミーへの参加でした。3 週間の充実したプログラム

た「もっと知りたいときのオススメ本」で学びを深め

の合間を縫って、地図を片手にバスを乗り継ぎ、よう

ることが求められるであろう。キリスト教学入門の授

やく予約した練習場所の教会にたどりついたものの、

業の副読本として使われるならば、大きな効果が期待

教会の周りを何周しても入口が見つからないなど、毎

できるのではないだろうか。

日がサバイバルの連続でしたが、毎晩のように大聖堂
で行われるコンサートでは、色彩豊かなオルガンの音
が天から降りそそぎ、そして石の床に響いた深い低音
に全身が包まれるような感覚を味わい、それまで学ん
できたオルガンの概念が全て覆されるような体験を
したのでした。私に鮮烈な印象を残したオランダでし
たが、その時にはその後このオランダが私にとってか
けがえのない国になるとは、想いもしなかったのです。
チャペルにオルガンが完成した年の夏休み、オラン
ダのライルの工房を訪ね、数日間をのどかな美しい草
原の広がるヘールデで過ごしましたが、ちょうどその
滞在中にライルが修復を終えたばかりのハーレン・ニ
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コラス教会にある 1770 年に製作されたヒンツ・オル

り、広々とした空と地平線まで続く雪におおわれた真

ガンの奉献式に出席する幸いを得ました。奉献式の前

っ白な平原を前に、心が解放されていく感覚を味わい

日、調律をするために教会を訪れたライル氏に同行し

ました。オランダが自分自身にとってこのような存在

たところ、その修復のためのオルガン・アドヴァイザ

になっていることに驚きつつも、ライルオルガンとの

ーを務められたステッフ・タンストラ先生が奉献演奏

出会いが私の心の世界をこんなにも広げてくれてい

のための練習をされており、しばらく聴かせていただ

ることに感謝する時でもありました。

くことになりました。1 段鍵盤 13 ストップと、小さ
なオルガンでしたが、タンストラ先生がオルガンを奏
で始めるやいなや、礼拝堂いっぱいにオルガンの音が
舞い、その暖かく心に響き渡る音楽に、心の底から喜
びと感動が湧きあがり、2 時間もの間釘付けになって
聴き入ってしまったのでした。オルガンの音があふれ
んばかりに心を満たし、この上ない幸せを感じた生涯
初めての経験でした。そして、なんとしてもこの先生
のレッスンを受けたいとの思いがこみ上げてきたた
め、翌日の奉献式後、思い切ってタンストラ先生のも
とに歩み寄り、レッスンをしていただけないかとお願
いしてみたところ、満面の笑顔で快諾してくださりま
した。翌年 2003 年 2 月よりほぼ毎年、多い年は年 2
回オランダに行き、様々な歴史的銘器といわれるオル
ガンでレッスンを受ける日々が始まったのでした。
一般的にオルガンといえば、ドイツやフランスが主
流と思われがちですが、Nederland Orgelland（オル
ガンの国オランダ）との言い回しがあるほどに、オラ
ンダは 15 世紀頃からオルガン先進国として栄えてき
た国です。今日に至るまで手工業的なオルガン製作の
伝統が息づいており、修復保存されている歴史的オル
ガンの数はヨーロッパの中でも群を抜いているので
す。ライルオルガン製作所は、そのような国にあって、
多くの歴史的オルガンの修復を手掛けてきており、そ

聖マルティーニ教会 オルガン ・コンソール

の研究を重ねて得た高い技術と誠実な仕事ぶりが高
く評価され、重要な大規模オルガンの修復を任される

今回はオランダに到着した翌日にタンストラ先生

信頼を得ています。

のレッスンを受ける予定でしたが、当日の朝、先生の

2002 年より毎年訪れていたオランダでしたが、

体調が優れないとのことで、3 日後に延期されました。

2016 年は訪れることができず、2017 年 2 月に、2 年

当初の予定ではアッセン近郊のロールドの教会でレ

ぶりにオランダに降り立った時は、久しぶりに第二の

ッスンが行われることになっていましたが、幸運にも

故郷に帰ってきたような懐かしい気持ちが湧きあが

延期された 3 日後は月曜日。数年前までは教会の体制
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が非常に難しく、オルガンを借りることが極めて困難

器ではないでしょうか。

であったフロニンゲンのシンボル的な教会、聖マルテ

3 段鍵盤 53 ストップの壮麗な大オルガンから紡が

ィーニ教会の大オルガンでレッスンを受けられるこ

れる艶やかな音は、美しく豊かな大聖堂の響きによっ

ととなったのでした。教会の体制が変わり、月曜日は

て、のびやかに降り注ぎ、弾く者にとっても耳を傾け

北オランダのオルガン界の重鎮であるタンストラ先

る者にとっても至福の時を与えてくれます。
J. S. バッハの作品が生み出されるよりもはるか昔

生が、聖マルティーニ教会のオルガンを、一日自由に
使うことができるようになっていたのです。

から時を刻んできた聖マルティーニ教会のオルガン
に向かう時、自然に畏敬の念が湧いてきますが、その
ようなオルガンは意外にも親しみやすく、私が奏でる
音楽に優しく寄り添い、仲間に招き入れてくれるよう
な感覚を味わわせてくれます。ライルの工房の人々の
ような暖かな人柄を彷彿とさせ、オルガンに向かいな
がら 300 年前に生きたヒンツの人となりを想像する
楽しみをも体験した、豊かな学びの時となりました。
同級生たちが次々にヨーロッパに留学をする中で、
留学は断念し、チャペルもオルガンも無い状態であっ
ても、恵泉で働きの場を与えていただけることに感謝

2006 年ドイツ･オランダ FS にて、聖マルティーニ

して大学院修了直後より勤め始め、長い時が流れまし

教会のオルガンを試奏する学生とタンストラ先生

たが、私に最もふさわしい時が選ばれ、素晴らしい先

タンストラ先生（）

1450 年頃から建造が始まったこのオルガンは、そ

生やオルガン、そしてオルガン・ビルダーの方々に出

の後 10 名以上のオルガン製作者たちによって、
増築、

会わせていただいている導きに感謝しつつ、先につづ

保全、修復が行われてきました。その中でも、1691

く未知の道での出会いを楽しみに歩み続けます。

～92 年には北ドイツ、バロックオルガン製作の巨匠
アルプ・シュニットガー、1728～30 年にはその息子
フランツ・カスパール・シュニットガーと彼の弟子で
あり 18 世紀オランダの代表的なオルガン製作者であ
るアルバート・アントニウス・ヒンツが携わり、その
後 1740 年にヒンツが 7 つの新しいストップを加えて、
均整のとれたバロック・タイプのオルガンとなりまし
た。1800 年代～1900 年代にはロマン派タイプのオル
ガンに改造されてしまいましたが、1976～84 年、カ
ザルスホールのオルガンを製作したことでも有名な
ユルゲン・アーレントによって、1740 年当時の状態
に修復され、現在に至っています。シュニットガー・
オルガンと呼ばれることの多いオルガンではありま
すが、ヒンツの求めた音に限りなく近づけた修復がな
されており、ヒンツ・オルガンと呼ぶにふさわしい楽
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新刊案内

■2016 年度キリスト教文化研究所事業報告
公開講座

『現人神から大衆天皇制へ――国体の解体
とキリスト教』

春期・秋期（連続）
マルコ福音書を読む（全 10 回）

講師 山口 里子

キリスト教と文学（全 7 回）

吉馴明子・伊藤彌彦・石井摩耶子編著
発行 刀水書房

講師 柴崎

聰

チャペルで弾くパイプオルガン XXⅡ・Ⅲ〈ビギナークラス〉

2017 年 4 月

〈全 17 回〉

講師

関本 恵美子

チャペルで弾くパイプオルガン XXⅡ・Ⅲ〈アドヴァンスド

2016 年 3 月 3 日、本学で平和文化研究所企画とし

クラス〉
〈全 16 回〉

講師

関本 恵美子

て「キリスト教と天皇制研究会」主催の学習会、
「戦

オルガンの魅力を探る〈J.S.バッハの森２〉XVⅡ・Ⅲ

後 70 年

〈全 14 回〉

もう一度天皇制について考えよう―神権天

講師

関本 恵美子

皇制から象徴天皇制への転換」が行われました。その
ときに主催者より発行が予告されていた本書が、よう

2016 年度助成研究 共同プロジェクト

やく刊行の運びとなりました。象徴天皇制が大きな転

李省展、木下隆雄、小檜山ルイ、出岡学

機を迎えている現在、これを読み解く一助となる一冊

「楽道院（中国・山東省）における日本軍による欧米

です。

人強制収容所に関する基礎研究」（継続）

以下、「編者はしがき」より――

スプリングフェスティバル特別講演

戦後 70 年を過ぎると、あの太平洋戦争体験者は激
減し、戦場体験も銃後の生活体験も風化することは避

講師：安積力也 先生

けられない。しかし、
「非常時」
「挙国一致」の仕組み

（前キリスト教独立学園高等学校校長）

に天皇制が深くからまり、個人が「ノー」といえない

日時：5 月 28 日 (土) 10：30～12：00

時代は確かに存在した。それは「向こう三軒両隣り」

会場：恵泉女学園大学 G101

の日常生活の中で、互いに協力しつつ監視しながら

テーマ：今、親や教師に何が問われているのか

「国民」たらんと振る舞い「非国民」呼ばわりを避け

―「大人の闇」を子どもに引き負わせないために―

る時代であった。さらに天皇は現人神として神格化さ
れたから、実質的には「天皇教」ともいうべき国家宗

学内研究会

教として機能し、他の宗教者や知識人の間では摩擦、

日時：2017 年 2 月 16 日（木）

妥協、合理化などのゆがみを生むことは避けられず、

会場：A-201 教室

その後遺症や責任問題も問われることとなった。また、 テーマ：日本 YWCA と河井道
朝鮮、中国その他アジアの国々に加害者として振る舞

報告者

川戸れい子（人文学部教授）

った責任も大きい。
第Ⅴ部で指摘されたように、植民地朝鮮のキリスト

*****

者と対比したとき浮き彫りになる、当時のキリスト者、 2016 年度

恵泉女学園大学キリスト教文化研究所

教育者、私たちの親たち祖父母たちの姿を直視しなけ

（所長）岩村太郎 人文学部教授

ればならない。･･本書が、今なお私たちに巣くってい

（所員）関本恵美子 准教授

る「内なる天皇制」とどのように取り組み、今何を為

（事務）大沼美知子

すべきかを考える一助となることを願ってやまない。
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