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2016年　特別号

　「独りではない」

後宮　敬爾
（日本キリスト教団 霊南坂教会 牧師）

11 それから間もなく、イエスはナインという町に行かれた。弟子たちや大勢の群衆も一緒であった。
12 イエスが町の門に近づかれると、ちょうど、ある母親の一人息子が死んで、棺が担ぎ出されると
ころだった。その母親はやもめであって、町の人が大勢そばに付き添っていた。13 主はこの母親を
見て、憐れに思い、「もう泣かなくともよい」と言われた。14 そして、近づいて棺に手を触れられ
ると、担いでいる人たちは立ち止まった。イエスは、「若者よ、あなたに言う。起きなさい」と言
われた。15 すると、死人は起き上がってものを言い始めた。イエスは息子をその母親にお返しになっ
た。16 人々は皆恐れを抱き、神を賛美して、「大預言者が我々の間に現れた」と言い、また、「神は
その民を心にかけてくださった」と言った。17 イエスについてのこの話は、ユダヤの全土と周りの
地方一帯に広まった。 （ルカによる福音書7章11～17節）

　星空を見上げることがありますか。悲しいとき、人は空を見上げます。
　写真家 星野道夫は星空を見上げることを「永遠を一瞬にして眺めているのだ」と書きました。
何万年の前から今にいたる時間を一瞬で捉える時間…いわば永遠を見るのです。人は悲しいとき、
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空を見上げ、そしてそのとき、永遠の命を見つめているのかもしれません。
　ＮＨＫの朝の連ドラは「マッサン」は、余市でスコッチウイスキーを造った竹鶴政孝とその妻リ
タの物語でした。そのリタさんは竹鶴と結婚するために故郷スコットランドを離れて、日本で暮ら
すことになるのですが、その主題歌は「麦の唄」で、中島みゆきさんがつくりました。デビュー直
後、彼女を一躍有名にした「時代」は、阪神大震災、東日本大震災という未曾有の災害の後、被災
地でだれ歌うともなく歌われていました。いわば「言葉の天才」だとわたしは思っています。
　「麦の唄」の歌詞は

なつかしい人々　なつかしい風景
その総てと離れても　あなたと歩きたい
嵐吹く大地も　嵐吹く時代も
陽射しを見上げるように　あなたを見つめたい
麦に翼は無くても　歌に翼があるのなら
伝えておくれ故郷へ　ここで生きてゆくと
麦は泣き　麦は咲き　明

あ し た

日へ育ってゆく
でした。
　そして中島みゆきさんが、この「麦の唄」のCDにカップリングをしたのが、「泣いてもいいんだよ」
という曲です。すでにももいろクローバーＺの曲として出されていたものを、自分でカバーして唄っ
て採録したのです。

「強くなれ　泣かないで」
「強くなれ　負けないで」
「大人になれ　泣かないで」
「大人になれ　負けないで」

僕たちは　いつだって
乳飲み児の　頃だって
言われ続け　育った

逃げ道のない　闘いの日々が
いつか人類を　疲れさせてゆく

危ぶみながら　見ぬふりの未来が
いつか本能を　痺れさせていく

こんな約束を　僕たちはしていない
泣き虫な強い奴なんてのがいてもいいんじゃないか

全然泣けなくて　苦しいのは誰ですか
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全然今なら　泣いてもいいんだよ
そりゃ　全然泣けなくて　苦しいのは誰ですか
全然今なら　泣いてもいいんだよ

　この ２ つのことを並べてみたら、「泣く」「涙する」と
いうことが主題になっているのです。

　数年前にわたしが園長をしていた幼稚園に大学卒業し
た教師が赴任しました。とても張り切っていて、最初に
こう言ったのです。「わたしは物心ついてから、人前で
泣いたことがありません。卒業式とか、いろんな時にみ
んなが涙をしているのを見て、なんで泣いているのだろ
うとふしぎでした」わたしはそれを聴いて驚きました。
　保育が始まって、しばらくは元気でした。笑顔いっぱいに保育をしていました。けれども、その
表情は日々に暗くなっていったのです。そしてある日、彼女は幼稚園の玄関の前の階段の下で、動
けなくなってしまったのです。彼女は、子どもたちの前に立つ力、子どもたちを包む力、子どもた
ちを指導する力、子どもたちを楽しくさせる力、子どもたちの涙を受け止める力、そのどれもない
ことを実感し、痛感し、子どもたちの前に立つのが恐ろしくなって、ついに立ちすくんでしまった
のです。
　先輩の教師が彼女の肩をだきました。ゆっくり幼稚園の周りを歩きながら、話を聞きました。彼
女は「子どもの前に立つのが怖い」とようやく一言だけ話すことができました。そして、堰を切っ
たように涙がこぼれて、泣き始めたのです。物心ついてから、泣いたことのない人が、泣き崩れる
ように泣いたのです。
　その涙こそ、彼女の力になったのだと思います。その涙の日から、彼女は本当に保育者として、
歩みを始めたのです。自分の弱さに泣いた人間は、他の人が涙するときの悲しさや切なさを共感す
ることができます。そしてその、共感が人を育てるのです。共に泣くこと、それは愛の別名です。
　聖書を見ていきましょう。
　イエスはナインという村にやってきます。この村自体は、すでになくなっています。つまり、小
さな、名もない村だったのです。そこに葬儀の列がやってきます。おそらくまだ若い母親が先頭に
立って、そして多くの村人達がそれについて泣きながら棺を担ぎ出したところでした。
　この女性がやもめだと紹介されますが、この状況でいくつかのことがわかります。
　やもめは当時最も社会的に不安定な立場にありました。そのやもめにとって唯一の希望が、忘れ
形見の男の子だったのです。彼が成長したときに、父の財産を受け継いで、家庭を形成できるので
す。彼はまさに一人息子、唯一の希望だったはずです。
　ところが、その一人息子も彼女は亡くしてしまったのです。病気だったでしょうか、事故だった
でしょうか……原因は何か分かりませんが、彼女にとってそんなことはどうでも良いでしょう。と
にかく、彼女のすべてが消えてしまったという状況にあったのです。
　イスラエルでは悲惨な出来事は神の裁きであると考えられていました。もし、彼女の普段の生き
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方の結果、こうした事態が起こったのだとしたら、それは当然のこととして受け取られたでしょう。
しかし、多くの村人達は彼女と一緒に泣いています。つまり、村人達にとって見ても、彼女が今直
面している悲劇はあまりにも哀しく、辛く、理不尽なものと感じているのです。
　きっと慎ましやかに、仲むつまじく、母と子で暮らしてきたのでしょう。そんな平凡で良心的な
家庭に突然の不幸が訪れたのです。そして絶望的な不幸が訪れたのです。彼女は何もできず、何に
もあらがえず、ただ泣くしかなかった…それが彼女の現実です。

　イエスはその様子を見られたのです。そして「あわれに思い」という言葉が続きます。あわれに
思いという言葉はギリシャ語で「スプランクニゾマイ」と言う言葉が使われています。これは内臓
を意味する「スプランクナ」を語源に持ち、内臓を引きちぎられるような気持ちになられたという
言葉です。それほどにイエスは、この母の悲しみを思われたというのです。
　この言葉は聖書では、イエスにしか用いられていません。ギリシャ神話では、この言葉は決して
神々には使われなかったのです。神々は人間の死や悲しみをこれほどまでに悲しむことはない、神
とはそういう存在というのが通念だったからでしょう。
　ところが、イエスは悲しまれる、人間以上に人間の悲しみを悲しまれる、そして激しく自分自身
が痛まれ、心を動かされる、そういう存在だと聖書は言っているのです。
　この箇所で、母はイエスの存在に気づいていませんが、イエスの方が走り寄り、駆け寄って、息
子に生命を戻したのです。彼女の悲しみ、悲惨、絶望、そこに神が自ら近寄って下さり、逆転を生
じさせられたのです。
　その鍵になっているのが、悲しみの中にある母に向かって言われた「もう泣かなくとも良い」と
いうイエスの言葉です。そして、今悲しんでいる、私に向かって言われている言葉なのです。闇の
ような悲しみの中に響く、神の厳粛な宣言です。
　磯永秀雄という反戦詩人がおりますが、この人の詩集に「ゲンシュク」と言う作品があります。
ゲンシュクとは何か、と問いながら、「厳粛とは、一つの死を前にして、何かを心に誓う状態だ」
ということを書いています。
　まさに、このイエスの言葉が、その厳粛な神の言葉なのです。この悲しみの底から母親を救い出
すというイエスの命をかけた厳粛な宣言なのです。

　ある夫妻にひとりの男の子が与えられました。しかし残念なことにこの子供は生まれて半年ほど
で死んでしまったのです。両親は子供のために白い十字架に「重荷を負っているものは私のもとに
きなさい。あなたがたを休ませてあげよう」と言う言葉を書いた墓をたてました。
　その十字架がみえる山道をひとりの少年が家畜の餌に使う飼料を乗せた車をひいてあがっていき
ます。この少年は成長し、やがて学校の体育の教師になります。新任教師ではりきって体操の模範
演技を見せたとき、彼の手が滑り、首の骨をいためました。彼は首からしたが動かなくなったので
す。絶望と自暴自棄の生活の中で、彼がふと思い出したのが、あの白い十字架に書かれていた聖書
の言葉でした。それから彼は聖書と神に向かって歩みだし、彼はその信仰からたくさんの花の絵と
素敵な詩をつくって多くの人々を慰めています。星野富弘という人です。
　この話を伝え聞いた両親は「私たちの子供にも生の意味があったのだ」と言われたそうです。我



5

が子を半年で失ったとき、彼らは「どうして、なんの意味があって、こんな事に」と叫んだにちが
いありません。だれも答えてくれないと感じていたかもしれません。しかし神は、その叫びを聞き、
自ら痛み、「もう、泣かなくて良い」と語りかけて下さっていたのです。

　今日、卒業される皆さんは、この恵泉女学園大学でたくさんのことを学んだでしょう。素晴らし
い出会いがあったでしょう。生涯の友人と出会えたでしょう。そして、もう一人、人生にとって大
切な方と出会っていたのです。私たちには絶望としか思えないような時、もうだめだと感じる時、
独りでこの悲しみを抱えていかなければならないと涙する時、そんな時に「もう泣かなくて良い」
と語って下さる神がおられること、そのことを忘れないでいてください。
　涙を流すほどの悲しみに遭ったとき、どうぞ星空を見上げてください。そして星を見て、恵泉で
学んだことを思い出してください。そして「もう泣かなくても良い、あなたは独りではない、わた
しが共にいる」という神の宣言が夜空の向こうからあなたの心に届くに違いありません。

卒 業 生 感 話

日本語日本文化学科　中西　渓

　まず初めに、このような場でお話させていただく機会を与えられたことに感謝いたします。
　 4 年前の入学式の日を思い返してみると、あっという間だったように感じつつも、やはりずいぶ
ん時間が経ったのだなとも感じます。そして、恵泉の学生として、大学生活を送ることができたこ
とをとても幸せに感じます。この 4 年間を振り返ってみると、先生方や同級生・課外活動の仲間な
ど、様々な人との出会いやつながり、一つ一つが私を少しずつ変えてくれていたように思います。
　その一つが恵泉で感じることのできた「見守ってもらえている」という安心感でした。入学当初
の私は、どちらかといえば「自分がこうしたい」と思うより先に「人にこう見られたい」、あるい
は「こう見られたくないから」と自分の行動を選んでいるような性格でした。もともと、幼いころ
から負けず嫌いだったこともあり、多くの晴眼者の中で一人、視覚障害者として学生生活を送るこ
とへの緊張もあり、今振り返っても自分のことだけで精いっぱいだったように思います。授業に慣
れるまでは、周りが教科書を読むスピードについていけず、その度に必要以上に焦りを感じていま
した。広い大学内の移動では、自分で場所を把握できるようになるまでは、友人や時には通りすが
りの方にたくさん手を貸していただきました。とても有難く、助けてくれる人が周りにいることを
嬉しく感じつつも、拭いきれない申し訳ないという気持ちもありました。もちろん、中学・高校と
同じ障害を持つ同級生たちと過ごしてきた私にとって、始まった大学生活は新鮮でとても楽しい毎
日でした。しかし、その一方で　自分のことだけしか考えられていなかった私は今にして思えば、
傲慢で偏った見方しかできていなかったように感じます。
　そんな私にとって、 1 年生のころから活動に参加していた聖歌隊はとても大きな存在でした。恵
泉全体にも感じますが、聖歌隊にいると、特に恵泉ならではの温かい雰囲気を感じることができま
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す。聖歌隊では、健常者の中の障害者で
はなく、一人の学生、一人の友人として
受け入れてもらえているという実感があ
りました。そんな安心感の中で徐々に「人
にこう見られたいから」ではなく「自分
は本当はどうしたいんだろう」という方
向に気持ちがいくようになりました。そ
して、それと同時に自分が受け入れても
らっている分、自分も相手をきちんと知
り、受け入れられるようになりたいと思
えるようにもなりました。

　また、聖歌隊以外での大学生活の中で、とても心に残っていることがあります。入学したての頃
の私は、周りにどう見られるかということを気にしていましたが、それは自分の障害についても同
様でした。障害を理由に「できない」と思われることが悔しくて、少し意地をはっているところも
ありました。そんな中、ある日ふとした時に同級生が私のことを「まず何でも自分でやってみよう
とするところ、私は好きだよ」と言ってくれたことがありました。恐らく、彼女は何気なく言って
くれた一言で、もうそんなことがあったこと自体、覚えていないかもしれません。けれど、当時の
私にとっては思わず涙が出そうになるほど、嬉しい言葉でした。授業の場所が変更になった時に変
更先の教室にいる私を見て、「良かった。大丈夫かなって思っていたよ」と声をかけてくれたクラ
スメイトもいました。「自分のことをどこかで見ていてくれる人、気にかけてくれる人はちゃんと
いるんだ」と思うとポッと心が温かくなるのを感じます。今では「誰かにどう思われるかではなく、
自分ができることを一生懸命やればいいんだ」とシンプルに思えるようになりました。
　そんな「見守ってもらえている」という実感は、聖歌隊の仲間や同級生に対してだけではありま
せんでした。私は大学で初めてキリスト教主義の学校に通うことになり、入学式のお祈りの中で「こ
こまで彼女たちを導き育てて下さった神様」という言葉があったことにとても驚いたことを覚えて
います。小学校や中学校・高校の入学式では、校長先生が式に出席している両親に向かって「今日
までお子さんを育ててきた保護者の皆さまは」といった言葉をかけることが多いからです。入学後
も授業で聖書を読んだり、出席したチャペルアワーで「神様は私たちと共にいてくださる」と言わ
れたりしても、よくわからないと感じていたのが正直な気持ちでした。しかし、毎年12月におこな
われるクリスマス賛美礼拝のリハーサルに聖歌隊として参加していた時に解散前にお祈りで先生が
言われた言葉にはっとしたことがありました。「神様この場にいるそれぞれが家へ帰り着くまでも
どうかお守り下さい」という言葉に思い当たることがあったからです。私は大学内・大学外に関わ
らず、一人で道を歩いている時に道に迷ってしまうと、行きずりの人が手をさしのべて下さり、目
的地にたどり着くことができたということがたくさんありました。実際に手を貸して下さったのは、
声をかけて下さった方ですが、困っていた私を助けて下さるようにして下さったのは神様なのかも
しれないと思えたのです。そう思えたら、「神様は眼には見えないけれど、共にいてくださるとい
うのはどういうことなんだろう」という思いに答えが見つかったような気がしました。大学生にな
るまで、キリスト教に縁がなかった私はきっと何もわかっていないのだと思います。けれど、これ
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からもあの時に感じた思いを忘れずに生きていこうと思います。
　 4 年間の学びを終えて、明日私たちはそれぞれにランターンの光を分け与えられ、その光を手に
卒業していきます。私は 4 月からももう少し恵泉での学びを続ける予定ですが、恵泉の日々で与え
られた光を大切にしながら、その光を自分のためだけに使うのではなく、必要としている人のため
に使えるような生き方ができるようになりたいと思います。 4 年間温かく見守り、支えて下さった
方々に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。

英語コミュニケーション学科　山岡　結

　今日、こうしてお話させていただけることに感謝しています。そして私と関わってくださった全
ての人に、感謝の気持ちでいっぱいです。
　私が恵泉で一番受けたものは「優しさ」でした。たくさんの人の優しさに触れ、温かいものに囲
まれ守られながら、大学生活を送ることができました。そのような中で経験したことについてお話
したいと思います。
　私は入学当初、自分のことが嫌いでした。誰かと自分を比べては、自分には何もないと思ってい
ましたし、周りの人を羨ましくも思っていました。しかし恵泉に入学してから、私は確実に変わっ
ていきました。自分の良い部分も悪い部分も受け止め、どんな些細なことでも褒め、認め、気づい
てくれる友達、先生方に出会い、私は少しずつ自分を好きになっていきました。また、私だけでは
気づけなかった自分の良い部分を、周りの人のおかげでたくさん見つけることができました。
　また入学後、新生活への楽しみも感じていましたが、友達はできるか、 ４ 年間きちんと学べる
かという不安もありました。でも皆が声をかけてくれて、優しく接してくれたおかげで、そのよう
な不安は吹き飛びました。また高校までの勉強とは違い、大学での学びは私にとってとても新鮮な
ものでした。特に ３ 年次からのゼミは本当に楽しくて、この ２ 年間があっという間に感じました。
他愛もない話をして笑い合え、やる時はやるゼミの雰囲気が好きでした。発表の準備が大変な時も
ありましたが、毎週ゼミに行くのが楽しみでしたし、自分の好きなことを楽しく学ぶことができま
した。卒業論文も仲間との助け合い、先生のご指導のおかげで、無事書き上げることができました。
ゼミのメンバー、そして榎本先生に本当に感謝しています。
　また私は様々な学内活動に参加しましたが、その中で一番印象に残っているのは聖歌隊での活動
です。学校生活に慣れてきた頃、入学前から気になっていた聖歌隊に入りました。明るく優しい先
輩方、先生方が迎えてくださり、チャペルの心地良い響きに身を任せ、尊敬する先輩方の背中を追
いかけながら、 １ ，２ 年生の頃はただただ楽しく歌っていました。 ３ 年生になると聖歌隊の中心
を担う立場になり、ただ楽しく参加するだけではなくなりました。この頃の私は、悩みを一人で抱
え込むことが多く、自分の弱さを見せるのが苦手で、周りに頼ることができませんでした。また、
どうしたら心を一つに賛美ができるのか、なぜ自分は聖歌隊で歌っているのかということをたくさ
ん考えました。神様にもひたすら祈り続けましたが、その時は答えが返ってきませんでした。しか
しそんな時に、仲間や先生方が「あなたは一人ではない、私たちもいるよ」と言ってくれたのです。
私のことを理解し、弱さをも受け止めてくれる人がいるとわかり、ものすごく安心したのを覚えて
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います。暗闇の中に小さな希望の光が灯ったかのようでした。
　紆余曲折がありながらも迎えた、 ３ 年次のクリスマス賛美礼拝での聖歌隊の賛美、その時の喜
びは忘れもしません。今までの険しい道は、この瞬間のために備えられていたものだったのだと思
いました。またこのメンバーだったからこそ、このような賛美を捧げられたのだと感じました。そ
れと同時に、これは人間の力ではない、神様が私たちを導いてくださったのだと強く感じ、クリス
チャンとしての自分の信仰が深まった日でもありました。
　聖歌隊に集うメンバーは、一人一人持っている声も違えば、考え方も違い、一つになることが難
しく感じる時もあります。しかし一つになるということは、全員が同じになるのではなく、一人一
人が皆のことを尊重することなのだと思いました。そのような気持ちで、互いの声を聴き合えた時
に、心を打つハーモニーが生まれるのだと感じました。聖歌隊での歌は、今までに経験したことの
ない、優しさに満ちた心からの音楽でした。辛いこともたくさんありましたが、悩んだことも、仲
間と共に涙したことも、愚痴を言い合ったことも、全てが良い思い出です。その他にも、空き時間
に一緒に歌ったことや、後輩とお喋りしたりふざけ合ったりしたこと、先生方といろいろな話がで
きたこと、日々の練習と、楽しい思い出は尽きません。恵泉の聖歌隊で皆と歌えて良かったと、心
から思っています。
　聖歌隊のみならず、恵泉女学園大学全体に、互いの違いを受け入れ、尊重し合う温かい空気が流
れていると、日々感じていました。　
　以前聖歌隊で歌った、私が大好きな「Grace of God」という歌の中に、このような歌詞があります。

　あなたとあなたの心の中の　分かち合う優しさを
　共に祈り合える心強さを　この恵みの泉の中で

　私がこのような素晴らしい経験ができたのは、積極的に様々なことに挑戦し、充実した大学生活
を送り、喜びも悲しみも分かち合える人たちに出会え、どんな時も周りの人が私を支えてくださっ
たからだと思います。くじけることがあっても、その優しさのおかげで立ち上がることができまし
た。これから先悩むことがあっても、恵泉での日々を思い出し、感謝の心を忘れず、笑顔で過ごし
ていきたいと思います。またこれから出会う人と、優しさや痛みを分かち合える人になりたいです。
今まで私に声をかけ、励ましてくださった先生方、大好きな聖歌隊の皆、何でも話せる友達、家族、
そして神様に感謝申し上げます。ありがとうございました。

文化学科  鳩野　真歩

　私たちが恵泉女学園大学に入学し、新しい一歩を踏み出してから 4 年という月日が経ちました。
みなさんは、この 4 年間、長く感じたでしょうか、短く感じたでしょうか。私はとても短かったよ
うに思います。真新しいスーツを着て、これから始まるたくさんの“新しい始まり”に想いを募ら
せていたのが、まるで昨日のことのようです。
　私がこの恵泉女学園大学に入学した理由はただ一つ。希望していた大学に受かることができず、
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合格の通知を頂いていたのが、ここ恵泉女学園だけだったからです。そのような理由からか、私は
新しく始まる大学生活にあまり乗り気ではなかったのを憶えています。とくに、恵泉でこんなこと
をしてみたい、こんなことを学びたいといった具体的な目標がないまま、入学しました。
　そんな平凡な私が恵泉で過ごした 4 年という歳月を改めて振り返ってみると、人との出会いに恵
まれた 4 年間だったと感じます。
　ただ授業に出てバイトをする生活をしていた私を変えた出来事は、主に ３ つありました。その
中でも特に私に影響を与えたのが、 1 年生の夏に初めて参加した、岩手県浪板で行われた東日本大
震災被災地交流支援プロジェクトでした。東日本大震災は私の人生にとって、とても大きな出来事
でした。なぜなら、私の祖父母が宮城県に住んでおり、赤ちゃんのときから毎年のように夏休みと
お正月に帰省し、思い出を共にした第二の故郷ともいえる場所だったからです。震災の約一か月後
に支援物資を持って親戚の元を訪れました。今でもあの時見た光景を忘れることができません。そ
のような場所をなんとか支援したいと思ったことがきっかけで、 1 年生の夏から 3 年生の冬まで、
合計 6 回ボランティアとして活動させて頂きました。
　その活動の中でも私を大きく成長させてくれたのが、子どもたちの存在でした。被災地の子ども
たちは、みんな明るく元気なように見えますが、家族や親戚、友達を亡くしている子どもたちが多
いです。そのためか、被災地を訪れ子どもたちと交流をする際には、家族や親戚などの話を避けた
方が良い場合もあります。ある時の活動の中で、私をとても慕ってくれる当時小学生の一人の女の
子に、彼女の 4 人の姉妹を写真で紹介されたことがありました。私はそのことにどこか安心し、姉
妹がいると思い込み、姉妹の話やご家族のお話を彼女に聞いてしまいました。あとから聞くと、彼
女は 4 人姉妹中 2 人とお母さんを震災で亡くしていたことを知りました。私はその時ほど、自分の
言葉と行動を後悔した日はありません。言葉一つで人を救えることもあれば、辛く悲しい思いをさ
せてしまうものであると痛感し、言葉の重さと責任を感じました。
　交流を続けていく中で、感謝の言葉をかけて頂いたり、続けて支援をしていくうちに仲良くなっ
た方もいて、多くの出会いや出来事があり、そのこともまた私の心を豊かにしてくれたように思い
ます。
　学校生活の中では、2 年生からユースホステルサークルに入り、途中からだったにもかかわらず、
快く輪の中に歓迎してくれた仲間と出会うことができました。 2 年生の終わりには、イギリスに語
学研修に行きました。初めての海外だっ
たこともあり、行く前は不安しかありま
せんでしたが、自分とは違う国の人と言
葉が通じ合ったときの喜びは、今までに
感じた事のないものでした。ホームステ
イや学校で上手くしゃべることができな
い私を、微笑みながら聞いてくれた優し
い家族や友達にも出会うことができまし
た。
　そのあとに行ったタイ国際ワークキャ
ンプでは、機械や電気にあまり頼らない
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生活をしている村へ行き、ホームステイをしました。きれいな水を使える、電気を使って便利な生
活ができることが当たり前ではないことを改めて知りました。タイの人の優しさは、どこか温かさ
のあるような優しさで、幸せは 2 倍に、辛いことは半分にできるような思いやりのある行動や言動
にとても心を動かされました。
　海外への道を知ったあと、私は行きたいところは大学生の時間のある内に行くと決心し、なるべ
く多くの国に旅行へ行き、美味しい食べ物もたくさん食べました。
　こうして、たくさんの出会いや経験をする度に、私はなんて狭い世界で生きているのだろうと思
い知らされました。恵泉で出会った文化学科の友達、他学科の友達、先輩や後輩、先生方、旅先で
出会った人、もの、全てが私の世界を広げてくれました。
　また、大切な人が近くにいてくれることが、どれだけ心強く尊いものであるか、当たり前にある
1 日 1 日が実は当たり前ではないということ、明日は誰にも保障されているものではないこと、言
葉一つで楽しくなったり嬉しくなったり、悲しくなったりつらくなったりすること、はたまた異国
の地の人と意思疎通ができたということ。そんな平凡な日常こそが、何にも代えられない幸せであ
るということを、改めて学びました。
　恵泉での日々は、たくさんの人との出会いによって、素晴らしい 4 年間になりました。ここで過
ごした 4 年間で得たものを、これからの人生の糧に、そしてひとつひとつのことに感謝の気持ちを
忘れずに、歩んでいこうと思います。
　最後に、私に関わって下さったすべての方々に心から感謝申し上げます。またいつか、どこかで
会える日を楽しみにしています。本当にありがとうございました。

人文学研究科　安藤　句美子

　まず初めに、皆さまとともに卒業礼拝を迎えられたこと、今日このような形でお話をさせて頂く
機会を与えられたことに感謝をいたします。ありがとうございます。
　私は ２ 年前の2013年の春に、恵泉女学園大学院に入学しました。この ２ 年間を一言で言えば、
月並みですが「出遭い」という語に尽きると思います。ここで経験できたことはすべて、新しい人
との出会い、新しい事との出遭いでした。さきほど、 ２ 年前に入学したと言いましたが、実はそ
の前の年に、大学院の科目等履修生で週に １ 回、大学に来ておりました。それは、果たして大学
院で若い方がたと一緒に勉強を進めていくことができるか、 1 人だけ浮いてしまうようなことがな
いかと心配だったからです。しかし、そのおかげで、本来なら出会えなかった二つ上の学年の先輩
たちとお話する機会を持てました。その中には私のように、社会人で入学された方もいらっしゃい
ました。このような先輩たちとの出会いから、大学院での勉強をがんばっていこうという前向きな
気持ちを持つことができるようになりました。
　入学してからの一番の大きな出会いは秋元美晴先生でした。秋元先生は修論の指導だけでなく、
さまざまな場面でいろいろなことを教えてくださいました。秋元先生からは大きな二つのチャンス
をいただきました、一つは、海外インターシッププログラムで、タイの大学で日本語を教える機会
をくださったこと、もう一つは、夏のサマープログラムで短期の留学生に日本語を教える機会をく
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ださったことです。この二つは、私の人生にとって非常に大きいことでした。それまでも日本語の
教師として仕事をしてきましたが、海外で教えたことも、大学で教えたことも初めての経験でした。
とくに、タイのパヤップ大学での ２ 週間では様々なことを学びました。生活面では、海外に ２ 週
間も滞在すること自体初めてでした。現地での活動面では、ご存じのように、パヤップ大学と本校
は交流の長い歴史があります。その歴史の中で育くまれた信頼関係が私たちの学びを後押ししてく
れました。留学生が日本に来る前に、出身国でどのような日本語の授業を受けているのか、どのよ
うに日本文化に触れているのか、身をもって感じることができました。
　次の大きな出会いは、同じ院生の仲間です。年上の私に、こだわりなく話しかけ、いろいろな質
問をぶつけてくれました。私もそれに応えたいと思い、一生懸命考え、手加減などする余裕もなく、
全力であたっていきました。若い方々が、熱心に話し合い、考えている姿に、日本の教育もまだま
だ捨てたものではないなと感じました。このような院生の仲間との出会いが、遅々として進まない
研究に落ち込む私を勇気づけてくれました。ゼミの時間のあと、自分の不甲斐なさにため息をつく
私に「アイスを食べましょう」と誘ってくれ、たわいもないおしゃべりをしてくれた同級生に、本
当に感謝をするとともに、学びにはこのような仲間の存在が不可欠であることに、改めて気づかさ
れました。教えるとはどういうことだろう、教師とはなんだろう、ということを考えて入った大学
院ですが、気づいたのは、教師の本分と一緒に学ぶ仲間の大切さでした。
　最後に、明日、一緒に卒業する若い皆さまにぜひともお話したいことがあります。おせっかいと
は思いますが聞いてください。今皆さんは大学生活を終え、やっと試験やレポートから解放され、
ヤレヤレと思っているのではないでしょうか。しかし、今お話ししたいのは、学びの力です。皆さ
んは、卒業後、それぞれのお仕事に就かれるのだと思いますが、長い時間の間には、選んだ仕事を
いろいろな理由で離れなければならないこともあると思います。離職のあと、すぐ次の仕事を探す
こともよいのですが、そこでの選択肢に何かを学ぶということを加えて頂きたいと思うのです。皆
さんは50歳になった自分を想像できますか？　50歳で大学院で学ぶ自分を考えることができます
か？　私は全く想像にもしていませんでした。しかし、大学院での学びは私に、一つのことをやり
とげたという自信をくれました。将来、皆さんが人生に迷ったとき、少し疲れたとき、ぜひもう一
度どこかで、テキストを広げて学ぶ機会を作ってみてください。仲間がいれば最高ですが、最初は
たった一人で始めることになるかもしれません。何歳になっても学び直すことができ、学びは自分
に力を与えてくれるということを、どうぞ覚えておいてください。
　多くの先生方に見守られ、大学院を修了することができました。今、心から嬉しく思い、感謝の
気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。

国際社会学科　松場　愛

　この卒業礼拝の場で皆様の前でお話しする機会に恵まれたことに感謝いたします。正直、卒業礼
拝の感話のお話を頂いたときは、まさか自分が話すとは思っておらず、非常に驚きました。
　恵泉との出会いのきっかけは、高校 2 年生の時に参加したオープンキャンパスでした。その頃は
友人の付き添いで行っただけで、恵泉に入りたいと正直まだ思っていませんでした。高校三年生の
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受験のとき、志望校全て不合格になって
しまい、唯一合格通知を頂いたのは恵泉
でした。しかし、高校の友人たちは第一
志望の大学へ行く人が多く、私の大学生
活にあまり期待を持てずにいました。
　大学に入り、高校の授業のような「勉強」
とは異なり、一つひとつの授業が興味深
く、学ぶことに対する面白さや楽しさを
感じました。平和研究入門や生活園芸、
キリスト教学入門など、幅広い分野を学
ぶことが出来ました。特に、生活園芸は

ペアで白菜や大根、キュウリなど様々な野菜を育て、見たことないくらいの大きな野菜を沢山収穫
出来た時の達成感は今でも鮮明に覚えています。小学生の頃以来、久しぶりに土に触れ、徐々に自
然を肌で感じながら「いのち」を育む楽しさと難しさを感じることが出来ました。また、平和研究
入門は、テレビや新聞などでしか分からなかった他国のことなど、今まで知らなかったことを学ぶ
ことが出来、国際社会に関する興味が芽生え、毎回の授業が新しい発見ばかりでした。
　大学 2 年生のときにタイ短期FSに参加しました。今まで授業で学んでいた人身売買やストリー
トチルドレン、貧困問題、山地民などを現地で五感を使って学ぶことが出来、毎日が新鮮でした。
やはり、タイ短期FSは 1 週間という期間だったため、非常に短く、長期に渡り現地で多くのこと
を学びたいと思うようになりました。また、タイの山地民であるカレン族の家にホームステイをし
たときに、初めて出会ったはずなのに、まるで、本当の家族のように接してくれたこととホームス
テイ先の家族との団らんの時間がとても魅力的に感じ、もう一度カレン族の村へ行きたいと思うよ
うになりました。さらに、自分に対し、マイナスイメージしかなかったため、このマイナスイメー
ジを払拭して自分に対し少しでも自信を持ちたいと思い、長期FSに参加することを決めました。
　しかし、長期FSに参加を決め、参加してみると不安が募ってばかりでした。体験学習前はFSの
メンバーと一緒に行動していたため、皆に頼り、甘えていた部分はありました。また、ひとりで 2 ヶ
月間初めて行く村で生活ことが出来るのか、コミュニケーションをしっかりとれるのか、自分の調
査がしっかり出来るのかなど、村へ行く日に近づくにつれ考えれば、考えるほど心配事ばかりでし
た。いざ行ってみると、今までの不安とは裏腹に、村で過ごす時間は毎日が楽しく、常に我武者羅
に過ごしていました。私の大学生活の中でこんなにも我武者羅になることが初めてでした。村での
生活では、初めの頃は言語が伝わらないことが怖く、自分から村人に話しかけることがあまり出来
ませんでした。しかし、このままでは日本にいるときの臆病な自分と同じになってしまい、タイへ
来て長期FSに参加した意味がなくなってしまうと思い、そこから自分から積極的に行動するよう
に心掛けました。また、日本にいるとSNSで様々な人たちと繋がっているような気になっていまし
た。村ではネット環境がなく、人と共に過ごす時間が多く、改めて人と共に過ごすことの楽しさや
難しさを知りました。人との団らんがこんなにも楽しいものであると改めて感じました。長期FS
を通して、日本で生活していたら確実に出会うことのない素敵な村人たちと出会えたこと、普段の
授業では経験することが出来ない貴重な経験をすることを多く出来たこと、言葉では表せない多く
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の魅力を持っているタイという国に出会えたことに感謝しています。
　来月からは、社会人になります。楽しいことばかりだけでなく、辛いことや逃げたくなることも
多く経験すると思いますが、恵泉で経験したことを糧にし、日々働く女性として成長していきたい
です。
　大学 4 年間を振り返ると、とても短かったですが、非常に濃い日々を過ごすことが出来ました。
私は恵泉に入る前は、常に受け身な姿勢で、何に対しても失敗を恐れ、何かに挑戦することをため
らっていました。また、自分の意志がなく、人に常に流されやすく、自分は何やっても出来ない人
だと思い、マイナス思考ばかりでした。恵泉に入ってからは、どんな失敗にも恐れず、自分から積
極的に挑戦することの大切さを学びました。また、周りに飲まれることなく、自分らしく生きるこ
との重要性も学ぶことが出来ました。今は大学生活が終わることが非常に寂しいです。高校生のと
きに恵泉を選択し、 4 年間あらゆることを学ぶことが出来て良かったと心から思っています。恵泉
での数え切れないほどの多くの経験は、私にとっては大きな財産であると思っています。恵泉とい
う素晴らしい大学を選んだのは、今思えば大正解だったのだと感じています。
　最後に、 4 年間様々なことを共に乗り越えてきた友人、いつもポジティブで明るく、勉学のこと
だけでなく親身になって様々な相談に乗ってくださった多くの先生方、どんなことでも、素早く且
つ丁寧に対応して頂いた職員の皆様、 4 年間恵泉に通わせてくれて、どんなときも味方でいてくれ
た家族に感謝しています。本当にありがとうございました。

人間環境学科　上西　真以

　本日はこの卒業礼拝に場におきまして、皆様の前でお話をさせていただく機会を与えて下さった
ことに心から感謝しております。卒業を目前に控えている今、恵泉で過ごした 4 年間は、長いよう
であっという間な時間であったと感じています。しかし、そのあっという間な時間の中にはたくさ
んの思い出や経験がつまったかけがえのない大切な時間であったとも感じています。
　その中でも、自分にとって恵泉で過ごした 4 年間の中の一番の学びは一体何であったのかを考え
た時に、ことわざの言葉を借りるならば、上杉鷹山の〝為せば成る　為さねば成らぬ何事も　成ら
ぬは人の為さぬなりけり〟という言葉であると考えました。それは物事をやる前からあきらめるの
ではなく、必ずできると自分を信じて行動を起こしていく大切さを学んだ事にあります。大学へ入
学した当初、何もかもが自分次第で決まってしまう大学という自由な環境に、大きな解放感と同じ
くらい大きな不安や焦りを感じていたことを今でも覚えています。しかしある日、周りと比べて焦
り、頭の中で考えるだけではただ時間だけが過ぎていってしまうことに気が付き、大学生活の限ら
れた時間を充実させるためにも、どうしたら充実感を得ることができるのかという思考と自分の
ペースを大切していくことを心に留めて行動することを私は決心しました。その中で本日は、その
決心の元に大学生活において二つのがんばってきたことをお話しさせて頂きたいと思います。
　一つ目は、大学 ２ 年生の頃に取り組んだ児童館のボランティア活動です。コミュニティーサー
ビスラーニングの一環で参加させて頂いたのですが、振り返ってみるととても大きな学びの場で
あったと感じています。はじめは、子供だけでなく、幅広い年代の人たちが集まる児童館で様々な
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人の考え方や価値観を吸収していきたいという思いから活動先を選んだのですが、いざ活動をはじ
めてみると、まず、子供と一緒に遊ぶという当たり前のことに対して何となくむずかしさを感じて
しまいました。それは、今考えてみると、関わる相手に対して変に身構えてしまい、自分自身が活
動そのものを楽しむということを忘れてしまっていたことが原因であったと思います。楽しむため
には、まずは自分から子供たちや周りのひとに対して、積極的に興味を持ちながら接していくこと
が大切であるとその時に気が付きました。そして、ボランティアの活動の時間も一瞬一瞬が最初で
最後なのだと感じた時、どんな小さな事でも楽しんだもの勝ちなのだということにもはっとしまし
た。楽しさやおもしろさは自分で探すものであり、探そうとすればいくらでも出てくるという発見
が、活動を通しての大きな学びとなりました。
　二つ目は、大学 ３ 年生の頃に取り組んだオーガニックカフェへの活動です。恵泉に入学して間
もないころに、食べものがじぶんの体を作っているのだということを改めて考えさせられる講演を
聞き、食の大切さやありがたみを強く感じ、感銘を受けたことを今でも覚えています。そのことか
ら、オーガニックカフェで直接食のことを学びたいという思いを抱いたことで活動をはじめました。
カフェでの活動は食に携わることだけではなく、お金の管理をする会計の仕事など、運営にも携わ
り、責任のある仕事であるのと同時に、売上をパソコンに打ち込む作業も多く、忍耐力が必要でも
あった為、はじめは戸惑うことも多くありました。しかし、やっていくうちにただ任された仕事を
やるのだけではおもしろくないと思い、せっかくなのでパソコンのスキルや知識を身に付けようと
考え、夏に行われていたパソコンの集中講座を受講することを決めました。無事資格を取得できた
時には、目標を持って何かを取り組むことの大切さや、自分自身で目の前にあることをいかに面白
く楽しんでいけるのかを考え、それを実行に移していく大切さを知ることが出来ました。大変なこ
ともありましたが、カフェでの活動は、今までよりもグッと人との繋がりを築けたことが大きな収
穫となりました。また、どんなことでも全力に取り組んでいけばいつか必ず次へ繋がってくるのだ
ということも知ることができ、貴重な経験の場ともなりました。
　以上の二つの取り組みから、必ずやり遂げることができると信じながら行動を起こし、時には失
敗や壁にぶつかってしまっても、その経過をいかにおもしろく楽しみながら取り組んでいこうとす
る姿勢を身に付けることができたと感じております。私はこれまで、小学校や中学校の頃に抱えて
いた友人関係の悩みから、自分の意志や決断に自信が持てず何をするにも人の目が気になってしま
い、いつしか自分自身の心の中にある正直な声に耳を傾けずに生きてきてしまった部分がありまし
た。しかし、恵泉での 4 年間の出来事や尊敬できる友人、先生、先輩方との出会いや関わりが持て
たことで、私は自分の心の声に正直に生きていきたいと強く思うようになりました。
　そして、今こうして心からありがたいと思える環境に身を置けたことに対して感謝の気持ちで
いっぱいです。恵泉の緑豊かな景色や、人や環境への優しさを大切にしている恵泉の校風がとても
好きです。卒業してからも、大学で学んだ生活園芸をもとに、自分で野菜や植物を育て心豊かに過
ごしていきたいと考えています。そして、その恵泉で過ごした 4 年間の時間の中のすべての人や出
来事の出会いに感謝しています。
　本当にありがとうございました。
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平和学研究科　近藤　衣純

　恵泉での 6 年間の学びは、挑戦する勇気を培ってくれた、私の土台作りの時間だったと思います。
恵泉に入学するまでの私は、体調が優れず不登校気味、体力がない、自信がない、少し残念な学生
でした。高校 3 年生で漠然と大学で勉強したいという意思が出て、タイ長期FSを目指し進学しま
した。
　 1 年生での学びは、刺激的なものばかりでグローバリゼーションと平和について自分なりに考え
ることが多く、平和になるためには農業がキーワードになる、とこの先の大きな学びのテーマを決
めました。
　学校に通うことも徐々に慣れ、 2 年生に向けて準備をしている頃、大震災が起きました。 2 年生
では、震災を経験し、少し離れた場所にいる自分に何ができるのか考え、それを実行することの大
切さを学びました。気仙沼や福島へ行き、ボランティアや被災地の方の声を冊子にまとめ届ける活
動や、エネルギーについて考える講演会を開催したりしました。それと同時にタイ長期FSに参加
するための準備も進めていました。
　そして 3 年生の 8 月、無事にタイ長期FSに参加することができました。私の研究テーマは持続
可能な有機農業の在り方で、北タイ農村の有機農家にホームステイをし、毎日農作業や市場での販
売などを通して学びました。
　私は農家の生まれではないし言葉も大してできるわけでもない、だから毎日私にできることを精
いっぱいやろう、そう思いながら過ごしていました。畑や田んぼはお父さんとお母さんの 2 人で世
話するには広すぎる程で、仕事はたくさんありました。村では休む時間はほとんどありませんでし
た。炎天下での農作業は今思えばかなり過酷でしたが、快く私を受け入れてくれたお父さんとお母
さんに、少しでも力になれたらと思い精いっぱいやりました。
　農作業の合間の休憩時間や夜寝る前の時間には、たくさんのことを教えてくれました。お母さん
が農薬の影響で体に不調が出たことをきっかけに有機農業に切り替えたことや、有機農業を続けて
きて自然や自身の健康にどう影響をしているのか、また有機農業を選択して経営状況は安定してい
るのかなど。有機農業にしたことで、環境面、健康面、経済面でうまくいっていると話してくれま
した。話を聞いていて、 1 年生の時に漠然と考えていた、平和と農業というキーワードが自分の中
で結びついたのを覚えています。
　村での生活はすべてが新しく、毎日たくさんのことを吸収できたと思います。中でもお母さんの
市場での活き活きとした姿は印象的です。毎日朝から日が暮れるまで農作業に勤しみ、市場へ行く
前日は収穫や販売の準備を行います。ひとつひとつがすべて手作業で丁寧に慣れた手つきでこなし
ていました。それを市場へ持っていきます。毎日の積み重ねで得られた野菜たちを、堂々と自信を
持って販売していた姿は本当にかっこよかったです。その時に、私もこうなりたい、自分の行動に
自信を持って人前でも胸を張って堂々とできるような、そういう仕事をしたいと思いました。
　帰国して 4 年生になるとこのまま就職すべきなのかどうかたくさん悩みました。悩んだ結果、農
業に魅力を感じていた私は、 4 年生の時間は、好きなことをより知るための時間に使おうと思いま
した。恵泉の卒業生の先輩農家にお邪魔して、農作業やファーマーズマーケットの手伝いをさせて
もらったり、学校では 2 年生と一緒に澤登先生の生活園芸Ⅱを受講し、 1 年を通して自分たちで決
めた20種類以上の野菜を栽培しました。自分たちで食べるだけではなく、手作りのポップを作って
販売もしました。こうした時間を過ごすなか、春学期が終わるころには、澤登先生のもとで地域と
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農業について学びたいと思うようになりました。
　そして大学院平和学研究科に進学し、学校のある多摩市の都市農業をテーマに、多摩市における持
続可能な生産者と消費者の在り方について研究しました。農家に通い農作業を手伝いながら話を聞か
せてもらいました。地域の歴史や、そのなかで農業がどのように継続されてきたかなどたくさんのこ
とを教えてもらいました。都市での農業は多くの制約がありますが、食料供給の側面や様々な形で農
業に触れ合う機会を提供しながら、これからもこの場所で農業を残していこうとする農家の姿勢から
本当に多くのことを学ばせてもらいました。
　最後に恵泉での 6 年間の学びは、冒頭に述べたように挑戦する勇気を培ってくれた、私の土台作り
の時間だったと思います。 6 年間が充実した時間となったのは、多くの方が協力してくださったから
です。最後まで熱心に指導してくださった澤登先生、お世話になった教職員のみなさま、出会ったす
べての方に感謝しています。恵泉での学びを糧に 4 月から新境地で頑張ります。本当にありがとうご
ざいました。

　今年度の卒業礼拝で、後宮敬爾先生（霊南坂教
会牧師）は、「中島みゆき」の「麦の唄」を引き合
いに出され、素晴らしいお話をされました。それ
と共に、卒業する学生それぞれが正直に、そして
感動するお話をし、卒業礼拝にふさわしいものと
なりました。中島みゆきの「時代」の中に、「だか
ら今日はくよくよしないで、今日の風に吹かれま
しょう」という句があります。誰しも強くはなく、
実は弱いものですが、「歌」に励まされることもあ
ります。どうか一人一人の卒業生が自分の弱さに
出会った時、歌、そして神に守られますように、
祈ります。 藤田  智（宗教委員長）
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