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巻頭言
　言葉の美しさ
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　最近、「日本語がやせてきている」とか「美しい言葉遣いをする人が減っている」ということ
が言われるようになりました。たしかにテレビのバラエティ番組などでタレントさんたちが発す
る言葉が騒々しく聞こえることがよくあります。また、何を言うにも「チョー」「カワイイ」を
つけたり単語を縮めて言ったりする若い人たちの会話が、気になることもしばしばです。
　その一方で、美しい言葉がしっかり生きていると思う場があります。恵泉の礼拝に参列して感
話を聴く時です。教員・職員・学生を問わず、それぞれに伝えたい思いを語る礼拝のひと時です
が、聴く度に内容の素晴らしさと共に言葉の美しさが心に深く響くのです。なぜでしょうか。気
をつけてみるとほとんどの方が手元に原稿を用意して話をしています。学生が“人前で話すこと
が不慣れなので”とか“緊張していて”と言うのは分かりますが、仕事上、人前で話す機会の多
い教職員もしっかり原稿を準備して感話に臨んでいる人が大半です。チャペルに流れてくる言葉
の美しさの理由もここにあるのではないでしょうか。自分の思いや考えを言葉にして文字に起こ
すという作業は、聴いて下さる方を大切に思う作業に他ならないからです。自分の思いは果たし
て理解していただけるだろうか、独りよがりになり過ぎてはいないだろうか、これを言うことで
誰かを不快にさせたり傷つけたりすることはないだろうか等々、聴いて下さる人の思いを想像し
ながら推敲を重ねた結果の言葉だからこそ、優しく美しく響くのだと思います。
　ちょうどこんなことを考えていた時、サマープログラムの修了式に参加する機会に恵まれまし
た。韓国・中国・タイの各大学から来た留学生たちが ７ 月末から ２ 週間に亘って日本語を学んだ
最終日に日本語でスピーチをし、フェアウェルパーティでは ２ 週間の体験を発表しあっていまし
た。最後に「世界がひとつになるまで」を皆で合唱する姿を見ていて胸が熱くなりました。当然
のことですが、留学生たちの日本語はまだたどたどしい面もありましたが、とても美しく私の耳
に届きました。 ２ 週間の生活を支えてくれた先生やボランティアの恵泉の学生、そして仲間への
感謝の思いが込められていたからです。言葉の美しさは、けっして流暢に丁寧な言葉を駆使する
ことではありません。共に生きる相手を思い、そこに感謝と優しい眼差しを注ぐことであり、そ
れが言葉となった時、聴く人に優しい響きを持つのだと改めて思いました。

学長　大日向雅美
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　恵泉女学園大学の集うみなさんは、『聖書』を繙いたことがない人はいないと思いますが、皆
さんは、どのような聖書をお持ちでしょうか。私が持っている聖書は、『聖書　新共同訳』と、「聖
書」の下に小さなフォントで新共同訳と書かれています。そして、この序文には198７年 9 月とあ
りますから、今から約30年前に出版されたことになります。これまでも聖書は時代とともに変化
する日本語に対応して、約30年おきに改訳か新たな翻訳がなされてきたそうです。それで、現在、
日本聖書協会では、次世代のための聖書を考え、新しい聖書の翻訳を目指しています。私はその
新しい聖書の翻訳事業の外部モニターとして、２015年からお手伝いをしています。
　仕事の内容は、パイロット版訳文が主要な使用目的である「礼拝で用いるために、礼拝での朗
読にふさわしい、格調高く美しい日本語訳を目指す」に沿った文か、訳文に問題はないかどうか
について意見を述べるものです。この仕事には、聖書学の専門家や神父・牧師などといろいろな
職業の方々が携わっています。私はおこがましいのですが、日本語学の専門家として、参加して
います。日本聖書協会からご依頼があった時は、私にできるのかどうか、ずいぶん迷いましたが、
それでも、お引き受けした理由は、聖書を丁寧に読んでみたい、この機会を逃したらもう二度と
聖書と対峙することはないだろうと思ったからです。
　私が初めて聖書に出合ったのは、小学生の時、日曜学校に通いはじめたころだと思います。そ
れから小学校の高学年までは近所のバプテスト教会に通っていましたが、病弱だった私は中学、
高校と勉強が忙しくなると、だんだん教会には通わなくなりました。次に聖書に出合ったのは、
青山学院大学に入学し、キリスト教概論の授業を受けたときです。大学では聖書研究会に属し、
聖書の勉強をしたこともあります。何年か経ち、恵泉女学園大学に奉職して、入学式、卒業式、
そして礼拝と聖書に触れる機会はあったのですが、いつも断片であり、新約聖書のマタイによる
福音書すら通して読んだことがないありさまでした。ですので、私にとりましては、外部モニ
ターの仕事は、神様が与えてくださった最後のチャンスだと思ったのです。
　 5 月18日に提出したのはマルコによる福音書でした。 1 章から16章までにイエスがヨハネから
洗礼を受け、復活するまでの生涯について書かれていますが、通して読むと、本当に新鮮でした。
　さて、私はどうやって仕事をしているかと申しますと、まず、目で読み、気になった語や句、
文に線を引き、国語辞典で調べます。そして、次に『聖書　新共同訳』ではどのように訳されて
いるか、新約聖書の場合は、荒井献先生たち新約聖書翻訳委員会訳の『新約聖書』には、どう訳
されているかを調べます。そして、最後に私にとって自然な日本語の表現を考え、声に出して読
んでみます。私の考える自然な日本語と「礼拝での朗読にふさわしい、格調高く美しい日本語訳」
とは一致しないこともままあり、悩むこともありますが、そういうとき、私が最も大切だと考え
ていることは、翻訳方針前文に書かれている項目の一つ「義務教育を修了した日本語能力を持つ
人を対象とする」ということです。私は、聖書に書かれていることが理解されなければ、何もな
らないと思うからです。
　新翻訳事業による聖書をみなさんと読むのを楽しみにしています。

日本語日本文化学科教員　秋元　美晴

新しい聖書の翻訳のお手伝い
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　─第31回タイ国際ワークキャンプ─
自分らしく生きる

国際社会学科 ２ 年　村井　美月
　「自分らしく生きたい」そう祈りながら大学生活を送ってきた私にとって今回のタイ国際ワー
クキャンプへの参加は、自分を根本から見つめ直すものとなった。帰国して数週間がたった今で
さえ、感じたことの多くを言葉にできないでいる。
　私は高校時代の体験に自信を持っていたため、大学生活では勉強が出来なくても「私は特別
だ」と考え、いつでも心に余裕を感じていた。また、友情関係に関しても依存し合う関係を嫌い
無条件に人を突き放してきた。今考えれば、自分が他者に受け入れてもらえないことを恐れてい
たのだと思う。自分の価値観や考えを何よりも大切にし、常に心のベクトルを自分に向けていた。
そのため、大学生活で人との大きな関わりはタイワークが初めてだった。
　そんな私の考えも準備会を重ねるたびに揺らいでいき、今まで他者との間に作ってきた大きな
壁すらばかばかしくなった。同時に今までの自分の考えを否定できてしまう自分の存在に恐れを
感じていた。
　自分は何を信じたくて、何を考えるべきなのか、全くわからず地に足のつかないままタイに行
く日になってしまった。初めての異国の地、初めて聞く言葉、新しい出会い、新しい気づき。私
には得るべきものがあまりにも多く、それらを全部吸収することはできなかった。なれ合いでな
い本当の思いやりや、学校では感じることのできない人間の本質に頭では理解しきれない愛を感
じた。英語もタイ語もできない私に身振り手振りで何とか伝えようとしてくれるタイ人に何度も
助けられ、涙を流しながら語ってくれた恵泉のメンバーを前に、「自分が特別だ」なんてことは
感じなくなった。それどころか今までの自分の在り方に恥を感じた。私は誰かを裁くことで、自
分の存在を自分自身で納得させていたのだ。私が自分に持っていた感情は自信ではなく、ただの
自己愛であり、それが私の弱さであることを私は知らなかった。
　さらに私の大切にしてきた「自分らしく生きたい」という祈りに対しても疑問がうまれた。そ
れは「自分らしく」とは何かということだ。タイワークのメンバーを見ていると、ひとりひとり
が自分の最善を生きていた。私はどんな人間なのか、何をすべきかわからないまま「自分らしさ」
といういかにもまともらしい、中身のない夢を追い続けてきた。追い求めるものが白紙だと気づ
いた私は安心した。なぜならこうしてたくさんの大切な人ができ、自分の弱さを発見でき、他者
の意見を大切にしたいと思うことが出来たからだと思う。人の弱さ、自分の弱さ。弱さを見つめ
ることは大切だと思うが、もっと大切なことはそれを自分の一部として受け入れることだ。
　今回のタイワークで得た仲間との出会いと、新たな
自分との出会いをこれからの私につなげていきたい。
また自分に足りないところを受け入れ、他者と補い合
いながら生きていきたいと思った。
　神様の大きな恵みと愛を感謝します。
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　チャペルウェルカムウィーク　4月18日～ 28日

この期間は、チャペルは誰にでも開かれていること伝え、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。

英語コミュニケーション学科 1 年　近藤 萌乃
　恵泉に入るまでは、キリスト教はものすごく自分とは遠い存在だと思っていました。しかし、
この期間中に参加して遠い存在という考えではなく、自分から神さまのところへ訪ねて行くよう
なものなのではないかという思いに変わりました。
　これからの 4 年間、楽しいこと辛いこと色々なことがあると思います。大きな壁にぶつかった
時は、チャペルに来て、こころを静め、壁を壊すのではなく、新しい扉を見つけていきたいと思
います。

歴史文化学科 1 年　山口 真由
　私はチャペルアワーの時間は大切だということをあらためて感じました。自分を見つめ直すこ
とができる一番の場所だと思います。先輩方や先生方が体験談を話してくださる時間はとても貴
重だと思いました。私は、特にハンドベルクワイアに所属している先輩の話にとても感動しまし
た。やはり自分がやりたいと思ったことは最後までやりとおすことが当たり前だと思います。そ
して、自分にあった何かを探すのはすごく大変なのだということを教えていただけて良かったで
す。

日本語日本文化学科 ２ 年　李
リ

誾
ウン

娓
ミ

　タイ国際ワークキャンプに参加した設楽加織さんのお話しで、強さとは何かという質問があっ
た。私にとって、もう一度自分の生き方について考える時間になった。自立した女性になりたい
という話が私の心の中にしみ込んできた。私が２0歳だった頃、自立した女性になりたいと思って
いた。あの頃は自分が強いと思って生きていた。他人に自分の弱さを表したくないし、若者であ
ることを理由に無視されたくなかった。でも、社会を出て自分ができることがなくなり、いかに
自分が弱い存在であるのかに気付いた。
　今は日本で留学を決め、自分のための人生ではなく、人のために生きたいという目的で勉強し
ている。今さら私は私自身の弱さを認めることができた。
　そのような私の人生の中で、設楽さんの話にあったように「強さは自分の弱さを受け入れるこ
とから始まる」ということにもう一度深い思いを感じた。30分くらいの時間で人生についてもう
一度考えられる時間であった。最後に恵泉女学園大学で学ぶことにもう一度心から感謝した。



　C-Week（Christianity Week）
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5月16日（月）「あなたの中に住むイエスさま」坂口聖子先生の奨励から

国際社会学科 1 年　新井 実季
　私は受験に失敗し、入学後も納得できず、なかなか気持ちが前向きになれませんでした。けれ
ど、坂口先生のお話しを聞き、「自分の中にある葛藤や苦しみ、悩みからイエスさまが救ってく
ださり、良い方向へと導いてくださるのだ」と思え、前向きに学生生活を送っていこうと思いま
した。
　神さまは天にいるから、という気持ちだけでしたが、私の心の中にもイエスさまが住んでいる
ということも胸にとめて、これからも壁にぶつかったときお祈りをして、神さまに心を向けたい
と思います。

5月17日（火）「逃れの村計画」井上創先生の奨励から

国際社会学科 1 年　菅野 加奈
　嘘をついたり、逃げたりするのは良くないというイメージがあります。この固定観念は無意識
に人を追い込んでしまっていることがあるなと思いました。西原理恵子さんがいう「嘘をついて
もいい、逃げてもいいから生きることをあきらめないで」という言葉に、必ずしも嘘をついたり
することが悪いことだけではないということと、なにより“命”の尊さを思いました。また、逃
れの町、とても素敵だなと思いました。私は自然が好きです。疲れた時、大切なことを見失いそ
うになったら、自然の中に入ります。自然が持つ力は何よりもすごいと思います。今日のお話を
伺い、心がほっこりとしました。自然の中に入って穏やかな風と自然の音に囲まれてのんびり過
ごしたくなりました。

5月18日（水）「羊にとって羊飼いとは」関根一夫先生の奨励から

社会園芸学科 1 年　矢吹 悠
　羊の特徴の ｢ 遠くから見るときれいだが、近くから見ると汚い。しかもそれを自分では処理で
きない」「弱いけど、強いと思っている」「自分では決められない」この 3 つは確かに人間の特徴
であるなと思いました。人間は本当に弱い生き物だと
考えさせられました。私も、私はここにいていいんだ、
この人なら信じられるという人間に巡りあいたいと思
いました。もしかしたら、もう出会っているのではな
いかと思い、自分が今まで出会ってきた人を振り返る
良いきっかけになりました。
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5月20日（金）「グダグダいってんじゃねーよ」関野和寛先生の奨励から

国際社会学科 1 年　内田 真里絵
　最初に、先生がつけたタイトルの理由を聞き、「グダグダ言ってんじゃねーよ」と、みんなで
叫んでほしいと言われ、チャペルに集まっているみんなと叫び、とても衝撃的でした。　
　そうした中でしたが、お話を伺っていると先生の内に秘めている思いの熱さを感じました。妹
さんのエピソードを聴き、信じてみるだけでも結果が変わるかもしれない、そもそも信じなけれ
ば何も始まらないと強く思いました。自分が誰かのそばに寄り添い、“いる”のではなく、“ある”
人間になろうと思いました。神がいるのではなく“ある”ように。

　ランチタイムオルガンコンサート

国際社会学科 1 年　澤村 尚
　とても心が安らかになる音色でした。優しい音で流れるような心地よさの中に、時折、力強い
音がし、刺激的でした。音の幅が広く、違う楽器が二つあるようで神秘的でもありました。本当
に心が洗われるような透明感のある音色でした。

　恵泉スプリングフェスティバル　チャペル企画

「人と人をつなぐ食のパワー～美味しいパリの食卓シーンから学んだこと～」
　　 森 由美子 さんの講演を通して

社会園芸学科 1 年　橋本 真理
　「スピードや利益を追求するためにレストランを開いているわけじゃない。一人ひとりの時間
をいただいているから相手を想ってこころを込めて作ることが大切」という言葉がとても印象に
残りました。“Convivitalite”（共に生きる、人と人を繋ぐ）という言葉はとても素敵だと思います。
　食事をきっかけにして、コミュニケーションをとったり、悩みを相談することで人生を豊かに
する。社会性を身につける。今の日本人には足りていないことかもしれないと思いました。

英語コミュニケーション学科 1 年　藤井 七海
　食は人にとって、体にも心にもとても大切なものだ
と感じました。森さんが現在料理教室で、技術だけで
はなく、それよりも大切なことを教えていらっしゃる
ことを知り、私も家族や友人など大切な人のことを
思って、料理を作り、食事を通して会話をし、心を通
わせたい、人と繋がっていきたいと思いました。
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編集後記
　イエスは「聞く耳のあるものは聞きなさい」（ルカ 8 章 8節）と
述べた。問いかけるものの、そしてそれを聞くもの、その両者の緊
張感と相互作用の上で言葉は初めて美しく輝き、真の意味を持つ。
そしてその問いかけは心に沁みわたり、私たちの存在をその深みか
ら揺さぶるのである。今号に寄せられた学生・教職員の多くの文章
がそのことを証している。実に感謝に堪えない。
　宗教改革により聖書はあらゆる民の言語に翻訳されることとな
り、現在を生きる私たちはその豊かなメッセージに触れることがで
きる。その恵みにただただ感謝したい。� 李省展（宗教委員）
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  行事報告  

4 月18日（月）～２8日（木）　 チャペルアワーウェルカムウィーク
　　２1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16日（月）～２0日（金）　 C-Week（Christianity Week）
　　16日（月）　 坂口 聖子（日本キリスト教団伝道師）
　　1７日（火）　 井上 創（日本キリスト教団霊南坂教会副牧師） 
　　18日（水）　 関根 一夫（ミッションエイドクリスチャンフェロシップ牧師）
　　２0日（金）　 関野 和寛（ルーテル東京教会牧師）
　　19日（木）　  第40回ランチタイムオルガンコンサート　
 演奏：石丸 由佳（２010年シャルトル国際オルガンコンクール優勝）
　　２8日（土） 恵泉スプリングフェスティバル２016
 ・キリスト教部門企画・　
 ＊講演【人と人をつなぐ食のパワー～美味しいパリの食卓シーンから学んだこと～】
 　 森 由美子（ヘルシーフレンチ研究家・恵泉中高卒業生）
 ＊ Sato Posca ポストカード販売（恵泉卒業生）　
 ＊東日本大震災支援 鮭 T プロジェクトグッズ販売
 ＊カリヨンコンサート
6 月 9 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18日（土）　 第4２回チャペルコンサート　「ブクステフーデの芸術」
 オルガン＆お話し　徳岡 めぐみ （豊田市コンサートホールオルガニスト）
７ 月 ７ 日（木）　 聖歌隊＆ハンドベルクワイア サマーコンサート　
 ＜平和～音楽に心と思いをのせて～＞
9 月19日（月）～２1日（水） サマーキャンプ　テーマ：Love & Peace　～あなたの愛の形って？～
 学生宗教部シャロン主催　於　高尾の森わくわくビレッジ

  行事予告  

K-Week（河井道メモリアル）　 10月10日（月）～14日（金）
収穫感謝礼拝　　　　　　　  11月1７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30日（水）
　　　　　　　　　 　 クリスマス賛美礼拝・祝会　　1２月14日（水）
　　　　　　　　　　  クリスマスチャリティーコンサート　　1２月1７日（土）
卒業リトリート　　　 ２01７年 ２ 月 3 日（金）～ 4 日（土）
卒業礼拝　　　　　　 ２01７年 3 月16日（木）　　　　　　 
第3２回タイ国際ワークキャンプ ２01７年 3 月 5 日（日）～14日（火）

オルガンコンサート
　第41回ランチタイムオルガンコンサート  10月２７日（木）　1２時50分～13時２0分
   　演奏：三原 麻里（２01２年シャルトル国際オルガンコンクール優勝）
　第43回チャペルコンサート　   10月 8 日（土）　14時開演　
　　   　≪アンコール公演≫「聖なる管 + 弦楽～ヴァイオリンとともにⅡ～」
　　   　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：桐山健志（愛知県立芸術大学准教授）
　第44回チャペルコンサート　   3 月 4 日（土）　14時開演　「天上への架け橋」
　　　   　オルガン：関本 恵美子（本学准教授・大学オルガニスト）


