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巻頭言
伝える人へ
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　不思議なめぐりあわせで、今年度はキリスト教教育主任の代行として遣わされました。それだ
けでしたら、ひとつの出逢いに過ぎないのかもしれませんが、この働きのひとつにはタイ国際
ワークキャンプでのチェンマイへの引率も含まれていました。実はわたしも彼女たちと同じ大学
生時代に、タイのチェンマイへ訪れているのです。
　わたしの大学はHabitat for Humanity（ハビタット・フォー・ヒューマニティ）という国際支
援団体の学生支部が国際ボランティアサークルとして置かれていました。住居建築を主に行う団
体だったので、わたしは在学中にそのサークルを通して、仲間たちと共に海外へ赴き、住居建築
をしていました。わたしが大学二回生のとき、タイのチェンマイへの住居建築プログラムが立ち
上がり、チームを結成して行ってきました。現地では、その家に住むことになる方と共に住居建
築を行うだけでなく、ハビタットの現地スタッフや住居建築をしている地に住む方々と交流した
り、他のNGO団体を訪れて、その活動について学んだり、その地の歴史を学んだりしました。
　チェンマイに限りませんが、日本と歴史の異なる地へ赴くだけで、自分のそれまでの既成概念
は壊されます。特に東南アジアだと、貧困などの悲しい現実も目の当たりにします。しかし、現
地の子どもたちの学ぶ姿や瞳の輝きを見て、そこから希望を見出すこともあります。10代や20代
前半の感受性の強い時期にそういった経験をし、自分の中で受け止め、自身の想いを言葉などで
表現することはとても大事なことだと思います。
　わたしの大学のサークルで重きを置いていたのは、海外ボランティアに「行くこと」ではなく、
現地で見たもの、出会ったもの、そして現状を「伝えること」でした。海外での経験を自分だけ
のものとせず、帰国して、自分たちの言葉で周りの人へ伝えることをとても大切にしていたので
す。サークルのメンバーや自分の家族を招いて報告会を行うこと、また大学の講義や高校生たち
の授業に出張してプレゼンをすること、一般の方には公共の場で写真展を行うことやその準備に
学生時代は追われていたな、と懐かしく思います。
　タイ国際ワークキャンプのスタッフを見ていると、大学生だった当時の自分と仲間たちを思い
出します。彼女たちが見てきたもの、出会ってきたもの、壊されてきたもの、そういったものを
これからも人々に伝えていってくれることを願っています。そして、その一端をキリスト教セン
ターが、このNEWS LETTERやチャペルアワーを通して担えたらと思っています。

キリスト教教育主任代行　川上　咲野
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　昨年の暮れ、20代半ばで天を目指して旅立った卒業生がいました。彼女を最初に教室で見かけ
た時は驚きました。そっぽを向いて椅子に足を乗せ、チョコレートをほおばっていたのです。
「チョコレートはしまって、前を向いて」というと素直に言うことを聞いてくれたのでほっとし
たものでした。
　実は彼女が優秀で気配りも出来る学生さんだということが少しずつ分かってきました。頼りに
なるので周りに色々なことを頼まれ、頼まれればいやとは言えず頑張りすぎて身も心も疲れてし
まう。彼女はそんなことを繰り返していました。
　そのうち私の研究室に、彼女が頻繁にやってくるようになりました。「先生も大変だね」と、
どちらが先生か分からないようなやり取りもありました。小学校の時の辛い経験、家庭での深刻
な状況、心身のやまい―様々なトラブルを抱え、それでも負けん気の強い彼女は精一杯生き、社
会人としての一歩を踏み出しました。が、一年経たないうちに病に倒れ、入院することになって
しまったのです。食事がのどを通らなくなり体力をなくした彼女は必死でベッドに起き上がり、
敬愛していたN先生と共に英語で讃美歌を歌いました。それが彼女にとって地上で最後のクリス
マスとなりました。「先生んちにフィアンセと遊びに行くからごちそうしてよ」という約束は果
たされずに終わりました。ここに書くにはあまりふさわしくないのは承知の上で、あえて彼女の
ことを書かせていただきました。
　毎日のように学内で多くの学生さんを目にします。楽しそうに笑いさざめく人、一人悠然と過
ごす人、教職員と話しこむ人。その全てが必ずしも恵まれた状況にいるわけではありません。
　大学生の親御さんたちは大概「中年の危機」、人生の後半における最大の変化の時期にさしか
かっています。四年かかって親御さんが離婚した人、ご家族がいながら故あって一人ぼっちで生
活していた人、DVに悩んでいた人、自信を喪失し、暗い顔でよく風邪をひいていた人。日本の
社会はまだまだ女性が生きづらいところで、若い女性は更に大変です。
　そんな中、彼女たちは懸命に生きています。教育がメイクやダイエットよりずっと大きな力に
なると気がついてくれた人たちに幸あれ、です。単なる知識の修得ではなく自らものを考え、感
じ取る力という意味での教育です。そういう力を身につける上で、日々の礼拝とキリスト教セン
ターが計り知れない貢献をしているのは明らかです。
　恵泉での三十年は恵まれた歳月でした。それは何よりも学生たちとじっくり、じかに向き合う
ことを許された時間だったからです。今私はいわばトラックの最後の一周を 1 / 2 ほど走り終え
たところです。三十周目になります。さすがに脚も疲れ、しわも増えました。
　私にとって明らかにこれまでとは違う時間が流れ始めました。あたりの風景が一層美しく見え
ます。風景はゆっくりと奥行きを持って私の目の前を流れて行きます。昨年あたりからはっきり
自覚するようになったのですが、そんな大切な時間の一つが、私にとってはチャペルで過ごす朝
の礼拝の25分なのです。

英語コミュニケーション学科教員　榎本眞理子

恵まれた日々
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　─第30回タイ国際ワークキャンプ─
タイ国際ワークキャンプに参加して

歴史文化学科 2 年　設楽　加織
　初日にチェンマイ空港に着くと、パヤップ大学の学生がとびっきりの笑顔で私たちを温かく迎
えてくれた。その笑顔と温かさによって、私の心の中の不安は優しく溶かされた。タイワークキャ
ンプでは、沢山の優しさに触れた。チェンマイでのホームステイ先の家族、村でのホームステイ
先の家族、パヤップ大学の先生方、学生のみんな、市場やサンデーマーケットで出会ったおじさ
ん、おばさん、恵泉の仲間。言葉が通じなくても、笑顔や優しさに触れ、心で通じ合えた瞬間は
私を安心させ、力を与えてくれた。その笑顔と優しさに、私は何度助けられただろう。ありがとう。
　ワークで疲れていた時に一瞬ではあるが、涼しい風を感じた。その風は優しく私の髪をなびか
せた。心地よかった。風に感謝した。木陰をつくり、果物をつくる木に、植物に、感謝した。野
良犬やニワトリ、野良猫やハエとの生活も楽しかった。人間の本来の在り方を垣間見た気がした。
　自分の目で見て、自分の足で歩いて、自分の心で感じる
こと。私がしたかったこと。本物の経験ができた。この経
験を通して、私は強くなった。そして、心から信頼できる、
掛け替えのない愛する仲間ができた。大切なのはこれから
だと思う。掛け替えのない愛する仲間ができて、素晴らし
い経験をして。そして、今、生きている。これからをどう
生きるかが重要なのだと思う。友人や仲間を大切にして、
自分を信じて、これからの人生に臨む。淡々と、強かに。

　Flower Day（花の日礼拝）に参加して
　花の日礼拝を通して
 日本語日本文化学科３年　石井　千晶
　 6 月11日に恵泉のチャペルにて花の日礼拝が行われました。今年で、花の日礼拝は 2 回目にな
ります。私は、初めての花の日礼拝の参加に伴って礼拝の司会をやらせて頂きました。
　今年の花の日礼拝で行われるシャロンの企画は、神の恵みである花・いのちを囲み神に感謝の
思いを表し、その思いを風船にのせて種を付け飛ばすことです。綿の種を飛ばすためのヘリウム
ガスや風船を準備したり、礼拝の最後に配るパウンドケーキの準備など、やることは山積みで準
備は想像以上にとても大変でした。それぞれ分担して、協力し合う事で当日に間に合いました。
　花の日礼拝は、第 1 部で礼拝が行われ、第 2 部では風船に種を付けて飛ばすシャロンの企画が行
われました。礼拝は普段と違い、天使隊と聖歌隊が一緒に歌うことでチャペル全体に声が澄み渡り
素晴らしいハーモニーでした。また、橋本智美さんの感話では一つの目標に向かって何かを成し
遂げる大切さを学びました。風船に綿の種をつけて飛ばす企画は、お天気も良く赤、黄、緑、青
色など様々な色の風船が、花の日礼拝に参加した方々の思いと共に飛び立ちました。
　私にとって花の日礼拝の司会は、初めての経験でとても
緊張しました。上手に伝えられなかった部分もありました
が、自然のありがたみ・感謝の心・シャロンのメンバーや
参加した方々と思いを一つにできた事など沢山のことを学
びました。自分自身も成長できたと思います。
　シャロンのメンバーやキリスト教センター、教育園芸室
の先生方など皆様が支えて下さったからこそ、素晴らしい
花の日礼拝ができたと思います。ありがとうございました。
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　Chapel Welcome Week　4月20日～ 29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。参加者の声をお読みください。

国際社会学科 1 年　高瀬　彩佳
　チャペルは行く機会が極端に少なかったので、こういう場で参加できてよかったです。計 3 回
行き、その 3 回とも 1 人 1 人が今まで過ごしてきた中での想いを述べていたので、やはり人はそ
れぞれ生きてきた道が異なるのだと実感しました。人の話を聞くことによって、自分がどう生き
てきたのか、どのように感じていたのかをもう一度思い出し、考えさせられたので、自分にとっ
てもためになりました。まだ大学生になったばかりで、自分の視野は狭いと再確認させられたの
で、これからももっとたくさんの人の話を聞き、色々なことを感じたいと思います。

社会園芸学科 1 年　平野　莉衣
　私が最も印象に残っているのは、 4 月20日の宇野先生のお話だ。「あなたはまっすぐゴールへ
つながった道と曲がりくねった道、どちらを選ぶだろうか」という問いに考えさせられた。私自
身は、目標やゴールへとまっすぐたどり着いたことは一度もない。もちろん、一直線で向かおう
と努力はしているし、そうなればどれだけ楽だろうかと思うこともある。しかし、不格好な道で
もいいから、曲がりくねった道を選ぶような人間になってほしいというメッセージには、自分の
歩んできた道のりを思い返して少し自信がついた。今までの時間が無駄ではなかったのだと安心
した。このお話を聞けてよかった。

英語コミュニケーション学科 1 年　若山　夏帆
　チャペルで鳴り響くパイプオルガンは素敵でした。また、聖歌隊の皆様の歌声やハンドベルも
とても良かったです。私はまだ大学生になったばかりで、不安もありますが、先輩方の話を聞い
ていると皆様初めは同じような不安を抱えていました。私だけではないんだと、少しほっとでき
ました。素敵なスピーチの中でも、特に心に残ったのは「何をするにも遅すぎることはない」と
いう言葉です。これにより、少しでも興味を持った物事には、どんどんチャレンジしていくこと
が大切だと感じました。

歴史文化学科 1 年　田村　光
　先輩方のお話を聞き、思ったことは皆、不安な思いを抱えて恵泉に入学し、悩みの中で大学で
自分が打ちこめることを見つけ、輝いているのだなということです。色々なつらかったことなど
のお話を聞いた時は涙が出そうになることもありました。また、パイプオルガンやハンドベルな
ど今まであまりなじみのなかった音色に耳を傾けてみると、心がとても落ち着きました。入学し
て、まだこれからのことで不安や悩みはつきませんが、先輩方のお話を胸に、実りのある大学生
活を送ろう、とこのチャペルウェルカムウィークで思いました。



　C-Week（Christianity Week）
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5月18日（月）〈弱さの中にそそがれる光〉鈴木　実先生の奨励から
英語コミュニケーション学科 1 年　栗田優稀

　人は弱さをみんな持っているが、その弱さにそそがれている光があるということを教えていた
だきました。努力や競争を強いられる中でも、しっかりと愛を感じて生きていこうと思いました。
いつもは意識していなかったけれども、自分はたくさんの人から愛情をもらっていると思いまし
た。そのことに感謝しながら、これからは自分が人に愛情を与えられる人になりたいです。

5月19日（火）〈キリストの平和～スイスに見る堅実的平和主義～〉鈴木　重正先生の奨励から
国際社会学科 1 年　石井ぴさり

　今日のお話を聞いて、平和について色々考えさせられました。相手の気持ちを考えることって、
簡単に言うことはできるけど、実際自分で実行するってなると、なかなか難しいことです。普段
他者との関係で、反省させられることばかりですが、相手の気持ちを考えようとすると、理解し
たい、信じたいと思うようになってくる気がします。私も平和は軍事力があればできるものでは
ないと思います。今、日本はまた一歩、戦争ができる国へと近づいている気がして、不安が絶え
ませんが、私は一人の人として今できること、他者に対して低く居られたらと思います。

5月20日（水）〈イエスの涙〉堂本　陽子先生の奨励から
国際社会学科 1 年　谷口　珠里

　堂本先生の話は、とても考えさせられた反面で、共感できるものでした。特に人は本当の苦し
み、痛みをわかってはいないという部分です。私は一度だけ沖縄県に行ったことがあります。そ
の時は、勉強も兼ねて、戦争の跡地にも行ったりしました。ですが、実際には良い思い出ばかり
が残り、辛いことから目をそらしていた気がします。今日の話を聞いていて、改めて自分たちは
表面上でしか物事を捉えていなかったのだと思いました。涙を流すのは、同情しているだけだと
考える人がいるかもしれません。ですが、私は悪いことだとは思いません。同情するということ
は、そのことに興味を持ったということだと思います。無関心でいることよりも、まず相手や物
事を知ろうという姿勢から何かが変わるのだと私は思っています。
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5月22日（金）〈笑ってこらえて〉福山　裕紀子先生の奨励から
国際社会学科 1 年　小澤　秋穂

　テレビでは報道されていない、辺野古への米軍基地移転問題
の生々しい現実に驚きました。国民を助け守ることが仕事の海
上保安部が、移転に反対している人々を力で黙らせていること
にショックを受けました。そして、辛い状況だからこそ笑うこ
とを忘れない沖縄の人々に、胸が痛くなりました。日本のため
に沖縄の人々が我慢をし、苦しんでいてよいのでしょうか。正
直、どうすることが一番良いのか、正しいのかわかりません。

　ランチタイムオルガンコンサート

第38回ランチタイムオルガンコンサート
社会園芸学科 1 年　松本香那子

　今日はお昼休みにオルガンコンサートを聞きました。オルガン奏者の中田さんは女子大在学中
にオルガンに魅せられ、大学卒業後、音大に入り直し、海外へ留学したと聞き、すごいなと思い
ました。自分にとって「これだ！」と思える何かを見つけた田中さんが、とても羨ましかったで
す。私はこの大学に入学した理由は、とてもぼんやりしていて「これがやりたくて来ました！」
と言えるものがありません。在学中に、私も自分の人生をかけられる何かを見つけたいと思いま
した。

　恵泉スプリングフェスティバル2015

佐々木　格　講演会「風の電話」に祈りをのせて～朗読・賛美と共に～に参加して
日本語日本文化学科 1 年　水谷　史保

　声が届かない相手に思いを伝えるために作られた風
の電話は、多くの人の心を救ったのではないかと思い
ます。震災で被害をうけた多くの人々が、突如奪われ
た日常生活や大切な人を取り戻したいという気持ちを
今も抱えていると思います。もう戻ってこないという
事実よりも、相手を思う心が大切なのだと思いました。
心の中に溜まったものを出すことができる場を、これ
からもっと作る必要があるのではないかと思いました。
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編集後記
　春のタイ国際ワークキャンプ、キリスト教週間など学生のさ
まざまな経験の中から集められた文章が、この夏号に届けられ
ました。どの文章を読んでも、学生自身が自分で感じたことや
体験したこと、そして学んだことまでも活き活きと描かれてい
ます。こうした学生一人一人の瑞々しい体験が、やがて一つの
実を結び、大きく成長させてくれるのです。さあ、私も何か新
しい経験を積んで、こういう場で発表しなければなりません。
私だけではありません、みなさんも自分自身で体験され、何か
見つけてみませんか。 藤田　智（宗教委員長）　

NEWS LETTER　第 54 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
　　　　TEL 042-376-8285　 FAX 042-376-8297
印　刷　電算印刷株式会社
発行日　2015 年 8 月 18 日

  行事報告  

4 月20日（月）～2９日（水） チャペルアワーウェルカムウィーク
　　23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1８日（月）～22日（金） C-Week（Christianity Week）
　　1８日（月） 鈴木　実 （日本聾話学校校長）
　　1９日（火） 鈴木　重正（日本キリスト教団東中野教会牧師） 
　　20日（水） 堂本 陽子（桜美林中学校・高等学校チャプレン）
　　22日（金） 福山 裕紀子（日本キリスト教団早稲田教会伝道師）
　　21日（木） 第3８回ランチタイムオルガンコンサート　
 演奏：中田 恵子（日本キリスト教団鎌倉雪ノ下教会オルガニスト）
　　30日（土） 恵泉スプリングフェスティバル2015
 ・キリスト教部門企画・　
 ＊佐々木 格　講演会 「風の電話」に祈りをのせて～朗読・賛美と共に～
 ＊深見さとこさんポストカード販売　
 ＊鮭Tプロジェクトグッズ販売
 ＊カリヨンコンサート
6 月11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
７ 月 ９ 日（木）  聖歌隊＆ハンドベルクワイア サマーコンサート　「希望～実りあふれる

未来へ～」
７ 月11日（土） 第3９回チャペルコンサート　「聖なる管+弦楽～ヴァイオリンと共に～」
 オルガン＆お話し：大塚 直哉　（東京藝術大学音楽学部准教授）
 ヴァイオリン：桐山 建志（愛知県立芸術大学准教授）

  行事予告  

学生宗教部シャロン主催 サマーキャンプ　テーマ：ステップアップ～ challenge, refresh, change～
 ９ 月14日（月）～16日（水）　 於　高尾の森わくわくビレッジ
K-Week（河井道メモリアル） 10月12日（月）～16日（金）
収穫感謝礼拝 11月1９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25日（水）
 クリスマス賛美礼拝・祝会　　12月16日（水）
 クリスマスチャリティーコンサート　　12月23日（水・休）
卒業リトリート 2016年 2 月 1 日（月）～ 2 日（火）
卒業礼拝 2016年 3 月16日（水）　　　　　　 
第31回タイ国際ワークキャンプ 2016年 3 月 6 日（日）～14日（月）

オルガンコンサート
　第3９回ランチタイムオルガンコンサート 10月 ８ 日（木）　12時50分～13時20分
  　演奏：野田　美香（ローランド・ミュージック・スクール講師）
　第40回チャペルコンサート  10月24日（土）14時開演
  　「境界線を超えて」
  　 オルガン：グザヴィエ・ドュプレ
  　（ブリュッセル聖ミシェル＆グドュル大聖堂オルガニスト）
　第41回チャペルコンサート  3 月 5 日（土）　14時開演　
  　「慰めの泉」　　　
  　 オルガン：関本　恵美子（本学准教授・大学オルガニスト）


