
 

  



 
 

 

 

  



 
 

はじめに 

 

この報告書は恵泉女学園大学において 2020 年 2 月 10日～3 月 8 日まで行われた『スペイ

ンサンティアゴ巡礼道プログラム』の記録で、「体験学習」科目として単位化することの可

否を検討するための事前調査プログラムとして実施されたものです。 

 

本来は 3 月 25 日までの日程で行われる予定でしたが、スペインにおいて深刻化する兆し

が見えていた「新型コロナウイルス」を巡る社会的状況の悪化を受け、旅の途上で緊急帰国

を余儀なくされました。 

  

 当プログラムは、すでに 3度「サンチャゴ巡礼」を実施した経験を有する桜美林大学との

ジョイントプロジェクトとして行われました。 
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1．声明文 『グレタ・トゥンベリさんの演説を受けて』 

 

 

世界を変える、世界は変わる、一人ひとりのその一歩で 

～2019 年度サンティアゴ巡礼プログラムにむけて～ 

 

 

 2019年 9月、ニューヨークで開催された【国連気候行動サミット】で最も世界の注目を

集めたのは、スウェーデン出身の若者グレタ・トゥンベリさん（16 歳）のメッセージでし

た。 

 

『今後 10 年間で、温室効果ガスの排出量を半減させ、産業革命以来の気温上昇を 1.5 度

に抑えられる可能性は 50％しかない』 

『それに失敗した場合、人類は、不可逆的な、環境の【負の連鎖】に襲われる可能性があ

る』 

『現状では、IPCC（気候変動に関する政府間パネル）の想定を越える CO2 排出が続いて

おり、気温上昇を 1.5 度に抑える確率を 67％にできる限界は、8 年半で迎えてしまう』 

（桃井抄訳） 

  

 日本でも、日常的に「これまでに経験したことがない」豪雨や台風が襲うようになった

昨今、『国立環境研究所・地球環境研究センター』の江守正多副センター長は次のように

コメントしました。 

 

「『温室効果ガスが増えれば、温暖化していく』というのは、科学的には明らかだろう。

（中略）１．５度を超えてさらに温暖化していくと、後戻りできない変化が始まる。たと

えば氷がとけるのが止まらなくなる、メタンが吹き出す、アマゾンの熱帯雨林が枯れてい

くなど、１つスイッチが入ると、それによって起こされた変化が次のスイッチを入れてし

まうような、ドミノ倒しのような連鎖反応が起きていく」（NHK クローズアップ現代 

2019 年 9 月 26 日放送より一部を抜粋） 

 

 江守氏の発言は、グレタさんの危機感を裏付けてしました。 

 2018年、グレタさんが一人始めた地球環境の危機を訴えた行動は、1 年後、世界 700 万

人の主に若者を動かすまでになりました。世界中の若者が、グレタさんの危機意識を共有

し始めていると言っても過言ではありません。 

  

 私たち、サンティアゴ巡礼プロジェクト（桜美林大学）はすでに 4 回（それぞれ 400～

950キロ）、スペインを中心に歩いて来ました。 

 そこで毎回、地元の人々が目を細めるような「これまでに経験したことがない寒さ」や

「暑さ」を実際に経験してきたのです。毎日歩き続けたからこそ分かる地球規模の環境異
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変を体験してきたのです。 

2020 年 2 月 10 日～3月 25 日まで、私たち、桜美林大学と恵泉女学園大学の混成チーム

は再びサンティアゴ巡礼に向かい 850キロを走破する予定にしています。 

 今回の巡礼テーマは【Climate Craisis!】です。 

 この標語をプリントしたＴシャツを着て、「気候危機の時代、私たち一人ひとりは何が

できるか？」を日本の若者たち（12 人）が、フランスからスペインまで 850キロ歩きなが

ら訴えます。 

 自らの足で大地を踏みしめ、地球の吐息を全身で感じながら、人類が直面する地球環境

を、思索し、日本の若者発の訴えとして、日本だけでなく、スペインをはじめとしたヨー

ロッパ全土に向きて発信していきます。  

 

 巡礼とは、「祈り」の旅です。 

 私たちは、気候危機の時代にあって、人類と地球の未来を祈りながら、それぞれの力

で、仲間と共に、一歩一歩、足を前に進め続けます。 

桃井和馬 

恵泉女学園大学特任教授 

 

  



3 
 

 

 

 

人間社会学部 社会園芸学科 ３年 

桝居 奏 

 

 

 

 

 

 

人文学部 英語コミュニケーション学科 ２年 

後藤 茉里 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人文学部 英語コミュニケーション学科 １年    
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人間社会学部 国際社会学科 ２年 

山本 遥 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人間社会学部 国際社会学科 １年 

嶋野 美晴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引率者 

桃井 和馬 

 

 

 

 

 

 

２．恵泉女学園大学メンバー紹介 
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３．ルート紹介 

図１：NPO 法人日本カミーノ・デ・サンティアゴ友の会 HP より 

 

今回私たちが歩いた「フランス人の道」は、フランスとスペインの国境にあるサン・ジャ

ン・ピエ・ド・ポーの街から、サンティアゴ・デ・コンポステーラまでをつなぐ全長約 780km

の巡礼道で、サンティアゴ巡礼路のうちで最も多くの巡礼者が歩いている道である。サン・

ジャン・ピエ・ド・ポーからサンティアゴ・デ・コンポステーラまでの行程は平均約 34日

で、途中の町での休養・観光など余裕をみた行程を組むことが望ましい。 

 

今回、私たちはサンティアゴ・デ・コンポステーラを目指してこのスペイン人の道を出発

地点であるサン・ジャン・ピエ・ド・ポーからレオンまで約 450km 歩きました。 
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４．選句 de『聖句』サンティアゴ巡礼道（2020.2.10～3.25） 

 
                                                                       

 

 「選句 de 聖句」は、桜美林大学のキリスト教センター長である土橋敏良先生が１ヵ月半

にわたる巡礼生活における日々のテーマとして聖書の中から選んでくださったものです。

これらの聖句は、今回の巡礼のテーマとして掲げた「Climate Crisis」に関連し、私たちが聖

書を通して環境危機を考えるきっかけとなり、私たちとキリスト教との関りを考える手が

かりとなってくれました。つきましては、巡礼最終日まで設定されていた聖句を本項で紹介

いたします。 

 
                                                                       

 

 

2/10.「わたしは見た。見よ、大地は混沌とし、空には光がなかった。」   エレミヤ書 4:23 

 

2/11.「破壊に次ぐ破壊」と人々は叫ぶ。大地はすべて荒らし尽くされる。  エレミヤ書 4:20 

 

2/12.「大地よ、わたしの血を覆うな、わたしの叫びを閉じ込めるな。」     ヨブ記 16:18 

 

2/13.「お前はまた、大地の広がりを、隅々まで調べたことがあるか。そのすべてを知っ

ているなら言ってみよ。」                                        ヨブ記 38:18 

 

2/14.「あなたに向かって両手を広げ、渇いた大地のようなわたしの魂を、あなたに向けま

す。」                                                            詩編 143:6 

 

2/15.「もしわたしの名をもって呼ばれているわたしの民が、ひざまずいて祈り、わたしの

顔を求め、悪の道を捨てて立ち帰るなら、わたしは天から耳を傾け、罪を赦し、彼らの

大地をいやす。」                                                歴代誌下 7:14 

 

2/16.「弱い者を塵の中から立ち上がらせ、貧しい者を芥の中から高く上げ、高貴な者と共

に座に着かせ、栄光の座を嗣業としてお与えになる。大地のもろもろの柱は主のもの、

主は世界をそれらの上に据えられた。」                       サムエル記上 2:8 

 

2/17.「主は御力をもって大地を造り、知恵をもって世界を固く据え、知をもって天を広げ

られた方。」                                                 エレミヤ書 10:12 

 

2/18.「わたしが大地を据えたとき、お前はどこにいたのか。知っていたというなら、理解

していることを言ってみよ。」                                     ヨブ記 38:4 

 

2/19.「大地は粘土に型を押していくように姿を変え、すべては装われて現れる。」 

 ヨブ記 38:14 

 

2/20.「わたしは、まだ人のいなかった大地に、無人であった荒れ野に雨を降らせ、乾きき

ったところを潤し、青草の芽が萌え出るようにした。」              ヨブ記 38:26 

 

2/21.「大地は作物を実らせました。神、わたしたちの神が、わたしたちを祝福してくださ

いますように。」                                                  詩編 67:6 
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2/22.「かつてあなたは大地の基を据え、御手をもって天を造られました。」    詩編 102:25 

 

2/23.「大地を水の上に広げた方に感謝せよ。慈しみはとこしえに。」          詩編 136:6 

 

2/24.「主は天を雲で覆い、大地のために雨を備え、山々に草を芽生えさせられる。」  

詩編 147:8 

 

2/25.「一代過ぎればまた一代が起こり、永遠に耐えるのは大地。」     コヘレトの言葉 1:4 

 

2/26.「塵は元の大地に帰り、霊は与え主である神に帰る。」          コヘレトの言葉 12:7 

 

2/27.「論じ合おうではないか、と主は言われる。たとえ、お前たちの罪が緋のようでも、

雪のように白くなることができる。たとえ、紅のようであっても、羊の毛のようにな

ることができる。お前たちが進んで従うなら、大地の実りを食べることができる。か

たくなに背くなら、剣の餌食になる。主の口がこう宣言される。」  

イザヤ書 1:18-20 

 

2/28.「見よ、主はその御座を出て、地に住む者に、それぞれの罪を問われる。大地はそこ

に流された血をあらわに示し、殺された者をもはや隠そうとはしない。」 

イザヤ書 26:21 

 

2/29.「わたしの聖なる山においては、何ものも害を加えず、滅ぼすこともない。水が海を

覆っているように、大地は主を知る知識で満たされる。」            イザヤ書 11:9 

 

3/1. 「彼は、「主の呪いを受けた大地で働く我々の手の苦労を、この子は慰めてくれるであ

ろう」と言って、その子をノア（慰め）と名付けた。」                創世記 5:29 

 

3/2. 「すなわち、わたしは雲の中にわたしの虹を置く。これはわたしと大地の間に立てた

契約のしるしとなる。」                                          創世記 9:13 

 

3/3. 「山々が生まれる前から、大地が、人の世が、生み出される前から、世々とこしえに、

あなたは神。」                                                    詩編 90:2 

 

3/4. 「雨も雪も、ひとたび天から降れば、むなしく天に戻ることはない。それは大地を潤

し、芽を出させ、生い茂らせ、種蒔く人には種を与え、食べる人には糧を与える。」 

 イザヤ書 55:10 

 

3/5. 「モーセは言った。「町を出たら、早速両手を広げて主に祈りましょう。雷はやみ、雹

はもう降らないでしょう。あなたはこうして、大地が主のものであることを知るでし

ょう。」                                                   出エジプト記 9:29 

 

3/6. 「わたしは時季に応じて雨を与える。それによって大地は作物をみのらせ、野の木は

実をみのらせる。」                                               レビ記 26:4 

 

3/7. 「大地よ、大地よ、大地よ、主の言葉を聞け。」                  エレミヤ書 22:29 

 

3/8. 「主なる神は言われる。わたしは大地に飢えを送る。それはパンに飢えることでもな

く、水に渇くことでもなく、主の言葉を聞くことのできぬ飢えと渇きだ。」 

アモス書 8:11 
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3/9. 「水が海を覆うように、大地は主の栄光の知識で満たされる。」    ハバクク書 2:14 

 

3/10. 「神よ、あなたはわたしの神。わたしはあなたを捜し求め、わたしの魂はあなたを渇

き求めます。あなたを待って、わたしのからだは、乾ききった大地のように衰え、

水のない地のように渇き果てています。」                            詩編 63:1 

 

3/11. 「主よ、あなたは初めに大地の基を据えた。もろもろの天は、あなたの手の業であ

る。」                                       ヘブライ人への手紙 1:10 

  

3/12. 「暗闇に住む民は大きな光を見、死の陰の地に住む者に光が射し込んだ。」 

タイによる福音書 4:16 

 

3/13. 「柔和な人々は、幸いである、その人たちは地を受け継ぐ。」マタイによる福音書 5:5 

 

3/14. 「あなたがたは地の塩である。だが、塩に塩気がなくなれば、その塩は何によって塩

味が付けられよう。もはや、何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつ

けられるだけである。」                    マタイによる福音書 5:13 

 

3/15.「あなたがたは地上に富を積んではならない。そこでは、虫が食ったり、さび付いた

りするし、また、盗人が忍び込んで盗み出したりする。」    

マタイによる福音書 6:19 

 

3/16. 「そのとき、イエスはこう言われた。『天地の主である父よ、あなたをほめたたえま

す。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しにな

りました。』」                                     マタイによる福音書 11:25 

 

3/17. 「我々は主を知ろう。主を知ることを追い求めよう。主は曙の光のように必ず現れ、

降り注ぐ雨のように、大地を潤す春雨のように、我々を訪れてくださる。」  

ホセア書 6:3 

 

3/18. 「もろもろの国よ、近づいて聞け、もろもろの民よ、耳を傾けよ。主の言葉を聞け、

大地とそこに満ちるすべてのもの、世界とそこに生ずるすべてのものよ。」  

イザヤ書 34:1 

 

3/19. 「大地に問いかけてみよ、教えてくれるだろう。海の魚もあなたに語るだろう。」 

 ヨブ記 12:8 

 

3/20. 「大地を造り、その上に人間を創造したのはわたし（神）。自分の手で天を広げ、そ

の万象を指揮するもの。」                                    イザヤ書 45:12 

 

3/21. 「大地が草の芽を萌えいでさせ、園が蒔かれた種を芽生えさせるように、主なる神は

あなたがたすべての民の前で、恵みと栄誉を芽生えさせてくださる。」 

イザヤ書 61:11 

 

3/22. 「諸国の民よ、皆聞け。大地とそれを満たすもの、耳を傾けよ。主なる神はお前たち

に対する証人となられる。主は、その聖なる神殿から来られる。」      ミカ書 1:2 
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3/23. 「あなたの子孫は大地の砂粒のように多くなり、西へ、東へ、北へ、南へと広がって

いくであろう。地上の氏族はすべて、あなたとあなたの子孫によって祝福に入る。」  

創世記 28:14 

 

3/24. 「平和の種が蒔かれ、ぶどうの木は実を結び、大地は収穫をもたらし、天は露をくだ

す。わたしは、この民の残りの者に、これらすべてのものを受け継がせる。」  

ゼカリヤ書 8:12 

 

3/25. 「大地よ、恐れるな、喜び躍れ。主は偉大な御業を成し遂げられた。」   ヨエル書

2:21 

 

 

 
 

  

 

サンティアゴ巡礼 応援ソング   

「星・歩く旅人」 by ヨーコトリヤベ 
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５．報告 ①学生たちの記録 

 

 2020年 2月 5日、桜美林大学の荊冠堂チャペルにて「2020 年サンティアゴ巡礼道プロ

グラム」の壮行会が行われた。本章では壮行会の日から出発前夜までの 5 日間とプログラ

ムの期間中、学生たちがそれぞれの想いや考えを文章につづったものを記録としてまとめ

る。 

 

 

 

◆ 2 月 5日 壮行式 

 

『サンティアゴ巡礼道プログラムに向けて』 

 

人間社会学科 国際社会学科 ２年 山本遥  

 

 中途半端なのはあまり好きではない。やるからには初めから終わりまできっちりやりた

いと思うし、できる限りのベストを尽くしたい。特にそう考えるようになったのはあの大震

災の後からだ。「命が脅かされる」という経験で、どんな時もどんな事に対しても懸命に生

きようと思うようになった。いつ何が起きてもその瞬間の最適解で動けるように。そして後

悔しないように。  

  

 しかし、そう言っているわりには色々な課題やら何やらを後回しにしてしまうのが私の

悪いくせだ。実際、自分で無駄にした時間のせいで、結果的に細部がおろそかになる事も少

なくないのだから笑えない。どんなにいいものを作ろうとしたとしても、どんなに素晴らし

いこだわりを持っていたとしても、そんなものはそれ以前の問題だからだ。  

  

 私はそんな自分を変えたくてこのプログラムへの参加を決めた。変わりたいという気持

ち、そして自分に負けたくないという思いでこの巡礼に取り組んでいきたい。 
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◆ 2 月 6 日 

 

『受け入れて乗り越える』 

 

人間社会学部 国際社会学科 １年 嶋野美晴 

 

現状の駄目な自分を受け入れて戦いたい。その上で自分を変えたい。 

私は他人の評価でしか自分の価値を見出せず、自分の価値が自分でわからない。プ

ログラム内での様々な経験から、自分の価値を見つけたい。 

極限状態での長い共同生活によって、自分の悪い面の多くを目の当たりにするだ

ろう。ひとつひとつの課題から逃げず、乗り超えたい。 

 

 

 

◆ 2 月 7日  

 

『ただ門を叩くのみ』 

 

人間社会学部 社会園芸学科 ３年 桝居奏  

 

 私は根っからの直感型だ。  

  

とにかく直感で面白そうだと感じたことには、知らない人が相手でもコンタクトを取り、

受け入れてもらってきた。  

今回も例外ではなく、サンティアゴ巡礼道プログラムの募集案内をみたとき、真っ先に桃

井先生にメールを送った。 実はそれまで桃井先生とは面識がなく、どんな先生かもわから

ないままであったのだが、とにかく参加したい一心で連絡をとったのだった。  

  

プログラムに参加するメンバーが、それぞれ大きな目標や目的を持ってやってきている

のは、Facebook やブログを見れば一目瞭然だろう。  

  

ならば私は？  

  

「スペインに興味があったから」  

「世界遺産を勉強してきたから」  

「旅が好きで登山部の経験を活かしたいから」  

「キリスト教の祈りというものを体感したいから」  

  

いくつか自分なりに挙げてはきたが、具体的になぜ参加したいのか、なんていうのは後付け

に過ぎなかった。  
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ただ、「あ、これ、ここで参加しなかったら一生後悔するやつだ」とそう感じたから、とい

うのが本当のところだ。  

いまのところ、この直感が外れたことは一度もない。  

  

3 年生だから就職活動と巡礼の期間が被ってしまっている。  

「これからが大事なときなのに。就職しないのか」なんて就職活動担当の先生に言われたり

したけれど、そんなこと言われても直感がそういうのだから、就職よりも、巡礼行かなくて

はいけないくらいの気持ちでいた。  

  

私個人の目標や目的がはっきりしない旅になる。 他のメンバーをみると目的があって参

加しているから少し焦りがある。 他のメンバーほど大きな目標や目的はない。 

 だけど、目の前の面白そうなことに飛びついた。それがサンティアゴ巡礼道プログラム

だった。それではダメだろうか。  

  

巡礼を感じてみたい。  

  

メンバーの熱意や、巡礼路の大地、人々との交流を通して、私は何を思うのだろう。  

  

旅が終わる頃、直感で参加したプログラムが、私にどのような形で新たな経験値をくれる

のか、ワクワクする。  

  

始めは面白そうだなと参加しました、  

だけどこんな出会いがありました、  

別れもあってこんなことを感じました、  

そんなことを言えたらいいな。なんて。  

  

いま私は、目の前の門を叩くのみ。  

  

さすれば道は開かれるのだから。 
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◆ 2 月 8日  

 

『 私 』 

 

人文学部 英語コミュニケーション学科 ２年 後藤茉里  

  

自分は社会に対して問題意識を持つことができるが、自分自身に対してはどうだろう？  

  

去年 10 月に関東を直撃した台風 19 号を覚えているだろうか？その際私は初めて自然に

対する身の危機を当事者として感じた。そしてこんな文章に残していた。  

  

「『私は大丈夫』と隣町で起こった災害にしても、ニュースでみる世界の問題にも何に対し

ても思うそんな心が、地球の環境問題を解決できないものとしている。もし『私』とは自分

の肉体と精神のことだけでなく自分とは何かの一部として意識することができたのなら、

行動も自然と変わっていくはずだ」  

今この文章に加えたいのは、では一体みんなは「私」についてどのくらい知っているのだ

ろうか？という疑問だ。みんながそれぞれ抱く個人の疑問や悩みは、どれもつき詰めれば全

て社会の問題と繋がっている。そしたら自分にも他者にも社会にも、無感情ではいられない

はずではないか。  

 

 

今、私は自分で書いた文章が自

分に返ってきたのだと思う。環境

問題に対して意識し始めた自分

は、地球の一員としてどんな一歩

を祈り歩むのか。自分自身に対し

て責任を取るという意味でも、サ

ンティアゴ巡礼道プログラムに参

加する。 
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◆ 2 月 9日  

 

 

『考え続ける旅、自分を変える旅』 

 

人文学部 英語コミュニケーション学科 1年 松本千佳  

  

2 月 5 日に桜美林大学にて壮行礼拝が行われた。その前日、私は今回のサンティアゴ巡礼

プログラムに行けなくなるかもしれない状態にあった。  

  

家族からサンティアゴ巡礼プログラムに行くことに対して理解を得られていなかったの

だ。   

  

私がこの巡礼の旅に参加することを決意した時、家族から反対されるのはわかっていた。

どうして私が巡礼に参加したいのか、どんなことをするのか、何も伝えていなかった。  

  

私が参加したいと思った理由が漠然としていて、自分を変える旅なんて、家族に言えなか

った。  

  

帰ってきた時、なぜ私が巡礼に参加する決断をし、そして何をしてきたのか自信を持って

言えるような旅にしたい。  

  

私が行けなくなるかもしれないことがメンバーに伝わって、次の日会ったらメンバーが

心配してくれた。  

同じように家族に反対された経験のある先輩方もアドバイスをくれ、とても嬉しかった。  

  

このメンバーで今回スペインの道を歩ける幸せを、日々感じていきたい。  

今はまだスペインにいる自分が想像できていない。不安の方が大きいが、自分のことに関し

ても、チームのテーマである気候危機についても、真剣に考える機会にしたいと思う。 
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◆ 出発日 

 

2 月 10 日(月) 20:00 集合、ミーティング in 成田空港  
22:10 飛行機出発 

 

 

 図 1：在スペイン日本大使館からのメール 

 

 

『期待と不安と大きな荷物』 

 

人間社会学部 国際社会学科 ２年 山本遥   

 

2 月 10 日。   

 

サンティアゴ巡礼道プログラムに向けて旅立つ日。  

 

とうとうこの日が来た。あれだけ待ち焦がれていたというのに、いざその時になるとどう

にも落ち着かないのはなぜだろう。集合時間は夜の 8 時なのだが、3 時半にはもう空港に着

いてしまっていた。子供のようだけれど、これから始まる巡礼生活を思うと家でのんびりな

どしていられなかった。  

  

突然できた長い待ち時間に、私はぼんやりとこれからのことを考えていた。  

  

「850km の道のりを歩ききれるかな」  

  

歩けるよ。毎日少しずつ進めばたどり着けるよ。  

  

「もし怪我をして歩けなくなったらどうしよう、それは嫌だな」  

  

タクシーには乗りたくないな、ちゃんと歩きたい。  

  

「みんなとちゃんと話せるかな」  
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みんないい人だし、すごい人ばかりだよ。ちゃんと向き合って話せば大丈夫。  

  

「本当に？」  

  

分からない。どうなるのだろう。何が起こるのか、何に出会い、何を感じてそれからまた考

えるのか。  

  

「行ってみないと分からないし、なるようになるよ」  

  

他のメンバーに 1 番そうやって言っていたのは私だったのに、今になってひどく不安がっ

ている自分がいた。  

  

「なんとかするしかないんだよな」  

 

どんなに不安に思っても、何が起きても、結局はやる事をやるしかない。このプログラム

に参加することも、この巡礼を通して変わりたいというのも自分で決めたことだから。完全

に不安が拭い去られることはないかもしれないけれど、「それでもやってやる！」くらいの

気持ちでいよう。そう思えば、不安な気持ちよりこれから始まる 46 日間への期待がまさる。  

大きな期待と少しの不安、そして巡礼に必要な諸々を詰め込んだ大きなザックを抱え、空

港で他のメンバーが集まるのを待つ、その瞬間にさえわくわくしていた。 
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◆ スペインへ 

 

2 月 11 日(火) 4:55 ドーハ空港 到着  
5:30 自由行動 in ドーハ空港  
6:30 集合 

 

 
7:10 搭乗 

 

 
8:05 ドーハ出発  
12:55 バルセロナ到着  
13:10 集合  
14:27 バルセロナ出発(バス)  
15:30 ヴェストウェスタンプレミアホテルダンテ到着  
17:00 集合 夕食 in Sant Jaume square   

【距離数:9.75km/歩数:11903】 

 

 

『水の大切さ』 

 

人間社会学部 国際社会学科 １年 嶋野美晴  

 

成田空港からカタール・ドーハ空港まで 12 時

間、ドーハ空港からバルセロナ空港まで約 7 時間、

全部で約 19 時間飛行機に乗り、スペイン・バルセ

ロナに 13 時に到着した。  

ドーハ空港では、乗り換え時間が 2 時間弱あった

ため、空港を散策。その時、コンビニエンススト

アでジュースと水が同じ値段で売られていて驚

いた。  

バルセロナに着いてからはホテルに向かい、17

時から皆でレストランにパエリアを食べに行っ

た。少し高かったが、とてもおいしく、量も多か

ったので満足出来た。  

 

私は日本では、飲み物はいつも無料の水をたの

む。しかし、そのレストランでは水は 1 リットル 5€と高く感じた。水が無償で提供されな

いところから、日本の水の豊かさを再認識した。  

日本では無駄に使うことについて「湯水のように使う」という表現があるが、それは水に

恵まれている日本だからこそ言えるものなのだと知った。全てのものに感謝して大切に使

っていきたい。 
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◆ サグラダファミリア見学 

 

2月 12日（水） 8:30 集合 ミーティング  
9:00 出発 

 

 
10:05 サクラダファミリア到着・散策  
11:45 昼休憩 in バーガーキング  
13:30 ホテル出発(タクシー)  
15:19 カフェ休憩 in caballo blanco  
17:35 カフェ休憩 in Urdos  
19:10 Le chemin vers L’Etoile(Albergue)   

【距離数:9km/歩数:10994】 

 

 

『発見したこと』 

 

人文学部英語 コミュニケーション学科 １年 松本千佳  

  

スペインに到着して 2 日目。  

  

サグラダファミリア見学と、巡礼道のはじまりの町への長時間の移動。  

１日目、私は体調を崩してメンバーに心配をかけてしまった。何度も、体調大丈夫？と声を

かけてもらい、メンバーの助け合う気持ちの温かさを感じた。メンバーに心配されて健康は

当たり前ではないことに気付かされ、日々健康でいられることに感謝したいと思った。  

  

Wi-Fi が使えない環境に身を置いた経験がなかったので、いつでも自分の知りたいことを

知ることができることは恵まれていると感じると同時に、便利になりすぎて、自分がどれだ

けインターネットに頼っているのか実感できた。  

私たちは、自分で考えたり、本で調べたり出来ることを、インターネットに任せて答えを

求めることが多い。 それと同じく、地球の問題を自分の問題と捉えずに、誰かがやるとい

うように人任せにしているのではないかと考えた。  

  

自分が地球に対してできることを実践するべきだとも考えた。  

  

いつもはわからない単語があってもすぐに調べられるが、すぐに解決できないことに対

しての不安、不満を感じた。会話中のスペイン語が分からなくて調べたくなることが何度も

あったが、よく聞いたり察することで理解することができることがわかった。今後の生活で

もインターネットになるべく頼らず、自ら考える生活を送り、サンティアゴ巡礼道プログラ

ムの最後には、話せるスペイン語の幅を広げたいと強く思う。  
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スペインに来てから、１日があっという間

に過ぎ去るように感じる。  

  

朝のミーティングで、チームはミニ地球で

ある、欲望のままに生活したら衝突が起き亀

裂が生じるかもしれないという、あるメンバ

ーの話があった。  

地球に存在している争いの解決は、武力に

よってではなく、相手のことを知り話し合い

続けることで良い方向に向かっているのでは

ないだろうか。 私たちのミニ地球でも、メン

バーを知ることや、話し合いを続けていきた

い。だからこそ、１日 1 日、自分ともメンバー

とも関わり続ける時間を、またメンバーとの

時間を、大切にしたい。  

  

巡礼メンバー1 人 1 人に個性がある。  

 

それを認め合うことが重要と思うので、メンバーひとりひとりのことを、より深く知って

いきたいと思った。 

 

 

 

◆ 巡礼 1日目 

 

2 月 13 日(木) Saint-Jean-Pied-de-Port→Roncesvalles 

巡礼〜1日目〜 7:00 集合 ミーティング  
7:10 アルベルゲ 出発  
8:30 休憩 in Keler  
10:12 Alto de Mezquiriz  
10:40 休憩 in Venta peio  
11:30 昼休憩 in Agence postale communale  
12:40 休憩 in Corazon purple  
14:00 休憩 in Linzoain  
15:10 休憩 in Pasos de Roldan  
16:18 休憩 in Venta del Puerto  
18:05  Albergue da Peregrinos(Albergue)   

【距離数:25.51km/歩数:38476】 



 

- 19 - 
 

『己のサイン』 

 

人間社会学部 社会園芸学科 ３年 桝居奏   

 

サンティアゴ巡礼道プログラム初日。ほとんど登山の登りだった。  

  

歩き始め、はしゃいでいた私たちも 山の傾斜に差し掛かると、とたんに足どりが重くな

り、口数も少なくなる。  

自分にも他人にも余裕がなくなっていくのが、目に見えてわかった。  

  

いくら自分と向きあえて成長させる 魅力的な道だとしても、いくら高尾山級の標高の山

だとしても、初日から山登りというのは、厳しい道のりだ。  

 私たちはまず、自分の体調と向き合うことを余儀なくされた。  

それは生きるために必要な、身体からのサインを逃さないことと同義だった。  

 しかし、上手くいかず、様々な症状が出たメンバーがいて、だけど結果として、身体にし

っかりと経験を刻むことができたと思う。  

 

 

今日は初日だ。  

一日目から厳しい道のりを踏破するこ

とで、己のサインに気がつくいい経験に

なった。  

  

私たちは今日の体験をもとに 40 日間

歩いて行く。  

  

今日のことで、幸先が不安になった人も

多かったのではないだろうか。  

  

まずカミーノから、一番大切なこと、

“生きる上で自分を知ること”を学ばせ

てもらえた。  

  

明日は何をカミーノから教えてもら

えるだろうか。  

想いを馳せつつ眠りについた。 
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◆ 巡礼 2日目 

 

2 月 14 日(金) Roncesvalles→Zubiri 

巡礼〜2日目〜 7:00 集合、ミーティング  
7:15 出発 

 

 
8:50 休憩 in dendaberri  
9:45 休憩 in Espinal  
11:00 休憩 in Alto Mezquiriz  
11:25 昼休憩 in Viskarreta  
14:25 休憩 in Alto Erro  
16:00 Albergue Rio Arga Ibata (Albergue)   

【距離数:21.9km/歩数:35077】 

 

 

『ケアリング』 

 

人文学部英語 コミュニケーション学科 ２年 後藤茉里 

 

巡礼道を歩きはじめた 1 日目、私は脱水症状になった。この日は約 25km の険しい坂道、

山道続き。2 リットルの水を持っていったが、日中、ずっと日が照っていたこともあり、あ

っという間になくなってしまった。  

  

今まで日本で暮らすなかで、脱水症状を起こしたことはなかった。それは、風邪や熱を出し

たときとは違う感覚。歩き続けてバキバキの身体と、フラフラと朦朧とした意識の中、自分

の身体がコントロールできない不安と、チームのみんなに迷惑や心配をかけたくないとい

う想いで一杯の夜だった。 

  

そんな中、みんなからケアしてもらい、翌日には回復することができた。私は、脱水症状に

なったことで物理的にいかに人間にとって水と塩分を取ることが生きる上で必要か実感で

きた。 

  

「人間と地球(海水)はほぼ同じミネラル濃度」 

 

そんなことをチームの一人が言った。 

  

その言葉で不思議と脱水症状を起こした時の自分(人間)と今の地球が重なったように感じ

た。  

気候変動に対する訴えをテーマに、歩みを進める私たちのサンティアゴ巡礼プログラムは、

地球にケアしている行為なのだろうか？ 
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ケアする必要性、ケアする対象、地球のことを、もう一度感じることができた、初日の一歩

だった。 

 

サンティアゴ巡礼道プログラムは、多様なメンバーが参加しているチームだ。その中で、地

球と自分へのケアと同じように、チームと、メンバーひとりひとりに対するケアの必要性も

日々身に染みて感じる。 

 

また明日から、一歩一歩を歩むごとに、地球、他者、自分に対するケアリングの心得を創っ

ていきたい。 

 

 

 

 

 

◆ 巡礼 3日目 

 

2 月 15 日(土) Zubiri→Pamplona 

巡礼〜3日目〜 8:00 集合、ミーティング  
8:15 アルベルゲ出発  
9:30 休憩 in Akerreta  
10:40 休憩 in Zuriain  
11:21 昼休憩 in Irtoz  
12:53 休憩 in Pasarela   
14:50 Albergue Jesus Y maria   

【距離数 20.9km/歩数:36122】 
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『これで充分』 

 

人間社会学部 国際社会学科 ２年 山本遥  

 

今日までで私の荷物は随分と軽くなり、ザックも一回り小さくなっていた。その理由は巡

礼初日のピレネー山脈越えで、自分の持てる範囲を超えた重い荷物に痛い目を見たからだ。  

 

私は日本からかなり多くの食料を持ってきていた。非常食の炊き込みご飯、カロリーメイ

ト、ビスケット、お味噌汁の素、紅茶、コーヒー、等々。来る前に言われていた 3 日分の食

料どころか、軽く 5 日分の食料を持ち歩いていたのである。そんなザックを背負って登って

いたピレネー山脈の途中でバテて、他のメンバーに荷物を分けて持ってもらう事態になっ

てしまったのだ。自分の体力が足りないばかりに、自分が持てる以上の荷物を持ってきたば

かりに他のメンバーに迷惑をかけてしまった。「荷物のことは大丈夫だから、がんばれ」と

声をかけてくれるメンバーは優しいし、本当に有り難い存在だと思うけれど、やっぱり自分

の荷物は自分で背負うべきだった。そのために、自分で運びきれる量の荷物にセーブするべ

きだったし、自分の体格と体力をもっと考慮するべきだった。  

  

この件の全ての原因は、自分の欲にあったと思う。

コーヒーや紅茶なんて別に持っていかなくても毎日

どこかで飲めるし、毎朝忙しくてそんな時間はない。

食料だって、スペインのスーパーや雑貨店で驚くほ

ど安く買うことができる。正直、食料なんてほんの少

し持っていれば持っていれなんとかなったと言って

しまえるくらいだった。  

  

だから今、私の荷物はスペインに来た当初よりも

かなり軽い。いらないものは前の巡礼宿に置いてき

たし、必要とするメンバーがいればその人に渡した。

今、私のザックにはだいたい 3 食分の食料と、少し残

ったカロリーメイトとお味噌汁の素だけが残ってい

る。  

   

これだけで充分なのだ、これだけで。 
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◆ 巡礼 4日目 

 

2 月 16 日(日) Pamplona→Uterga 

巡礼〜4日目〜 8:10 アルベルゲ出発  
8:20 ミーティング  
9:30 休憩 in Cizur Menor  
11:00 休憩 in Zariquiegui   
11:50 昼休憩 in Alto del Perdon  
13:05 休憩 in Fuente Ei Obispo  
14:50 Casa Baztan (Albergue)   

【距離数:20.4km/歩数:28565】 

 

 

『気持ちに適した語彙を使う』 

 

人間社会学部 国際社会学科 １年 嶋野美晴  

  

私の口ぐせは「めっちゃいい！」だ。この口癖を指摘されることで初めてこの言葉は危険

だと気づいた。「めっちゃ」と同義の形容詞は、「とても」「大変」「非常に」など多くあ

る。  

「めっちゃ」は便利な言葉だが、その場に適した言葉を使わず「めっちゃ」に依存すると、

語彙力が落ちる大きな原因となる。また、共感しにくく、語彙が少ないと判断されてしまう。  

「いい」も同様だ。どう「いい」のか、

何が「いい」のか、「いい」にも多くの

意味が含まれる。「素敵」「素晴らしい」

「立派」など多くの語彙を使って表現で

きるのにも関わらず、一言で済ませてし

まう。  

 このような便利な言葉は現代に多くあ

るが、可能な限り使用せず、様々な語彙

を使って表現していくことが大切だと

考える。巡礼中、毎日そのことを意識し

て語彙を増やし、様々な気持ちに適した

言葉を使えるように努力していきたい。 
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◆ 巡礼 5日目 

 

2 月 17 日(月) Uterga→Villatuerta 

巡礼〜5日目〜 8:10 アルベルゲ出発  
8:20 ミーティング  
9:30 休憩 in Pante La Reina  
10:25 休憩 in Menus  
11:20 昼休憩 in Manet  
13:05 Lorca  
14:30 Villatuerta  
16:30 Albergue de Villatuerta（La Casa Mágica）   

【距離数:23.4km/歩数:39882】 

 

 

『自分の弱さ』 

 

人文学部 英語コミュニケーション学科 １年 松本千佳  

 

巡礼の旅が始まって 1 週間になろうとしている。私がここ数日の巡礼の日々を通して感

じた事は考えることの大切さだ。  

  

日々を過ごし考える中で、自分自身の生きる力の弱さを実感した。  

出発前も、その後も、スペイン語を全く勉強していなくて、桃井先生やスペイン語を話せる

メンバーに頼るばかり。自分の食べたい物を注文できなかったり、トイレの場所がわからな

かったり。生活していく上でスペイン語を話せないのが非常に不便であることや、自分の無

力さを痛感した。 

   

自炊するときも、知識や今ある物・環境でいかに過ごしやすくするか、工夫し考える続け

ることの大切さを学ぶことができた。  

メンバーといるときは、なかなか素の自分を出すことや、意見を言うことに躊躇いがあっ

た。 だか、何か疑問があった時や悩んでいる時、メンバーに話すことで悩みが軽くなった

り、自分から話すことで相手をより深く知ったりできた。  

この日は初めて先頭で歩いた。  

何度も先頭で歩いてみたい気持ちはあったが、自分の体力では先頭を歩けないと思って

いたり、先頭で歩くことに恐怖を感じていたりした。  

  

メンバーの美晴がその日の朝先頭で歩いているのをみて、すごくその背中がかっこよく

て私も先頭で歩いてみたいという気持ちが強くなっていた。  
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優真に誘われたのが、先頭を歩くきっかけだった。歩いてみて、自分の目の前に映る景色

が今まで経験したことのないもので、歩いていてどんどん先に進みたいと思えてすごく気

持ちよかった。  

この道が正しいのか、歩くペースは良いか不安になって何度も後ろを振り返った。 その

時、後ろにいるメンバーの微笑みがとても支えになったし、自分はサンティアゴ巡礼道プロ

ジェクトメンバーの一員であること、今までどこか受動的だったことを感じた。   

毎日行われるアフターミーティングで、自分の発言について指摘された時、まだ自分が本気

で巡礼に、自分自身に向き合い切れてないことに気づかされた。   

  

自分が朝のミーティングでコール（朝、出発する時のかけ声）を任された時も、自分がチ

ームの一員であることを実感し、同時にもっと、メンバーにも自分にも、今後の巡礼生活で

真剣に向き合っていきたいと強く思った。  

  

桃井先生から、巡礼することができるのは、自分たちが金銭的に恵まれているからだとい

う話をミーティングで聞いた時、大学で学んでいた女性の貧困問題について考えた。  

  

もし自分の家庭が貧困状況にあったなら、このプロジェクトに参加できないし、大学にも

行けなかったかもしれない。 そんな風に辿っていくと自分がいかに恵まれていて、甘い考

えを持っていたのかにも気づかされた。   

 

自分がスペインにいること、この巡礼に参加できていること、歩けること、支えられて

いることに日々感謝して、本気で自分と向き合って、日本に帰った時に悩んでいること、

興味のあることに積極的に参加できるようになりたいと思う。 
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◆ 巡礼 6日目 

 

2 月 18 日(火) Villatuerta→Los Arcos 

巡礼〜6日目〜 7:00 集合、ミーティング  
7:15 Albergue de Villatuerta（La Casa Mágica）出発  
8:40 休憩 in Matucana  
10:30 休憩 in Azqueta  
12:00 昼休憩 in Auza  
13:40 Kapanaldea  
15:25 Albergue La fuente - Casa Austria 到着   

【距離数:23.3km/歩数:38750】 

 

 

『伝える』 

 

人間社会学部 社会園芸学科 3 年 桝居奏  

  

今日むかう街はロス・アルコス  

約 23km の道のり。晴天。  

  

歩き始めて 8 日目。 だんだんチーム内での歩きに慣れてきた。  

  

慣れてくるとより自分について考える時間ができてくる。  

巡礼道を歩いているとき、約 6 時間。   

  

一人で歩いて思考を巡らせたり、誰かと一緒に意見交換したり、とても有意義な時間だ。  

  

本当は足が棒のようで、膝や足の爪が痛い。 痛みを抱えつつ、でも前に進むように 、た

まに堂々巡りしながらも考えて考えて、パッと気づいたように広大な景色をみて、なんて得

難い時間なんだろう、と また感慨深くなる。  

  

考えるのはやっぱり帰ってからで、これまでは自分が自分のためにどうするかだったけ

れど、今回は帰ってから皆にできることは何かを考えた。  

  

一緒に歩いている後藤さんの、  

「自分のことどれくらいわかってる？」  

っていう質問がきっかけだった。  

  

私は自分のこと 50%わかってると思ってる。  
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わかってる 50%はこれまで得た私という存在。  

  

もう半分はまだわかってない、もしくは無意識に働いている偏見。  

それを認識すれば"わかる"ことになるのだけど、その分またわからないことが増えるはず

だ。  

  

100%自分をわかってるという人もいたし、同じ 50％の人もいた。でも私とは違う考えを

持っていた。  

  

みんながどう考えているのか、知るのが面白いし楽しい。  

  

この感覚は日本ではまず味わえない。 でも日本にもあってもいいはずだ。  

  

まずは恵泉女学園でなにができるか。  

私の周りからなにを伝えていこうか。  

  

いまは Facebook やホームページで 文章にしているけど、ボイスメッセージという案が出

た。 なるほどやってみようと思って、山本さんと一緒に歩きながら 3分の動画を撮った。  

  

周りの景色を映しつつ、自分たちの状態や、何が楽しみで何が苦しいのかということ、そ

れでも歩いてるよ、という近況報告を動画に込めて。  

  

まずは出発してから連絡を取っていない家族に送ってみた。  

「笑顔で歩いている姿を見られて、嬉しくなったよ。ありがとう。マメにも負けず、かぜに

も負けず！」とのこと。  

  

巡礼が苦しいことだけで

なく、楽しいことが伝わっ

たようだ。  

  

次は自分の考えているこ

とを動画にしてみよう。  

幸い明日は休息日。  

挑戦するにはうってつけだ

ろう。  

  

伝える。人に言う  

様々な手段を考えながら。 
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◆ 休養日 命と向き合う 

 

2 月 19 日(水) Los Arcos 

巡礼〜7日目〜 8:30 アルベルゲ出発 

「休養日」 8:45 Cafe Abascal  
10:15 Albergue La Fuente - Casa Austria  
10:20 ミーティング  
14:40 昼休憩  
20:20 アフターミーティング 

 

 

『与えられてきたもの』 

 

人文学部 英語コミュニケーション学科 ２年 後藤茉里  

  

今日の昼ご飯は、トマトチキンスープとリゾット。 

使ったニワトリは、私たち自身でしめて、調理した。  

 

私にとってその過程は、頭ではわかっていても心が追いつかないものだった。  

  

私はどちらかというと、物事を心で見て考えるより、頭で見て考えていくタイプだ。  

だからこそ、「花は綺麗」や「命は尊い」など頭ではわかっている当たり前のことを、本当

に感じることが出来たら幸せだと思い、そんな瞬間をどこかずっと求めていた。  

  

首をナイフで切り込まれ、息を引き取り、毛を剥いだニワトリは生き物と食べ物の中間。

しらない物のようだった。  

  

ニワトリの命を、私たちの命のためにいただいた。  

  

今まで私は、いくつもの命を、自然からいただい

てきたのだろう。 当たり前のことに初めて気付いた

時、頭では、美味しくありがたくニワトリを頂くべ

きと分かっていたのに、私は食べることが出来なか

った。  

  

与えられた分だけ与え返すこと。  

 それは、生き物の命や、人からの知恵や優しさなど

の全てに対する、自分が贈り返す責任。 

そんなことを実感した日だった。 
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◆ 巡礼 8日目 

 

2 月 20 日(木) Los Arcos→ Logrono 

巡礼〜8日目〜 6:45 集合、ミーティング  
7:05 アルベルゲ出発  
8:50 休憩 in Sansol  
9:15 休憩 in San Andres  
10:12 休憩 in Valdecornava  
11:04 休憩 in Valcardera  
12:07 昼休憩 in Viana  
13:07 休憩 in Quilinta  
15:20 Peregrinos Logrono(Alberrgue)   

【距離数:30.19km/歩数:40526】 

 

 

『生命をいただいて生きる、ということ』 

 

人間社会学部 国際社会学科 ２年 山本遥  

 

昨日、私達は 4羽の鶏を自分たちの手で絞めて解体・調理し、美味しくいただく、という

一連の流れを体験した。  

  

私は、1羽の頸に刃を入れ、解体するまでの工程を実際にやってみた。  

正直、自分の手の中で命が消えるという体験は気持ちのいいものではなかったし、辛い思い

をしたメンバーもいたと思うけれど、私にとっては必要で貴重な経験だったとも思う。  

  

私はもともと、普段目にする「お肉」はすでに加工されたものばかりで、人間が 1 番知り

たくない部分を見ないようにしていることに対して、ずっと疑問を抱いてきた。  

そんなのは責任逃れだ、とも考えていたし、「生命」をいただいているんだという気持ちは

持っているつもりだった。  

  

でも実際はそれを頭で理解して知っているつもりになっているだけだった。本当はこれ

っぽっちもわかっちゃいなかったのだ。  

  

私に頸を切られた鶏が最後の抵抗をしようともがいて、鶏のからだを抑え込んでいたメ

ンバーの手に、腕に、その筋肉の力強い反動が伝わっているのが隣にいてよく分かった。  

それを思い出すだけでも、なんとも言えない気持ちになる。  

  

そして、自分の手の中で少しずつ動かなくなり、やがて静かに目を閉じた鶏は、初めより
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も随分と重いような気がした。もうその小さなからだが動くことはないし、血の気も無くぐ

ったりとしているけれど、まだ先程までの生命のぬくもりが残っている。  

しかし、その命を私が奪ったのだと思うと、何も言えなかった。何も言葉が浮かばなかった。 

可哀想だと言うことも、そう言って泣くこともできたかもしれないけれど、彼らの命を奪っ

た私にその資格はないのだと思った。  

  

解体して内臓を取り出したとき、最後に出てきた小さな心臓がさっきまで脈打ち、このか

らだを動かしていたんだと思うと胸が詰まった。  

  

まな板の上で急に「鶏」から「お肉」になってしまった。さっきまで生きていたなんて、解

体されたところだけ見た人が信じるだろうか。   

  

きっと信じないだろう。  

 

だってそこにあるのはもうすでに見慣れた「お肉」だから。こんなにも簡単に「お肉」に

なってしまうなんて思っていなかった。  

本当に、実際にやってみないと分からないと思う。作業はいたってシンプルだったが、心

が受けた衝撃はそんなものじゃなかった。  

  

実際に鶏を絞めてみて、私の「生命」への考えが変わることはなく、むしろ強くなった。  

  

ただ、今日自分の手に残ったすべての感覚を、あの生命の最後の抵抗を忘れないでいた

い。私たちは「生命を頂いて生きている」のではなく、「生命を頂くことでしか生きられな

い」のだから。 
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◆ 巡礼 9日目 

 

2 月 21 日(金) Logrono→Najera 

巡礼〜9日目〜 6:30 集合、ミーティング  
6:45 アルベルゲ出発  
8:07 休憩 in Pantano de La Grajera  
8:55 休憩 in La Grajera  
10:12 休憩 in Bacateria  
12:40 昼休憩 in Virgen Blanca  
13:35 休憩 in Los Pazos  
14:45 休憩 in Los Cuernos  
15:50 Municipal de Najera   

【距離数:29.3km/歩数:46928】 

 

 

『尊い命を頂くこと』 

 

人間社会学部 国際社会学科 １年 嶋野美晴  

 

2 月 19日、4 羽のニワトリを絞めた。  

  

前日までは、自分の手で絞めることはもちろん、その様子を見ることすらしようとしてい

なかった。自分が生きるために命をもらっているという現実を見たくなかったからだ。  

  

当日、私は最後の 1羽を絞めた。  

命を頂いている身として、その重さを知るために、自分で命を絶つとはどのようなことか

考える義務があると思ったからだ。  

  

ニワトリは何度も何度も鳴き、翼を羽ばたかせた。 生きたいという意志を感じて、命を

奪わなければいけない罪悪感と私自身がニワトリの命を握っている事実に混乱した。  

  

血を出し切ったあと、10秒ほど 80 度前後のお湯で茹でる。その後すぐに手作業で毛を抜

いていった。 つい 10 分前まで毛を抜かれる度に生きたいと叫ぶかのように鳴いていたニ

ワトリは、当然、動きも鳴きもしない。  

  

自分が 1 つの命を奪ったという事実に、震えが止まらなかった。 

 

 毛を抜くと、少し前まで動物として認識していたニワトリは鶏肉になった。 足を切り、
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頭を切り、内臓を取っていくうちに、ニワトリの面影は一切無くなり、料理ができた時には、

「この鶏肉はさっき殺したニワトリなんだよね」とメンバーが言ったのを聞いて、ようやく

ニワトリだったことを再認識するほど違和感がなかった。  

  

生きたいと鳴くニワトリの命を、自分たちが食べるために絶ったことに対しての 1 番の

お返しは、感謝しておいしく頂くことだと思う。  

普段の食事でも、生きたいと意思表示している動物の命を奪ってしまっていることを受

け止め、感謝しながら尊い命を頂きたい。 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 巡礼 10日目  

 

2 月 22 日(土) Najera→Burgos 

巡礼〜10 日目〜 8:00 集合、ミーティング  
8:15 出発  
9:30 バス出発  
11:00 Burgos 到着  
14:00 Casa del Cubo (Albergue)  
17:30 集合、アフターミーティング 
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『歩く楽しさ』 

 

 人文学部 英語コミュニケーション学科 １年 松本千佳    

 

これまで、歩くことでなにがわかるのか、発見できるか、楽しめるのかと疑問に思ってい

た。 今は車も電車など移動手段はたくさんあるのに。  

  

今日はブルゴスのカーニバルを見るために 90キロのバス移動。   

  

「歩きたかったなぁ」  

  

バスに乗って初めて、自分が歩くのを楽しんでいたことを自覚した。 

 

 歩き始めると、景色も空気も気持ちよくて本当に楽しい。   

 毎日見かけるブドウの木が、両手を広げてピースして私たちの巡礼を歓迎しているように

見えたのでハピネスの木と名付けた。それが、バスの車窓からの風景ではただの木にしか見

えず、とても寂しく、悲しかった。  

  

バスに乗ったことで、歩いてこそ感じることのできる自然や風景があることに気づかさ

れた。 朝、歩きたくないなと思うことも、歩き出してから足にできたまめが痛くてつらい

と思うこともある。 だけどバスに乗って、自分で思っていた以上に、自分が歩くこと(巡礼)

を楽しんでいるとわかった。  

日本では、風が強い日や日差しが眩しい日に外に出るのが嫌で、1日の殆どを室内で過ご

す生活。 巡礼で、空が青くて広いこと、豊かな自然に身を置くのがとても気持ちが良いこ

と知った。 これまで自分は狭い世界で生きて

いた。  

 

気候変動に対しても、そもそも自然環境に興

味がなかったので問題意識はあまりなかった。 

便利な技術に囲まれた生活で、文明だけで人間

の過ごしやすい環境を作ることが可能だと思

っていた。 日本では、背の高い建物に遮られ

て、風や太陽の光などの自然を、全身で感じる

ことが少なかった。  

  

スペインに来て、自然を全身で味わう感覚が

新鮮だ。  

豊かな自然を五感で浴びて、この自然を残して

いかなければいけないと強く思った。  

歩いていると、畑や花、牧草地が広がっていて
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スペインの土地が豊かであることがわかる。日本と比べて山もなだらかで、作物を栽培しや

すいから食料も豊富。  

  

一歩先にはアフリカで砂漠が広がっている。  

歩いて世界を知るという桃井先生の言葉が少しずつ理解できているような気がする。  

  

今後も歩く意味について考え、自分と向き合い続けたい。 

 

 

 

◆ 巡礼 11日目 

 

2 月 23 日（日） Burgos→Rabe de las Calzadas 

巡礼〜11 日目〜 8:05 集合、ミーティング  
10:00 休憩 in Molino Ramon  
11:50 Bar Ruis (Albergue)  
20:00 アフターミーティング   

【距離数:11.3km/歩数:18295】 

 

 

『変えられないもの』 

 

 人間社会学部 社会園芸学科 3 年 桝居奏  

 

私の身体に変化があらわれた。 

 両足かかとにマメができたのだ。 大きさは 500円玉ほど。  

  

痛い。ただただ痛い。頭の中はそのことで一杯だ。  

  

基本的にできたマメは自分で処理をすることを、事前のレクチャーで教わっていた。  

私もアルベルゲについてすぐ自分の針でマメの中の水を取る作業をした。  

だが、かかとの皮は厚くなかなか水は抜けきらなかった。  

  

依然として痛みが続いた。  

  

その夜アフターミーティングの後「明日はマメが痛くて歩けないかもしれない。タクシー

で行く事も考えています」と報告した。  

桃井さんにマメを見せると、まだまだ処理が甘いという。  

「これは明日には治るマメだ。俺がやってあげよう」  
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私は明日には治るなんて信じられなかった。  

「ここで水を抜いておけば必ず良くなる」  

マメの処理を桃井さんにお願いした。  

  

そこまではよかった。  

問題は、自分で触るのも痛いマメを他人に任せるという恐怖。  

しかも針で処理するのだ。  

  

怖かった。  

  

結果、私はみっともなく泣き叫びながらマメの処理を受けるかたちになった。  

  

容赦なく桃井さんは水を抜く。  

何度も針が刺さる。  

恐怖と針の感覚を叫ぶことで紛らわす。  

  

「痛い！…痛い！」  

  

見苦しく泣き伏したあと、しばらくベットで放心状態になった。  

  

落ち着いてから、動こうと足を下ろした瞬間わかった。  

「痛くない」  

いや、正確には痛みが半減していた。  

  

信じられなかった。  

あんなにみっともなく泣いたのに。  

いまはただ驚くばかりだ。  

  

次の日、私は歩くことになった。 行程は約 30km。  

  

始めはとにかく痛かった。  

痛みが半減しているとはいえ、チクチクした痛みが常に響く。 思ったように歩けない。

メンバーにはとてもついていけず、速度を極限まで落とし痛みを感じないような歩き方を

徹底した。  

  

とにかく歩き続けた。 喋りかけてくれたメンバーとの会話を断ってでも集中して歩く。  

道のりは長く感じた。  

カフェで長めの休憩をすることになり、私は靴を脱いで足を休ませた。  

  休憩後、靴を履いて歩き始めて思った。  

「あれ、歩けるかもしれない」  
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次の瞬間にはある程度の速度まで上げて、

メンバーについていくことができていた。  

  

驚きの連続。  

なんであんなに痛かったのに。  

あんなに泣き叫んだのに。  

 

もう普通に歩けている。  

  

途中で桃井さんにこんなことを言われた。  

 

「変えられないものを受け入れる努力をし

なくてはならない。タクシーを使うとあなた

は言った。だけど、使わなくても歩けた」  

  

私はその言葉を真摯に受け止めた。  

簡単に諦める選択をしていたかもしれない。  

  

足の痛みはもう変えられない事実だった。 その痛みを直視することをしようともしてい

なかった。  

  

今回はマメだったが、もしかしたら他の「変えられないもの」を、同じように直視しない

ということもあったかもしれない。  

  

旅を始めてもうすぐ二週間。 まだまだ発見があるような気がする。 

 

 

 

◆ 巡礼 12日目 

 

2 月 24 日（月） Rabe de las Calzadas→Hontanas 

巡礼〜12 日目〜 6:40 集合、ミーティング  
6:50 アルベルゲ出発  
9:10 休憩 in Casa Manolo  
11:20 休憩 in Ei Barrial  
14:40 Albergue Santa Brigida(Albergue)   

【距離数:21.5km/歩数:30825】 
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『目的地』 

 

人文学部 英語コミュニケーション学科 ２年 後藤茉里  

 

スペインの巡礼道を歩き始めて気付いたことがある。  

道ゆくスペインの人びとは、40L のザックを背負い、全身スポーツウェアを着る私たちをみ

ると「Hola!」と陽気に声をかけてくれ「Buen Camino!」(良い巡礼を！)という言葉を贈って

くれる。  

その言葉に励まされて、どんな道も歩むことができた。  

スペインの人はみんな、暖かな対応をしてくれ、それが当たり前のようにも感じていた。  

  

しかし、宿に着きザックを下ろしてスーパ

ーや街に出ると、集団のアジア人に対する警

戒を感じる。それは巡礼道を歩いているとき

には一度も経験しなかったことだった。  

  

彼らは、私たちがどこから来たのかは知ら

ないが、私たちがどこへ向かっているのかは

知っている。  

それ(巡礼)がスペインとスペインの人びと

にとってどういうものなのか、少し垣間見れ

た気がする。  

  

目的地に限らず、目指す方向に共感すれ

ば、人はその取り組みに賛同するということ

を学んだ。 

 

 

 

◆ 巡礼 13日目 

 

2 月 25 日(火) Hontanas→Itero de la Vega 

巡礼〜13 日目〜 6:45 集合、ミーティング  
7:00 アルベルゲ出発  
9:30 休憩 in Ei Meson  
11:00 休憩 Los Tusillos   
14:10 Albergue Puente Redondo(Albergue)   

【距離数:29.3km/歩数:42129】 
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『生きている、生かされている』 

 

人間社会学部 国際社会学科 ２年 山本遥  

  

ここ何日かずっとお腹が痛くて、まともにご飯を食べることができていなかった。お腹を

壊したこと、ストレス性胃炎、生理痛と吐き気が一気にやってきて薬を飲み込むのがやっ

と。 自分でも、どれが原因でお腹が痛いのかよくわからないほどだった。  

  

本当に辛かったし、体調の管理が出来ていない自分に無性に腹が立っていた。けれど、そ

のおかげで気づけたことがある。私たちは「たくさんの人や生命、そしてこの地球に生かさ

れている」という事だ。  

  

私が今日歩くために飲んだ痛み止めや胃薬にも、巡礼を歩くために使っている装備にも

多くの人が関わっていて、地球上の資源が使われている。 その資源の 1つである化石燃料

はかつて古代を生きていた生物たちだ。 私たちが歩くため、生きるために摂る食事は他の

生命を頂いていて成り立っている。私たちが絞めて食べた鶏も、今の私たちをつくり、私た

ちを生かしてくれている。  

  

前のブログでも書いたように、私たちは命をいただくことでしか生きられない。私たちも

他の生き物と変わらずに地球上の生命の循環の中にいることを忘れてはいけないのだ。地

球上の全てのものが関わり合っているのではなく、繋がり合っていて私たちが生きている

ということを今回のことで強く感じた。  

  

今回が 4 回目の巡礼だというメンバーのダバンテスさんがずっと「カミーノに歩かされ

ている」と言っていた。それがどういう意味だったのかも分かった気がする。カミーノを支

えている人がたくさんいるからこそ私たちはこの巡礼を続けることができるし、サンディ

アゴ巡礼の文化は守られ続けているのだ。 
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◆ 巡礼 14日目 

 

2 月 26 日(水) Itero de la Vega→Carrion de los Condes 

巡礼〜14 日目〜 7:00 アルベルゲ出発  
8:30 休憩 in Puzzle’s  
10:40 休憩 in Calle Remon y Cajal  
12:30 昼休憩 in Villalcazar de Sirga  
14:50 Albergue Espiritu Santo(Albergue)   

【距離数:27.6km/歩数:37637】 

 

 

『男性苦手意識からの脱却』 

 

人間社会学部 国際社会学科 １年 嶋野美晴  

 

私は中学 3年間、容姿のことで主に男子生徒からい

じめを受けた経験がある。高校、大学は男性から離れ

たいと思った私は女子校に進学し、女性とだけ関わり

を持っていた。男性と深い話をすることもなく、女性

とだけ話して考えを深めた気でいた。  

  

サンティアゴ巡礼道プログラムは恵泉女学園大学

(女子大)と桜美林大学(共学)のジョイントチームで、

メンバーには 3人の男子学生がいる。  

私は、容姿や考えを男性にどう思われているのかが

不安で、壁をつくり、逃げて話すこともしようとして

いなかった。 みんなで集まって話しているのに、関

わる恐怖からその場に行けなかったり、すぐに部屋に戻ったりと、関わりたくないという気

持ちを前面に出していたため孤立することも多かった。  

  

変わるきっかけは、メンバーが協力してくれたことだった。私のトラウマを知った上で無

理矢理にでも輪に入れようと、私と男性メンバーの架け橋になってくれた。  

おかげで今は男性メンバーに対してもっと知りたい、理解したい、考えたいと思えるように

なった。  

みんなが話している場にも難無く自分から行ける。男性メンバーと話すことで、私や女性

視点からの意見とは全く違う意見が聞ける。とても刺激的で価値観を広げることが出来る

有意義な時間になった。  

完全に苦手意識がなくなった訳では無いが、自分から話そうと思えるようになったこと

が成長だ。 凝り固まった女性視点から脱却して、広い視界で物事を見たい。 
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◆ 巡礼 15日目 

 

2 月 27 日(木) Carrion de los Condes→Calzadilla de la Cueza 

巡礼〜15 日目〜 8:00 集合、ミーティング  
8:15 アルベルゲ出発  
9:45 休憩 in El Cascajon  
11:05 休憩 in El Abol  
12:15 Bar El Camino (Albergue)   

【距離数:20.2km/歩数:28233】 

 

 

『再認識』 

 

 人文学部 英語コミュニケーション学科 １年 松本千佳  

 

巡礼が始まって約 2週間。  

日本とは全く違う生活だが、良い意味でも悪い意味でも、この生活に慣れてきている。  

  

朝、ミーティングでリーダーがこの巡礼に来た理由をもう一度再確認して歩いていこう

と話してくれた。 そのあと歩きながら自分の目的を思い出してみたが、漠然と直感で決め

たことなので、「本当にこんな理由で巡礼に来たのか」と自分の中で納得できないでいた。  

  

１つは自分を変えたかった。大学に入ってからどうしたら良い人間関係を保てるのか、自

分のありのままを受け入れてくれる友人はできるのか、ずっと悩んでいた。巡礼に来たら自

分のありのままで接してくれる友人ができるかもしれないという期待があった。  

２つ目は自分が何かに挑戦して結果を残したかった。  

３つ目はジェンダー問題について男性とも議論したかった。  

アフター・ミーティング(夜、巡礼宿で行うミーティング)などで、「まだ肩の力が抜けてい

ない」、「ありのままを出せていない」と言われることが何度かあった。  

凝っているってどういうことだろう？と歩きながらずっと考え続けていたり、メンバーに

その言葉の意味について何度も相談したりした。  

メンバー同士で話し合う場で、自分の意見があっても今まで自分から言おうとしなかった。   

中学校、高校時代に自分がいじめられた、いじめてしまった経験が何度かあった。  

自分の意見を言うことで責める側・責められる側のどちらかについてしまうのではという

怖さと、自分が何かを伝えようとしても、話すことが苦手なので伝わらないかもしれないと

いう諦めが心のどこかにあり、自分の意見をずっと閉じ込めていた。  

  

人間関係の築き方や過去の出来事についてなど、普段話さないことに関わりたくなくて

避けていたところがあった。  
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本気でメンバーと向き合いたい、自分を理解してもらえる友人をつくりたいという想い

でこのプロジェクトに参加したのに、自分から避けているのは日本にいた時と何も変わっ

ていない。 メンバーにも失礼だった。  

私は相手によって話す雰囲気や声のトーンを変えてしまう。昔から人に合わせる生き方

をしてきて無意識に今でもやってしまう。  

「肩の力が抜けていない」という言葉は、人に合わせることから抜け出して自由になりなさ

いというメッセージだったのかなと考えた。  

  

前のブログでは、巡礼とジェンダー問題に

ついて結びついたことを書いた。  

巡礼中、私がジェンダー問題について提起し

ても何も変わらないと諦めていたが、「あな

たには伝えることができる」と教えてくれた

メンバーがいた。  

そのおかげで、自分が巡礼期間中にジェンダ

ー問題に向き合って何か行動したかったこ

とを思い出した。  

  

3 月 8 日は国際女性デー。  

自分が何かを伝える側になりたい。  

  

そのために考え続けたいと思う。 

 

 

   

 

◆ 巡礼 16日目 

 

2 月 28 日(金) Calzadilla de la Cueza→Sahagún 

巡礼〜16 日目〜 8:05 集合、ミーティング  
8:20 出

発 

 

 
10:00 休憩 in La Morena  
11:40 休憩 in Fuente Fría  
15:00 休憩 in Calle la Vega  
16:00 Albergue Municipal(Albergue)   

【距離数:21.1km/歩数:36405】 
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『見栄っ張りからの脱却』 

 

人間社会学部 社会園芸学科 3 年 桝居奏  

 

私の身体に二つの変化があらわれた。  

  

一つ目は足にマメができたこと。  

二つ目は肩がこらなくなったことだ。  

  

自分を偽らず素でいることに抵抗がなくなった。  

この変化はサンティアゴ巡礼道プログラムの中で最も大きなことだった。  

  

2days の時から再三、「頑張りすぎている」と言われてきた。  

自分自身を隠す仮面を被っていることらしい。  

  

私の歩いている姿だけでわかったという。 頑張りすぎている。だから肩が凝るのだと。  

  

はじめは訳がわからなかった。 なぜなら頑張っている自覚がないから。  

というより、頑張っていることは普通のことで、頑張っていないことは堕落していることだ

と思っていた。  

  

「頑張らないってなんだろう」  

  

自分で考えてもわからない。  

  

頑張らない。  

努力しない。  

我慢しない。  

辛抱しない…。  

  

それって私にはできない気がする。 自分に我儘すぎるのではないだろうか。  

わからないなりに考えてみた。  

歩く姿からまずは考えてみよう。  

  

気を張らない。 スペインに来て感じた、のんびりした雰囲気を真似てみた。  

  

そしたら段々自分は身体のあちこちに要らない力を入れていることが、気にしながら歩

いてみてわかった。 要らない力を抜くことを意識して歩くようにした。  

  

ところで、「肩がこる」というのは日本人特有の表現らしい。 日本人だけが肩こりになる。  
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 なぜか。  

  

日本人は集団意識が強いのだ。 集団での協調性を大事にし、常に他人の機嫌をうかがい、

自分の意見を押し込めてみんなに揃って行動する。 自分をよく見せようとすることを「見

栄を張る」という。 どこか無理をする結果、反動として身体に不調が出てくる。 その一つ

が「肩こり」なのだ。  

  

私もどこかで見栄を張っていたのだ。 みんなより優れていたい。 良い人だと思われた

い。 勝ちたい精神が強いねと言われたこともある。  

  

桃井さんに、「チーム内では素でいなさい。その方がその人の内側から輝く素晴らしい人

になる」という言葉をいただいた。 頑張らないとは、余計な見栄を張らないということだ

ったのだ。  

  

このことに気づいてから、歩くことも含めて、全体的に気が楽になった。  

  

自分を隠さない。  

  

包み隠さず笑う、話す、泣く…。 こんなに楽しいなんて！  

  

「魅力的になったね」と言ってもらえるようになった。  

  

内側から輝く人。  

私はカミーノを歩くことによって素晴らしい人に近づいている、そんな気がするのだ。 
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◆ 巡礼 17日目 

 

2 月 29 日(土) Sahagún→El Burgo Ranero 

巡礼〜17 日目〜 8:00 アルベルゲ出発 
 

8:30 ミーティング 
 

9:50 休憩 in Cordel de Sahagun a Mansilla 
 

10:35 休憩 in Santa Clara 
 

13:10 休憩 in Pieoras Blancas 
 

14:00 Albergue Peregpinos Domonico Laffi 
  

【距離数:17.5km/歩数:25684】 

 

 

『分かち合い』 

  

人文学部 英語コミュニケーション学科 ２年 後藤茉里  

  

サンティアゴ巡礼道プログラムに参加したのは、仲間がほしい、抱き合えるような喜びを

人生で感じたいという想いがあったからだ。  

  

日々メンバーと自分の心情、過去、夢、いつもならわざわざ言葉にしない些細なこともシ

ェアするようになった。 自分の心の扉を開いたことで、自身の豊かさに繋がったとも感じ

る。また同時に「相手のことを分かろう」、「自分のことを分かってもらおう」と頑張りす

ぎていたと振り返ることもできる。  

今日は、強風が止むことなく吹いていた。ま

わりを見渡すと、木は木、空は空、芝は芝、自

然はありのままでなお壮大だった。  

私たちは風の中、地を這うように進んだ。  

木々は、風が吹くと身を委ね揺れていてそれ

は風と楽しんでいるように見えた。  

自然とくらべると巡礼道を歩き続ける私たち

は、地を這う人間なのだ。  

不思議と歩くごとに、11 人の巡礼メンバー

の数が減っていくように見える時があった。

一人ひとりのメンバーというよりも、「人間」

というカタマリに感じられたからだ。  

 

歩幅を合わせてカタマリになるのではな

く、今は目の前の自然を一人の「私」として味

わって、分かち合いたい。 
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◆ 巡礼 18日目 

 

 

『自分に厳しく』 

 

人間社会学部 国際社会学科 ２年 山本遥  

  

約 38km歩くと決まったのは一昨日のこと。「わかりました、頑張ります」とは言ったもの

の歩ききる自信はなくて、当日も不安でいっぱいだった。しかしどうしてこんなに不安なの

か、その理由は分かっていた。  

  

「できない理由ばかり探している、それは甘えだ」  

  

言われた言葉が変にしっくりきて、悔しいけれどそういうことなんだと思った。できない理

由ばかり探しているから不安がいっぱいで、もう充分頑張ってるだなんて勝手に自分の現

状に満足してしまっていたんだと。それは確かに「甘え」だった。  

  

3 月 1 日、朝 6 時。 歩き始めは時速 6km くらいのスピードで、真っ暗な道をヘッドライ

トをつけたメンバー全員がただ黙々と歩いていた。「後ろになると辛いよ、できるだけ先頭

のメンバーについて行って」という声に、私は先頭の集団から絶対に離れるものかと心に決

め、ひたすらに前の人を追いかけて歩いた。余計なエネルギーを使いたくなくて、不安な気

持ちを追い出し、頭を空っぽにしようと試みる。 ライトに照らし出されたメンバーとの間

隔を保つ事だけに意識を集中していた。  

歩いているうちにふと頭がすっきりして、歩いている感覚にだけ意識が向けられるよう

になった瞬間があった。それはふわふわしていて不思議な感じだったけれど、自分の体の

隅々の神経が研ぎ澄まされているのを確かに感じた。  

ほんの少しの上り下りにも足元の状況にも勝手に体が対応してくれたのだ。呼吸をする

たびに肺に入ってくる冷たい空気は心地良く感じられて、足取りも驚くほど軽かった。  

3 月 1 日(日) El Burgo Ranero→León 

巡礼〜18 日目〜 6:00 出発 
 

 
6:20 ミーティング  
7:30 休憩 in Vallecea  
8:30 休憩 in Las Eras  
10:50 休憩 in Plaza del Pozo  
11:45 休憩 in Calle Julián de León  
12:20 昼休憩 in Bar Córdoba  
13:45 休憩 in Calle Nueva  
15:50 Chech in León    

【距離数:39km/歩数:56499】 
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楽しい。 歩くことが楽しい。動くことが楽しい。息をしていることが楽しい。こんなに

も楽しいならもっとずっと歩いていたいとさえ思った。いつもは嬉しい休憩が疎ましく感

じられるくらい楽しくて仕方がなかった。  

 

そんなふうに思えたのは、普段より速く黙々と歩いてウォーキングハイになっていたか

らだと分かっているけれど、その状態に入ることができなかったらきっとただ辛いだけだ

っただろう。それに、ウォーキングハイになる前の一番辛い時が、必死に歩いているうちに

過ぎていた事が私にとっては幸いだったのかもしれない。  

  

「どうしてそんなに自分に厳しいの？」  

  

何日か前にそう言ってくれたメンバーがいた。  

自分に厳しい？そうなんだろうか。もしかしたらそうなのかもしれない。 私はその時「私

は自分が嫌いだ」と言っていた。 やるべきことを出来ない自分、もっと頑張れるのに辛く

て諦めようとする自分。他にも嫌いなところはあるけれど、そんな自分をもっと良くしたい

と思うから私は頑張ることができているのだとも感じている。  

 

メンバーの言うように「私は頑張っている」と自分を認める事も大事なことで、それが自

分の力になるということも分かっている。 でも今日、私は自分に厳しいままでいいんだと

思った。というより、多分私は厳しいくらいが丁度いいのだ。自分を認めて、そこで立ち止

まってしまうくらいなら進み続けるほうが良い。もっと良くできるはずだと考え続けるほ

うが良い。  

それにもう、自分で自分の限界を決めつけて「ここまでできる」を「ここまでしかできな

い」にしてしまいたくないと思ったから。 やるのか、やらないのか、結局はそれが問題な

のだと分かったから。  

  

私はこれからも自分に対して厳しくいようと思う。 
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◆ 巡礼 19日目 

 

3 月 2 日（月） 【休養日】León にて 

巡礼〜19 日目〜 10:00 集合、ミーティング  
11:00 各自、自由行動 

 

 

 

◆ 巡礼 20日目 

 

3 月 3 日（火） 【休養日】León にて 

巡礼〜20 日目〜 8:00 集合、ミーティング 
 

8:30 各自、自由行動 

 

 

『残された時間』 

 

 人文学部 英語コミュニケーション学科 １年 松本千佳  

 

今日は休息日。  

世界では新型コロナウイルスの感染が拡大している。 私達は最終日まで歩き続けることが

できるのだろうか。 答えのない状況に、私も含め不安な表情を浮かべているメンバーも多

い。 最後まで巡礼して、メンバーとの時間や自分との時間、そしてスペインという国を満

喫したいというのが正直なところ。  

  

だが実際、何が起こるわからない巡礼の毎日は本当に刺激的だ。コロナウイルスのことを

はじめとする私たちを取り巻く状況の変化だけでなく、巡礼のなかで自分を振り返ったり

メンバーと対話を重ねたりするなかで、新しい考えに至ることがある。  

  

今日考えたことは 2つ。 1 つは 3月 8日の国際女性デーについて。  

  

元々、サンティアゴ巡礼道プロジェクトに参加できなかったら、3 月前半に行われる

CSW(女性の地位委員会)に行くことにしており、プロジェクト参加が決まってからは、巡礼

中、私にも CSWに関して何かできることはないかと考えていた。   

  

前回の文章で書いたように、学んできた「女性の貧困」が巡礼と結びつくことがあった。  

  

「より多くの人に女性の貧困について知ってもらいたい」  

「自分も伝えていきたい」  



 

- 48 - 
 

3 月 8 日の国際女性デーにメンバーと何か形に残ることをして、普段話さないジェンダー

の話題について議論してみようと考えた。 限られた環境・物で私たちも国際女性デーを伝

えていきたい。  

  

国際女性デーは、女性の政治的自由と平等のためにたたかう記念の日であり、イタリアで

は女性にミモザを贈る日だ。SNS で“国際女性デー”と検索すると、ミモザや黄色いもので

お祝いをしている写真がたくさん出てくる。そこで、私たちは黄色い物で食卓を囲もうと、

スパニッシュ・オムレツを作った。 コロナウイルスの影響でいつまでスペインに滞在でき

るかわからないため、一部のメンバーと早めに形に残るものを作ったのだ。  

  

メンバー達と何度も、国際女性デーを伝えるために何を行うのかということや、「女性と

貧困」についてだけでなく「女性と教育」、「LGBTQ」についてなど様々な話題について議論

し合った。 とても有意義な時間で、今まで学んでいなかった話題についても意見を聞くこ

とができ、刺激を受けた。  

  

今日もう 1つ考えたことは、巡礼道を歩いているときに得られるものについて。  

  

何も予定がない休息日を経験して、巡礼道を歩いている時の自分の時間の大切さに気が

ついた。 毎晩寝る前に自分について考える時間は設けていたが、歩いているときのように

自然の中で欲望が少ない状態だからこそ、今まで向き合ってこなかった自分というものに

出会えたように思えたのだ。  

  

滞在しているレオンは大都市で、私の欲望を掻き立てる。自分と向き合う時間よりも、観

光などを楽しむことを優先してしまう。人間は簡単に堕落してしまう生き物であることを

実感した。  

  

このまま最後まで歩くことがで

きたとしても、サンティアゴ・デ・

コンポステーラ到着まで 2 週間弱。 

巡礼生活の終わるタイムリミット

が迫ってきている。  

  

1 日 1日をより大切にしていきた

い。 

 

 

 

 

 

 



 

- 49 - 
 

 

◆ 巡礼 21日目 

 

3 月 4 日（水） 【休養日】León にて 

巡礼〜21 日目〜 8:00 集合、ミーティング  
8:15 各自、自由行動 

 

 

『コロナウイルス？』 

 

人間社会学部 社会園芸学科 3 年 桝居奏 

 

病院に行くことになった。  

  

昨日、3 日の夜から咳が酷くなり、市販の薬を飲んでも治まらず、一晩中咳で眠ることも

できずに朝を迎えた。  

 

相変わらずの咳、熱っぽい身体、多少の吐き気と酷い眠気。  

とても歩ける状態ではなかった。  

  

アルベルゲでお世話になっているおじさんに案内してもらい、同じように咳の症状がで

ている他のメンバーと、桃井さんと合わせて４人で近くの病院に向かった。  

昨今の新型コロナウイルスの影響で咳をすると白い目でみられてしまうため、とにかく

咳をしないように抑えることと、咳のしすぎで痛めた腹筋を撫でていたことだけが記憶の

片隅にある。  

  

病院に着いてまず受付をするのだが、周りの人達は私たちを見るなり、避けるように距離

を取った。入り口近くにあった移動式の売店も売る場所を変えていた。  

  

隔離されるように診察を受け、結局風邪の症状との診断を受けて帰った。  

  

そう、ただの風邪だった。よかった。  

  

新型コロナウイルスは中国から広まったために、特にアジア人に対する偏見を感じるこ

とがそれまでにもあった。  

  

2月 11日、私たちが巡礼に来たときには 1人だったスペインのコロナウイルス感染者も、

3 月 4 日には 198 人まで増加しており、私たちは常に「チノ、チノ（中国人、中国人）」と

か「コロナ、コロナ」と囁かれる立場となっていた。  
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そのうちバルに入るたび「私たちは日本人で、コロナが拡大する前からスペインにいるか

らコロナを持っていないよ」といったことを予め言うになっていた。  

  

けれどカミーノ(サンティアゴ巡礼道)には、私たちに偏見を持たずに接してくれた方も

たくさんいた。  

  

特に、今滞在しているレオンのアルベルゲのおじさん。  

私が咳で眠ることができずに起き、どうにか喉を潤そうとキッチンに行った時のこと。  

牛乳を冷蔵庫から取り出して飲もうとしたとき、おじさんが私の手から牛乳を取り上げて

「温めてあげるよ」と笑って言ったのだ。  

  

そのあとまた起きてキッチンに行ったときには、柑橘類の飲み物と市販の薬をくれた。  

さらにまた起きたときに温かいスープを飲ませてくれた。  

  

私は不眠でフラフラな上、咳で上手く返答も出来なかったが深夜でも笑って面倒を見て

くれたのだ。  

  

ただでさえコロナウイルスが問題となっている中、見ず知らずの東洋人の私に手を差し

伸べてくれた。  

どれだけ救われたか分からない。  

  

このおじさんだけでなく、カミーノではたくさんの素敵な人達に出会った。  

チームメンバーでも、桃井さんは私のために処方箋を買ってきてお粥を作ってくれたし、メ

ンバーの何人かは体調を心配してくれた。おじさんとの会話を翻訳してくれたメンバーも

いる。  

  

改めて「カミーノを歩いているのではなく、カミーノを歩かされている」と言う言葉が身

に染みた。  

  

「Muchas gracias！！」  

  

本当にありがとう。 
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写真：レオン大聖堂内部 

  



 

- 52 - 
 

◆ 巡礼 22日目 

 

3 月 5 日（木） 【休養日】León にて 

巡礼〜22 日目〜 9:00 集合、ミーティング  
9:15 各自、自由行動 

 

 

『 you&me 』 

 

 人文学部 英語コミュニケーション学科 ２年 後藤茉里  

 

サンティアゴ巡礼道プロジェクトに参加する前に書いていた図がある。  

小さな丸と大きな丸が一部分だけ重なっている図だ。  

小さな丸はデイリーミー=プライベートな自分自身、大きな丸はパブリック=社会を意味

する。 そして小さな丸と大きな丸が重なる部分は目の前にいるあなた(=他者)だ。  

  

「社会に対して問題意識を持つことはできるけど自分に対してはどうだろう」  

  

検証するきっかけが毎日あった。 自分自身のこと、アイデアや気づき、悩みを深めてい

くとそれはいつも社会の問題と繋がっている。  

私なりに定義していた「自分」は、「私はあなたであり、あなたは私である」ということ。

「you are me」だ。  

  

自分が何か社会の一員だと、共鳴した関係でいたいと願っていた。  

  

巡礼中、目の前にいるメンバーとの関わりで、自分の存在、発した意見や心情がメンバー

のなかに吸収されていると感じることがよくあった。 私の言葉や感情を、メンバーが受け

取り心から爪先までながれ姿になっているように見えた。  

  

私は相手(あなた、社会)との繋がりを求めながら、自身のことを自分で一番理解していた

かった。   

  

社会やメンバー、家族や友人が私との関わりから作った箱のなかにいるのはやりたくな

いと強く思った。   

  

理解したいけど理解して欲しくない。 言葉にして伝えたいけどしたくない、できない。  

  

そんな天邪鬼な自分は、相手と自分を無意識のうちに差別化することで自分を保ってい

た。  
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[もし]  

もし私が巡礼に来ていなかったら。  

もし私があなたに出会えてなかったら。  

もし私があの瞬間を感じられなかったら。  

もし私が私でなかったら。  

  

そんなことばかり感じ、考えたサンチャゴ巡礼。  

参加する前に勝手に定義していた「you are me」の考えが「you and me」として形を見せて

きた。 「you are me」とは、自分自身を深めれば、あなたや社会との繋がりを感じられフ

ォーカスをあたえられると思っていた。  

  

だが、「you and me」としてあなたはあなたでしかなく私は私である。  

例えば、私とあなたの性格をそれぞれ“明るい人”としてカテゴライズする。で同じく分類

されたからといって私とあなたは繋がるのだろうか。分類して理解、説明をするのではなく

ただ私は私でしかなくあなたはあなたなのだ。  

  

私が今まであなたと自分を差別化して自分を保ってきたのは、そうしないと自分の個性

が見出せなかったからだ。  

  

けれどそもそも分類してから理解する必要はない。  

巡礼中、メンバーとの関わりのなかから相手のことをわかったつもりになることはつまら

ないと思った。  

  

自分の中で勝手にあなたは明るい人と文脈を作って、あなたをカテゴライズした箱の中

に入れていた。  

  

巡礼中箱に入れていたメンバーが、自分が作っていた箱の中にいた。  

  

その瞬間を見たとき、はじめて違う箱にいる相手を知った気がした。  

その箱にいない瞬間が重なって、そもそもの箱の存在をなくしてあなたと向き合いたい。  

  

相手につくる箱はシャットダウンとい

う壁にもなる。  

 

いまこの想いを文章にしたのは、この

文章を読んであなたが私をあなたのよう

だと何かの繋がりを抱いて、私自身もそ

うだとやっぱり感じたいからだ。 
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◆ 巡礼２３日目 

 

3 月 6 日（金） 【休養日】León にて 

巡礼〜23 日目〜 10:00 集合、ミーティング  
10:20 各自、自由行動 

 

 

『受け入れる力』 

  

 人間社会学部  国際社会学科 2年 山本遥  

  

このプロジェクトの中で沢山変えられるものがあると知った。  

自分の甘さや、覚悟のなさは自覚することで変えていけると分かったし、自分がやるか否

かが問題なんだと再確認する事もできた。  

本当に実り多き旅だったと感じている。 けれど世の中には変えられないものもあるとい

うことも今、心から実感している。  

  

今年の初めに見つかって、感染が拡大し続けていた新型コロナウイルスの影響は世界中

に広がり、スペインも例外でなく日に日に感染者数が増えている。 そんな新型コロナウイ

ルスの影響を受けて私たちは 45 日間のプロジェクトの日程を 2 週間短縮し、明日帰国する

ことになった。 決まったのは昨日の早朝。  

もしプロジェクトをこのまま続けた場合ウイルスに感染する可能性があることや、この

ままスペインで感染が拡大すればプロジェクト終了時に無事に日本に帰れないかもしれな

いことなど、いくつかの理由があって私達は帰国を決断した。  

  

本音としては、もっと歩きたい。  

もっとこのメンバーと一緒に過ごしたい。  

もっとここでこのメンバーから学びたい事だって沢山ある。まだ帰りたくない。  

けれど、これは私達にはどうしようもない事だ。新型ウイルスの感染拡大なんて、一個人の

力なんかでは止めたくても止められないものだ。  

 

変えられないもの、どうしようもない事がある。 受け入れた上でその時にできる最善を

尽くす事しかできないのだと思う。 だから、別に帰りたくて帰るわけじゃないけれど、混

乱が広がる今の状況ではこの選択が最善だったと信じている。  

  

  

神様、  

  

変えることのできるものについて、それを変えるだけの勇気を我らに与えたまえ。  
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変えることのできないものについては、それを受けいれるだけの冷静さを与えたまえ。  

  

そして、変えることのできるものと、変えることのできないものとを、識別する知恵を与え

たまえ。 

 

 

この『ニーバーの祈り』は、学校のキリスト教の授業や桃井先生の授業の中で知った、世界

でも有名な祈りの言葉だ。多くの変えられるものに気がつけたこの巡礼の最後に、変えられ

ないものがある現実を改めて思い知らされた。『ニーバーの祈り』をそのまま形にしたよう

なこの経験は私にとって一生の宝物だ。 

 

 

 

 

 

◆ 日本へ  

 

3 月 7 日(土) 4:45 アルベルゲ Chech in León 出発  
5:30 バス出発  
10:30 マドリッド到着  
11:10 昼休憩  
12:50 各自、自由行動  
15:10 カタール航空 150 便出発  
23:50 ドーハ到着 
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◆ 帰国 

 

3 月 8 日(日) 1:55 カタール航空 806 便出発 

【帰国日】 17:45 成田空港 

 18:10 解散 

 

 

『成長』 

 

 人文学部 英語コミュニケーション学科 １年 松本千佳  

 

突然帰国が決まった。  

  

スペインを出発する前日、私はいつもと違うことをしてみた。  

自分の意見を伝えることである。  

1 対 1 のコミュニケーションではできるが、大勢の前だとできないことだった。自分の意

見に反論されたり考えの甘さを指摘されたりすることや、何も反応がないかもしれないこ

とを恐れて日本にいるときからずっと避けてきたのだった。  

  

「自分を変えたい」と思いこのプロジェクトに参加したからにはやらなくてはいけない。

メンバーのことは信用しているし絶対に話せば聞いてくれるとわかっているのに怖い。話

す前「こうゆうことを話したいけど、いつ話せば良いのか、どう話していけばいいのか」と

自分で考えるべきことを相談して頼ってしまった。  

  

相談したとき、あるメンバーにルターの名言を教えてもらった。  
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「たとえ明日、地球が滅亡しようとも今日私はリンゴの木を植える」  

 

巡礼はもう終わってしまうけどまだ出来ること、変えられることがあると励まされ、応援

してくれるメンバーのためにも自分を変えたいと強く思った。  

私が伝えたかったのは、3月 8日は国際女性デーで本来なら全員で料理をしたり揃いの T

シャツを着て歩いたりしてジェンダーについてみんなで考える日にしたかったがちょうど

帰国日になってしまったため、日付は違うがスペインを発つ前にジェンダーについて考え

話し合いたいということだった。  

それと合わせて、巡礼が大学で学んだ「女性と貧困」問題と結びついたことと、私達の T

シャツのスポンサーであるゾンタクラブは女性のエンパワーメントを訴えているのでみん

なで Tシャツを着て写真を撮りたいという気持ちを伝えることができた。  

考えを共有したことで男性メンバーともジェンダーの話ができ、メンバーからは「シェル

ター」についての情報をもらったり、桜美林大学のジェンダー問題の教授を紹介してもらっ

たりした。私のことを「変わったね」と褒めてくれるメンバー、自分の考えを話してくれる

メンバーもいた。話して良かった、そして自分は良いメンバーに囲まれているなと思えたし、

特に男性メンバーと話して、自分のジェンダー問題に対する気づきや疑問が浅いと実感し

た。  

もし、もっと知っていたら、もっと考えていたら、話もさらに広がったかもしれない。次

は後悔しないように沢山勉強して自分の考え、疑問を持ち続けたい。  

この時に話せた経験は私の自信になった。 自分が変われたのはメンバーの支えがあった

から、だからこそまた再会出来た時に変われた姿を見せられるように帰国してからも自分

の意見を伝えることを恐れずに挑戦し続けたい。  

  

「日本に帰ってきた」という実感はあまり湧かないが、スペインで出会った人達の優しさ

を痛感している。新型コロナウイルスで日本はもちろん、スペインでも感染は拡大して人々

は恐怖感に襲われている。帰国後、大きな荷物を見て「海外から来たんだな」と冷たい目で

見られることはわかっていたが、やはり実際に体感すると悲しかった。  

スペインでは私たちがアジア人で、メンバーの中に咳をする人も多く恐怖の対象でしか

ないはずなのに、全く気にせずに話しかけてくれたり食事を共にしてくれたりする温かい

人たちに囲まれていた。そうして接してもらえたことへの感謝の気持ちが日本に帰って深

まった。  

  

足にできた豆で「死ぬほど痛い！」と叫んだり、髪の毛が痛んで泣きたい！と何度も思っ

たりしたことがあるが、日本に帰って足は綺麗に治り髪の毛も元通りになって、それらはた

だのかすり傷だったんだと実感した。  

巡礼中あるメンバーに教えてもらった歌に「死ぬこと以外かすり傷」という歌詞があり頭

に残っている。豆も死ぬほど痛いとその時は思っていたけど歩けなくなることはなかった

し、髪の毛が痛んでも何か悪い影響があった訳でもない。日本に帰って、ただのかすり傷に

思えた自分に成長を感じた。  

これからは 2 週間の自宅待機だ。スペインにいるよりも日本の生活の方が環境も整って
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いるし、食べたいものを自由に食べることができる。だけど私はどちらか選べるのならスペ

インの 2 週間をとりたい。  

巡礼することやスペインという国を好きになっている自分がいることに気がついた。  

 

巡礼はまだ終わらない。 日本に帰ってもサンティアゴ巡礼道プロジェクトを振り返って

自分と向き合い続けたい。  

 

そしてまた来年、コンポステーラを見に行きたい。 
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◆ 巡礼を振り返る 

 

『これから』 

 

人間社会学部 国際社会学科 ２年 山本遥  

   

私はこのプログラムに参加するにあたって、自分の悪い部分を変えたいと思っていた。し

かし実際この巡礼では出発前に考えていた以上の事を知り、考え、学びとることができたと

思う。 巡礼の旅とその環境が、今まで自分ができないと思っていたのはただ己のどこかに

甘えがあっただけだと思い知らせてくれた。  

 

スペインから帰ってきた今、私は自分の弱さや甘さ、未熟さを自覚してそれらと向き合お

うとすることができるようになってきたと感じている。まだまだ半人前で、「できるように

なった」と胸を張っては言えるようなものではないけれど、サンティアゴ巡礼道プログラム

参加以前の自分より確実に成長したのは確かだ。 これからの生活の中で、さらに自分と向

き合って成長し続けたい。  

  

残念ながら旅の終着点、サンティアゴ・デ・コンポステーラまでたどり着くことはできな

かった。しかし、新型コロナウイルスの影響でプロジェクトを途中で中止しなくてはならな

い、そんな「どうしようもない」経験をできたことも大きな学びだった。それに、またスペ

インに行ってもう 1 度巡礼道を歩く理由もできたのだからこれはこれで良かったとも思っ

ている。私達は「諦めた」のではなく、どうしようもない事を「受け入れた」のだ。その上

でその瞬間の最善を尽くした。この経験が必ずこれから生きてくる、私はそう確信してい

る。  

  

サンティアゴ巡礼道プログラムはこれから恵泉女学園大学では授業になるらしい。その

時は是非もう一度参加したいと思うし、より多くの学生に参加してもらいたい。 

 

 

 

『サンティアゴ巡礼道プログラムを振り返って』 

 

人文学部 英語コミュニケーション学科 １年 松本千佳  

  

今年のサンティアゴ巡礼道プログラムのテーマは【Climate Crisis!】で、旅を通じて気候変

動について考えることになっていた。台風 19 号で私の地元･埼玉県も被害を受けて異常気

象を実感し、本気で気候変動について考えなくてはいけないと思っていたが、同時に自分が

何かしらについて真剣に考えることができるのか疑問にも思っていた。  

帰国してから巡礼を振り返って一番に気がついたのは、今まで自分が必要以上のものを使

って生活をしていたことだ。  
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巡礼中は 45ℓ のザックに最低限の衣類･食料等を入れなければならず、出発前のパッキン

グでは持っていきたいけど入りきらず断念したものが相当あった。しかし実際に巡礼道を

歩き始めてみると、持っていくのを断念した物が必要になったことはなかったし、最低限と

思って持っていった衣類･食料さえも余分なところがあった。最初の頃は「歩くため」･「生

きるため」と考えてかなりの量の食事をしていたが、次第に体が慣れると適切な量の食事で

歩き続けられることが実感できた。自分が思う必要最低限は、現実の必要最低限ではなかっ

たのだ。  

 

巡礼中の生活は、普段の生活とは異なるものだった。 日本では豊かで食料も水も好きな

時に好きなだけ、トイレやお風呂も自由に快適に使うことができる。当たり前と思っていた

その暮らしがどれだけ恵まれていたのかがわかった。 人間は動植物など何かを犠牲にして

食べ物を得て生かされていることを、鶏を絞めて食べたことを通して今までよりも強く実

感した。  

限りのある命、資源を私たちの欲するままに使ってはいけない。 誰かの、何かの犠牲が

あって私は生かされている、歩かせられていたことに気がついた。 歩きながら気候変動に

ついて、現代について考えるという桃井先生の言葉が理解できたような気がした。  

 

自分の生活に選択肢がある、考える余裕がある私には伝えることができる。 私たちは何

を地球に返すことができるのか、気候変動についての自分の考えを小さなコミュニティか

ら伝えていきたい。  

 

巡礼を振り返って他に見つけたのは、インターネットに常に接続できる環境で、自分で考

えることをやめてすぐに調べたり友人に頼ったりしていた自分。  

携帯電話がなくても生きていけると思っていたが、バルセロナに向かっている行きの飛

行機で Wi-Fi が長時間繋がらない状態がすごく不安だった。誰からも連絡や情報が入ってこ

ない、考えを遮るものがない自分と向き合える時間のはずなのにそれを苦痛と思ってしま

っていたのはもったいなかったなと感じる。  

巡礼中のように、調べたらすぐに解決するわけでも、情報や連絡が簡単に入ってくるわけ

でもない環境で、欲の少ない状態だったからこそ自分と向き合い、自然についてなど様々な

ことを考え続けられたのだと思う。  

自分と向き合うために環境を変えて、旅をしながら考えることができる私はやはり恵ま

れていると日々実感する旅だった。日本を離れて、当たり前だと思っていた食料はもちろ

ん、家族や友人たちに支えられていたことを痛感し、ありがたさが身にしみた。 

  

空ってこんなに広いんだ。  

風ってこんなに心地良いんだ。  

 

巡礼道では、日本にいた時のあまり外に出るタイプではなかった自分が知らず、見ようと

もしていなかった自然に出会い、この景色、自然を壊してはいけないと実感した。 

ブログには必ずメンバーと関わって起こった事を書いていた。メンバーとの会話の中で
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新しい自分を発見したり、自分の弱い部分を知ったりすることができた。悩んだ時や楽しい

時、感情を共有した仲間が、巡礼中の私にとって最も大きな影響を与える存在であったと思

う。  

  

プログラムを通して私は、人に意見を伝えることや自分の考えに自信を持つことなど、今

まで恐れて出来なかった自分を少し変えることが出来たのではないだろうか。  

自分が関心を持っているジェンダー問題についても初めて人に伝えたり何度も議論した

りして、最後には国際女性デーに向けて行動を起こすこともできた。  

 

サンティアゴ巡礼道プログラムで得た気づきに自信を持って、自分らしく成長していき

たい。 

 

 

 

『ご褒美』 

  

人間社会学部 社会園芸学科 ３年 桝居奏  

 

「この旅は自分へのご褒美だ。」  

桃井さんはそんなことを言っていた。  

  

欧州に蔓延しだしたコロナウイルスの影響で、元々45 日間を予定していたプロジェクト

は結局 28 日間で幕を閉じた。  

  

それでも自分自身について、自分の周りについて、世界について、真剣に考えることので

きた期間だった。 ただの旅行ではなかった。  

  

歩き始めた初日から毎日が刺激的で、楽しくて、気持ちの良い道のりだった。  

これは確かに自分へのご褒美だ。  

  

桃井さんは今まで辛いことを乗り越えてきたこと、頑張ってきたことへのご褒美だと言

っていたが、私にとってはそれだけではなかった。  

  

自分自身の成長に繋がる経験こそご褒美だ。 一番大きいのは、知らなかったこと自分を

認識できたこと。  

  

自分は無意識に見栄を張っていたと知った。  

気候危機はすぐそこにある問題なのだと知った。  

生きる力の大切さを知った。  

自分を知るほどなぜか余裕がなくなることも、自分が痛みに弱いことも、鳥肌が立つほど
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感動することがまだあることも、変えられないものを受け入れる器量が自分に足りていな

かったことも、カミーノ(巡礼道)が教えてくれた。  

  

それだけではない。 魅力とは何か考える機会もあった。  

自分ひとりでではなく、メンバー同士で自身の魅力について考えることが多かった。 普

段自分自身の魅力について考えを巡らすことはない。だからこそ、メンバーから真剣に面と

向かってお互いの魅力について語り合えたのは有意義だった。  

  

自分の深みが増したと感じる。  

自然体でいることの心地よさも味わった。 見栄を張らない、気取らないで見る世界からは

たくさんのことを学べた。  

  

ショックだったこともある。  

  

旅に罪の意識を持った。  

旅は余裕のある者にしかできない高貴なものだ。  

決して生活に余裕のない人にはできない。  

  

都市部で物乞いやカタルーニャ独立を目指すたくさんの旗、お金によって態度を変える

宿のオーナーを目の当たりにした時は、そうしたものが公然と存在することに驚きを隠せ

なかった。  

 

スペインの”今”を垣間見た。  

  

この経験を日本でどのように活かしていこうか。  

すでに今までの自分とは違う。 私はカミーノ通じて得た新しい自分を誇らしく思う。  

恵泉では来年度から授業として巡礼プロジェクトが始まるらしい。私は今回の経験を伝え

るべく、お手伝いしていきたい。  

 

そしてもっと多くのみんなに、カミーノから授かるご褒美を感じてほしいと強く思う。 

 

 

 

『巡礼を振り返って』 

  

人文学部 英語コミュニケーション学科 ２年 後藤茉里  

  

「これは競争じゃないよ」  

「この道は“マジック･ロード”だからね」  

最初に泊まった「フランス人の道」のスタート地点のアルベルゲ(巡礼宿)で、ホスピタレ
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ロ(巡礼宿のオーナー)からもらったメッセージ。  

サンティアゴ巡礼道プロジェクト初参加の私は、ホスピタレロとやり取りする桃井さん

とリーダー達の姿を後ろから見ているだけだった。  

だが、このメッセージに巡礼道と巡礼者に対する確かな愛と想いを感じて胸が熱くなっ

たことを覚えている。  

巡礼道を歩き始めた、自分が脱水症状になったあの日、自分なりに気持ちを入れて歩けた

のは巡礼を包んでいる愛に触れた瞬間があったからだと思う。  

  

プロジェクトを振り返ろうとしても、振り返りきれないというのが正直な言葉だ。帰国

後、家族や友人に巡礼はどうだったか聞かれたとき何をどう話したら良いのか分からず、ま

た経験を伝えられない自分に困惑した。  

  

「世界ではその場所その瞬間でしか感じられないことがある」  

  

巡礼中、自分の振る舞いに悩んでいた私に、日本からこんな言葉をかけてもらった。  

スペインで自然や他者、自分と向き合って過ごした毎日のなかで、大袈裟に聞こえるかも

しれないが「この瞬間があるから生きていける」と思うことができるほどの心の拠り所にな

るような瞬間や、心が高まったり沈んだりする瞬間を毎日感じていた。  

朝 6 時、暗闇を歩き始めた私たちを太陽の光が照らし始めるのを感じた瞬間、険しい山道

を登りきり高揚感と達成感を得た瞬間、「風は地球の吐息なのだ」という桃井さんの言葉を

聞いた瞬間、「自分のことを認めてあげて」とメンバーに言われた瞬間、毎晩心に残ったも

のをノートに書き出す瞬間、メンバーの印象が変わった瞬間、表情からメンバーの変化に気

がついたり気がつかれたりした瞬間、毎晩ごはんを食べる瞬間、田舎の町で星空浴びた瞬

間、メンバーと抱き合った瞬間。  

瞬間が、私がサンティアゴ巡礼道プロジェクトで体験した全てだ。  

  

コロナウイルスの影響で予定より 2 週間ほどはやく緊急帰国してからは、2 週間の自宅隔

離生活を送っている。  

日本での日常は、何かに追われたり何かを追ったりしているような時間だ。  

どこか自分の人生を見えないものと競争しながら生きている自分に気がついた。  

それはどこか何かに不満で至らないと感じる自分だった。  

  

サンティアゴ巡礼道を歩んだときのように、これから自分のペースで歩んでいくとき、一

体どんな瞬間をどんな私で味わうのか楽しみだ。  

あの瞬間、この瞬間を忘れないで、忘れてもまた思い出していきたい。  

  

「これは競争じゃないよ」  

この地上で輝ける私になるために、与えられている全てのものに愛と感謝を注ごう。 
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５．２．報告 ②桃井和和馬による記録 

 

◆ 2 月 11日 

 

「 飛行機の中での思索 」 

 

 現在、スペインのバルセロナに向かって飛んでいる飛行機の中です。 

 途中トランジットで立ち寄るクェートのドーハまでおよそ 11時間。次の飛行機まで 3 時

間ほどで、乗り換えた後、再び 6 時間ほど飛んでスペインのバルセロナに到着するのです。

北極圏を飛行する北周りではなく、南回りの長い飛行機移動。私は昔からこの飛行機での移

動時間が好きです。時間が長くても、まったく気にならないのです。いえ、この時間こそ豊

かなのです。  

 基本的にスマホを見ません。パソコンでもインターネットにアクセスしません。ここで基

本的と書いたのは、このフライトでも、30 分だけは、インターネットにアクセルできるよ

うになったからです。飛行機の中でインターネット？！ これまで人生の 40年近くで旅を

続けて来ましたが、いつでも、どこでもインターネットに接続できるようになるとは、考え

てもいませんでした。 

 しかし、無料で使えるのは 30 分。それもあまり早くはないので、メールをチェックする

だけに留めました。 

 日本の生活では、何をしていても、Line やメールの通知が次から次へと飛び込んできま

す。そのたびに、仕事を一時中断し、最新の通知を確認し、必要とあれば、その場で文章を

考え、返信します。ひとつのことに集中時間が、デジタルな今の世界を生きる人には、いか

に少ないのか。それを痛感するばかりなのです。分断される思考。悠久とも思える時間と空

間の中で、じっくりと己のこと、世界のことに思いを巡らせる機会の欠如。それが今の社会

に生きる人の特徴なのではないでしょうか？ そのことが、社会の中で、掴みようのない焦

躁感を生み出しているのではないでしょうか？ 

 飛行機での移動中は、30 分だけ Wi-Fi にアクセルできるものの、それさえスピードはま

だ仕事に耐えるだけのスピードでないため、使いません。 

 11 時間の豊かな時間。読めていなかった本を読み、見たかった映画を見る。たった 11時

間でさえ、地上ではなかった豊かな時間。 

 本格的な AI 時代を迎えた今、5Gになると、これまでの通信速度の 100倍にもなるといい

ます。 

 果たして、人間は豊かになったのでしょうか？  

 動物としての人間が対応できる以上の早さと便利さを獲得した今、幾何級数的に息苦し

さも増しているのではないでしょうか？ 
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◆ 2 月 12日 

 

「 We shall walk step by step in El Camino 」 

 

 マーティン・ルサー・キング牧師の魂がこもった演説は、その言葉ひとつひとつに命が宿

っているようにも聞こえてきます。 

  

 代表はなんといっても、1963 年、「非暴力の闘い」のリーダーとして行ったワシントン

DC での 20万人もの会衆を前にしたあまりにも有名な演説「I have a dream．（私には夢があ

る）」でしょう。 

 しかし、キング牧師の魂を揺さぶる演説はこれだけではありません。 

 1968年、死の前日、メンフィスで行った「I have been to the Mountain top．」も怒気迫る迫

力で人々の記憶に残っています。 

 

YouTube より 

「キング牧師 ・死の前日のスピーチ・山頂に達した・1968 年 4 月 3 日」 

https://www.youtube.com/watch?v=X1TJvcZFTc4 

 

 エジプトを脱出し、40 年間砂漠の地を彷徨った末に、約束の地「カナン」が見えるネボ

山の頂上に立ちながら、入ることができなかったモーゼ（申命記 32章）に自らをなぞらえ、

目に涙を浮かべながらキング牧師は語ったのです。 

 メンフィスでキング牧師が宿泊していたのは、どこにでもある安宿。演説に集まった会衆

も、全盛期と比べることができないほど少なくなっていました。 

 当時、キング牧師を応援する社会の声は、以前とは比べものにないほど小さくなっていた

のです。 

 非暴力の抵抗で社会が変化しないことに、仲間たちは次々に氏のもとから去り、ある者は

より過激な活動を訴える「ブラックパンサー」などにより暴力革命を主張。またある者は、

黒人至上を唱えたブラック･モスレムへと路線を変え、キング牧師の元から去って行ったか

らです。 

 キング牧師の元へは日常的に「暗殺予告」の脅迫状が送り続けられていました。 

 

 キング牧師というくらいで、キリスト教の牧師ですから、演説を理解するには、どうして

も宗教的な背景を理解する必要があります。 

 氏の「We shall overcome」という演説は、説教ともいうべきメッセージです。 

 

YouTube より 

「キング牧師・勝利を我等に・投票箱への行進・1965年 3月」 

https://www.youtube.com/watch?v=AatgEhxD8vM 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AatgEhxD8vM
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 黒人の公民権が踏みにじられ、学校も、水飲み場も、バスの座席の位置も、白人と黒人で

は異なっていた社会にあって、氏は「We shall overcome」と繰り返したのです。 

 賛美歌（黒人霊歌）「We shall overcome」は、1960 年代の閉塞したアメリカ社会で、変革

を求める人々により、希望の歌として歌い継がれた名曲で、有名な賛美歌でもあるのです。

（桜美林大学で使っている『賛美歌 21』では、471番『勝利をのぞみ』として収録されてい

ます） 

 

「We shall overcome（勝利をのぞみ）」 

 ここで注意したいのは、この言葉で使われる Shall の意味でしょう。 

特にアメリカ英語の場合、単純な未来を表す言葉は will であるのに対し、shall は、「人

間を越えた存在（神）と共に」というニュアンスが含まれていることです。 

 

 人間は弱い。どこまでも弱い。 

 キング牧師でさえ、プライベートでは弱さを抱えていたのでしょう。それ以前に、神の前

では、すべての人間が弱いことを、氏は理解していたのです。 

 だからこそ「神と共に本当の意味で勝利したい！」と繰り返したのでしょう。 

 そして、その言葉は、弱さを抱えるすべての聴衆の心に突き刺さったのです。 

  

 サンティアゴ巡礼では、日本の生活では想像もできないほどの肉体的な苦労を経験しま

す。いくつも足にできるマメ。食欲が無くなるほどの疲労。それだけでなく、仲間内の言い

争いも日常的に起きるはずです。 

 しかし、We shall overcome！それだけでなく、We shall walk step by step in El Camino． 

「Camino」はスペイン語で「道」のこと。単語の前に定冠詞が付くことで、Camino はただ

の道から「サンティアゴ巡礼」を指す、固有名詞となります。 

 つまり「We shall walk step by step in El Camino」は、「私たちは、サンティアゴ巡礼道を

歩く。人間を越えた力（神）と共に」という意味になるのです。 

 あえて in を前置詞にした理由は、サンティアゴはただの道ではなく、この道を支える人々

の思いがこもった「領域」であり、国を超えて出会う巡礼者たちと分かち合う「時間」だか

らです。 

 

 弱さを認めることで強くなりたい。 

 We shall・・・。 
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◆ 2 月 20日 

 

「 恩寵 」 

 

「恩寵」という言葉は広辞苑（第 7 版）で次のように記されています。 

 

①めぐみ。いつくしみ。恩遇。 

②〔宗〕（gratia ラテン・grace イギリス） 

 ㋐キリスト教神学で、神の恵み。罪を免れることのできない人間に神から与えられる無 

償の賜物。 

 ㋑自然的なものに対し、神が与える超自然的なもの。宗教の世界を恩寵の国、啓示を恩 

寵の光という。恩恵。 

 

 ラテン語から派生したこの言葉は、英語で grace となり、神から与えられた無限の恩恵と

いう意味になるのです。 

 有名な賛美歌に Amazing Grace があります。私たちの大学で使われる賛美歌 21 では、日

本語タイトル「くすしきみ恵み」（451番）で掲載されています。 

 この賛美歌の歌詞は、18～19 世紀にかけて生きたジョン・ニュートンという人物が作っ

たもの。 

 元々奴隷商人だった彼は、しかし、回心を経験し、それまでの人生を悔い、改め、牧師と

して神の存在を人々に伝える者になったのです。 

 その過程をこの賛美歌の歌詞として書き記したのです。 

 魂を削りながら書き記した告白といっても過言ではないでしょう。 

 

 

 私自身、57 年の人生を振り返ってみると、本当に多くの人を傷つけてきたことに気づく

のです。まさに「穴があったら入りたい」状態なのです。 

 

「あなたたちの中で罪を犯したことのない者が、まず、この女に石を投げなさい」（ヨハネ

による福音書 8 章 7 節）とイエスが言った訳は、罪を犯したことがない者などいないこと

を伝えようとしたためでした。 

 

 これまで多くの人を傷つけてきたことがない人はいますか？ 

  

 おそらく、まっとうな神経をしている方で、そうした経験がない人はいないでしょう。 

 逆に、そうしたことはまったくない。私だけは潔白です、と言い切ることができる人は、

身の程知らずの厚顔無恥という他ありません。 

 

 完璧な人間などいない。だけれども、「欠け」た人間が、その欠けを受け止めることがで

きた時、欠けは他者への優しさになり、慈しみへと昇華していく。それこそが、恩寵であり、
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くすしき恵みであり、Amazing な出来事なのではないでしょうか。 

  

 11 人の年齢も、性別も、大学もことなる者たちが、今回のサンティアゴ巡礼では、出会

いました。このことこそが Amazing Grace なのだと感じるのです。 

 スペインを歩く。この場所で、このメンバーで、出会えたのは奇跡なのです。 
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◆ 2 月 22日 

 

「 闘いつづけなさい 」 

 

 この言葉を残したのは、パレスチナ出身の思想家であるエドワード・サイードです。2003

年に亡くなった彼は、元々パレスチナ解放機構（PLO）の思想的中枢として、イスラエルと

パレスチナ難民の和解を説き続けました。 

 PLO といえば、アラファト議長が有名ですが、しかしサイードが PLO の中で占めた役割

は決して小さくはありませんでした。 

 彼は晩年、権力と富に蝕まれていったアラファトと決別し、アメリカのコロンビア大学な

どで教鞭を執る傍ら、様々な角度からの和解を実践していったのです。 

 彼が俳優である娘のナジュラさんに送ったメールの一節が、「闘い続けなさい」という言

葉です。 

 

 このメールには、次のようなことが書かれていました。 

 「闘い続けなさい。仲間うちのささいな食い違いなど乗り越えて、ひたすら書いたり、演

じたりを休みなく続けていくんだ」（2003年 10 月 20日 朝日新聞夕刊） 

 サイードのこの言葉から分かるひとつのことは、同じ志を持った仲間だと思う集まりの

中でも、食い違いは起きるということ。それは夫婦の関係においても同じ。結婚の時には「永

遠の愛」を誓うものの、人間の愛に永遠など、所詮、無いのです。だからこそ、異なる人格

と関わる時には、違いを違いとして受け止める不断の気力や気遣いが大切になる。 

 

 サイードのこの言葉からわかるもう一つのことは、闘い方にも様々な方法があるという

ことです。 

 書くことも闘い、演じることも闘いなのです。 

 

 実際、パレスチナ人のサイードは、ユダヤ人の指揮者バレンボエムと共に、紛争当事者た

ちを集めたオーケストラを作りました。憎しみあっていると考えられている者たちも、ひと

つの旋律を共に奏でることで、平和へと一歩ずつ近づいていくという信念からで、音楽がサ

イードにとってはひとつの闘いだったのです。 

 

 ピカソは、ナチスの蛮行に対し、ゲルニカの絵を描くことで闘いました。 

 

 チャップリンは、無声映画「モダンタイムス」（1936年）で、非人間的な大量生産社会に

対して闘い、トーキー映画「独裁者」（1940 年）においては、ヒトラーを正面から非難する

最後の 4 分間の演説により闘い抜いたのです。 

 

 2019年暮れ、民放恒例の「The Manzai」において放映された「ウーマンラッシュアワー」

の漫才にも腰を抜かしました。ウーマンラッシュアワーの特徴的な芸風は、村本さんの凄ま

じい早口です。集中しないと日本語とも思えない話し口調ですが、語っていることの意味が
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理解できるようになると、日本社会の矛盾やほころびを、正面から、ゴールデンタイムの、

それも、年末、たぶん最も人気がある番組で語っていることに気づくのです。 

 あまりに早口で、異様にも感じるその語り口により、会場にいる若者からは、笑い（失笑）

が漏れていました。笑いの量からいえば、さすがです。収録会場では確実にウケていたので

す。しかし、その内容は原発を巡る問題の数々。その深刻度が理解できるようになるとまっ

たく笑えません。しかしそれこそが笑いの中に鋭いトゲを仕込んだウーマンラッシュアワ

ーの芸。今の日本でそれができる数少ない芸人で、お笑いが彼らにとって闘いだったので

す。 

 

 上記以外にも、歴史を動かした非暴力の闘いはいくつも挙げることができます。 

 重要なのは、非暴力を貫くこと。 

 そして闘い方は無限だということです。 

  

 今年の日本の冬は、記録的に暑い冬でした。 

 地球規模の気候変動を、私たちは今、日常の中で経験するようになってしまったのです。 

 この現実を前に、私たちサンティアゴ巡礼のチームは、「Climate Crisis（気候危機）！」

を歩く上での標語にしました。気候危機と記した旗をザックに付けて、気候危機と記した T

シャツを着て、また巡礼宿で出会った人々に「気候危機」と書いた缶バッチも配る予定です。 

 歩く 800 キロの道のりは、私たちが考えた、私たちにとっての、私たちなりの闘いなので

す。 

 
 

 

◆ 2 月 26日 

 

「 気候変動と平和を模索する旅 」 

 

 私たち「サンティアゴ巡礼道プロジェクト」は、いくつかのテーマと共にスペインの地を

歩き続けています。主なテーマは 2 つ。 

 

 一つ目は、「『気候変動』を世界に訴える」。 

 今回メンバーが着ているチーム T シャツには、サンティアゴ巡礼のシンボルであるホタ
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テ貝の貝殻デザインの上に、「Climate Crisis!（気候危機）」と大きく書かれたています。 

その下には、大学名と ZONTA CLUB OF TOKYO Ⅱの文字。 

 

 ZONTA CLUB は女性のエンパワーメントを、活動を通して目指している世界的団体です。 

 ただ歩くのではなく、地球規模で発生している急激な気候危機を体感し、思索しながら、

足を一歩ずつ前に出し続ける。 

 宿泊するアルベルゲ（巡礼宿）や立ち寄るバル（カフェ）で、最近の気候が、スペインで

も想像を越えて変化し続けていることを何度も聞きました。 

 私たちの地球が今、危機に直面していることを、私たちは、歩くことで世界に訴えると同

時に、日本の女性たちも、歩くことでこのテーマに強い関心と影響を持てることを、チーム

T シャツを通して伝えていきたいのです。 

 

 二つ目のテーマは、戦争はなぜ起き、どうすれば防ぐことができるのか？ というもので

す。 

 現在のチームは私を入れて 11 人から成っています。様々なバックグラウンドを持つそれ

ぞれが、一緒に生活し、歩き続ける。 

 当然、意見の食い違いなども生まれます。特に、お腹がすいた時、喉が渇いた時、身体の

疲労がピークに達した時、他の人の顔を見るのも嫌になることさえあるのです。 

 私たちは、11 人のメンバーですが、異なる歴史や文化を持つ「世界」のメタファでもあ

るのです。 

 もし私たち 11人の中に平和を構築することができないのなら、国と国の間での世界平和

など夢物語に過ぎません。違いを認め、他者と共に生きていくにはどうすれば良いのかを、

歩きながら、考え続けているのです。 

 そのヒントを木村恵子さんが書かれた絵本「よかったね、よかったね。」から探ろうとし

ています。 その絵本では、仲の良かった架空の村に、悪意を持った為政者が現れて、人々

を分断すると、どうなるのか？ 人はどう戦いに向かい、人はどうすれば和解に至れるの

か？ が素敵な絵と共に書かれています。 

 ちなみに、木村恵子さん自身、恵泉の卒業生ですから、私たちの大先輩で、この絵本をザ

ックにいれておくことは誇りでもあるのです。 

 

 私たちは、アルベルゲ（巡礼宿）において、どうすれば、国籍や人種、宗教の違いを乗り

越えて、この地球の上で共に生きていくことができるのかを、出会う巡礼者に投げかけてい

るのです。 

 

                       桃井和馬      
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５．３．報告③ 出会いの記録 

 

 

◆ パク・ソクヒョンさん 

国籍 韓国 

年齢 35 歳 

職業 俳優 

 

15 歳から俳優をやってきて、複雑な思

いを抱くようになった。果たして、これ以

降、俳優を続けていけるか？ 芸能界で

は、新人がどんどん出てきている。考える

時間が欲しかった。 

 

 

 

 

◆ Dave Monastery さん 

国籍 アメリカ 

年齢 68 歳 

 

11 月に旅行で妻とスペインに来た  

その後モロッコ、イスラエルなども

周り、再びスペインへ 。 

妻は帰国したが、私は冬の寒さを避

けるためスペインに残り、巡礼を始

めた。   

  

 

サンティアゴ巡礼を始めた理由は、自然が好きで、チャレンジすることも好きだから。 

2018 年には、自転車で北米を北から南へ 500 キロの道を走った。 

私はカトリックのクリスチャンで、自分のそのアイデンティティーからも歩きたいと思っ

ていた。私自身、歳はとっているが、心は若い！ 
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◆ BRITTA WILLERT 

 国籍 ドイツ 

職業 フィジカルセラピスト  

 

サンティアゴ巡礼を始めた理由は、自

分自身を見つけるため。 

これまでの自分をもう一度、振り返り、

人生を考えたい。 

夢は自分のビジネスを始めること。 

将来はお店を持ちたい。 

 

 

 

◆ 記念写真 
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５．４．報告④ 恵泉誌掲載記事での報告 

 

「サンティアゴでの学び」 

 

人文学部英語コミュニケーション学科 

 １年 松本 千佳  

  

サンティアゴ巡礼道プロジェクトを通しての最大の成長は、「自分の意見を伝える事に抵

抗を持たなくなった」ことだ。プロジェクトに参加する前までの私は、自分の考えを言葉に

するのが苦手で、会話を相手に否定されたり、無反応を示されたりすることにいつも怯えて

いた。しかし、濃密な時間を仲間たちと過ごす中で、少しずつ「自分」を伝えることができ

るようになり、また同時に、それまでは意識してこなかった自分自身に向き合うこともでき

たようになったと思う。  

プロジェクト参加前からの関心を持っていたのは、大学で学んだ『女性と貧困』の問題だ。

そのことについてメンバーに伝えると、困窮する女性たちを助けるシェルターや、ジェンダ

ーの多様性についてなど、様々な方面からのアドバイスをみんなからもらうことができた。 

スペイン巡礼はまさに、『国際社会論』の授業で学んだ「平和はまず自分の周りから！」

を、道を進み、仲間と交流する中で体感できる豊かな時間だったと思う。  

チームは 11 人で構成され、それぞれが異なるバックグラウンドやセクシュアリティを持

っていた。それぞれの背景を理解しないでいると、相手を外見のイメージや、初対面で感じ

た固定観念のままに理解してしまう。私も最初は、大学名や「女性」/「男性」といったカテ

ゴリーの中で相手を判断し、理解していた。しかし、それでは相手との間にミス・コミュニ

ケーションが生じたとき、本質的に解消することはできない。そんな「壁」を溶かした後に

残る、個々人との関係こそが大切なのだ。 

日本は安全な水を当たり前に飲むことができるし、その他にも、必要なものはすぐに手に

入る社会だろう。いつでもインターネットにつながり、知らないこと･わからないことがあ

っても考えることなく生きていける。一方、サンティアゴ巡礼道プロジェクトでは、いつも

考え続けないと、水を確保できないことや、次の食事にもありつけないこともある。そうし

た経験の中で、私たちはたくさんの繋がりに生かされていることや、生きていくためには、

ザック１つに入るもので充分であることも実感できるのだ。 

今まで文明に頼り切って生活してきた自分や、文明を発展させてきた人間の罪深さが身

に染みた旅だった。帰国した今、思うのは「私たちは地球に何を返すことができるのか」と

いうことだ。 
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５．５．報告⑤ 『アカデミア』掲載記事 

 

【世界遺産「サンティアゴ巡礼道」に見る聖書・国際・園芸】 

【Exploring World Heritage, Santiago through the perspective of Christianity, 

International Studies and Horticulture】 

 

桃井和馬 人文学部特任教授 

【はじめに】 

 ユネスコ世界遺産「サンティアゴ巡礼道」は、スペイン北西部に位置する街サンティアゴ・

デ・コンポステーラを目指す巡礼路の総称である。サンティアゴ大聖堂を中心にして広がる

この街は、キリスト教、特にカトリックにとっては、エルサレム、ローマに続く第三の聖地

でもある。 

 サンティアゴ巡礼をテーマにした映像は、テレビ、映画だけでなく、インターネット上に

も無数に存在し、世界的な規模、特にヨーロッパや南北アメリカ、またアジアでは韓国を中

心としたブームが続いている。年間の巡礼者数は 35 万（『サンティアゴ友の会』2019 年現

在）。これまでの生き方を振り返りたい者、親しい人を失った者、また「何かに挑戦してみ

たい」と巡礼者の動機は様々だが、異なる視点から読み解くと、この巡礼が恵泉の基本理念

である「聖書」「国際」「園芸」を体験できる「祈りの道」であることを知ることができる。

それはまた、地球規模の土地（領土）、食糧問題、また安全保障とも密接に関係している。 

 「国民国家」誕生以前から、人々の社会的属性を決定した宗教というレイヤー。またスペ

インの豊かな大地と、そこから生み出される食糧は、飢餓が深刻な問題だった聖書の時代か

ら現在まで、人々がスペインに惹きつけられる十分な理由だった。サンティアゴ巡礼は、そ

うしたアカデミックなテーマを可視化した場所であり、巡礼者は体験として、世界規模の諸

問題に触れることができるのだ。 

 現代まで続く、スペインの聖地巡礼は、この道を歩く人々にとって、またスペイン人にと

って、どのような意味を持っているのか？  

 

【スペイン巡礼の歴史とキリスト教信仰】 

 スペイン北西に位置する街サンティアゴ・デ・コンポステーラで、イエス十二弟子の一人、

ヤコブの遺骸が発見されたのは 9 世紀のことであった。サンティアゴとは、スペイン語で聖

ヤコブの意味。イスラム勢力の勃興により、聖地エルサレムへの巡礼が難しくなっていた時

代。またイベリア半島を治めていたイスラム帝国に対するキリスト教勢力の「レコンキスタ

（国土回復運動）」が勢いをつけはじめた時期でもあったことから、聖ヤコブの遺骸「発見」

は、大きな意味を持った。DNA 鑑定など存在しない時代だから、政治的・宗教的に意図さ

れた“発見”であったことは容易に推測できるだろう。 

 時代を経る中で巡礼道の整備は進み、いくつもの教会が建てられた。巡礼者用の無料休憩

所や医療・宿泊施設「オスピタル」が各所に用意されたことで、12 世紀には年間 50 万人の

巡礼者がサンティアゴ大聖堂を目指したという。ちなみに、スペイン語の「オスピタル

（Hospital）」は、ラテン語の「hospes（客人保護）」から派生した言葉で、英語の「Hospital
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（病院）」「Hospitality（おもてなし）」も同じルーツを持つ言葉だ。巡礼者専用の宿「ア

ルベルゲ」の世話人は、現在でも「オスピタレーロ（おもてなし人）」と呼ばれている。 

  

 古くからスペインが地中海沿岸の人々にとって憧れの地であったことは、新約聖書のパ

ウロ書簡からも知ることができる。ユダヤ人の民族宗教を世界宗教にまで引き上げたと言

われるパウロは、ローマ訪問を果たした後、イスパニア、つまりスペインへ行く旨を手紙の

中で 3 度も言及している。（新共同訳聖書 ローマの信徒への手紙 15 章 23 節~24 節、28

節） 

 3 度に及んだ旅の最終目的地としてスペインを選んだパウロの旅を引き継ぐ意味も、カト

リック関係者は今見つけているのだろう。迫害や遠隔地伝道、何度も経験したディアスポラ

など、結末が分からない未知の「旅」や「寄留」は、聖書の一貫したテーマだ。その結果生

まれた「おもてなしの精神」も聖書の重要なテーマなのだ。 

 現在のサンティアゴ巡礼は、フランス国境からサンティアゴを目指す「フランス人の道

（780 ㎞）」、スペイン北部でビスケー湾を臨みながら歩く「北の道（840 ㎞）」、スペイ

ン南部からひたすら北上する「銀の道（960 ㎞）」、ポルトガルから国境を越えてスペイン

を目指す「ポルトガルの道（615 ㎞）」をなど、いくつものルートが整備され、それだけで

なく、パリをはじめとしたヨーロッパ各地から何ヶ月も歩いて巡礼を続ける巡礼者もいる。

現在のサンティアゴ巡礼は、キリスト者に限定された宗教行事ではない。しかし、底辺でキ

リスト教信仰を脈々と伝え続ける信仰の道であることは間違いない。 

 

図１：代表的なルート 
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 【クレデンシャルの隠された意味】 

 巡礼者が 1 日に歩く距離は平均 20 ㎞～30 ㎞。それぞれの体力や、巡礼者だけが泊まるこ

とができる「アルベルゲ（巡礼宿）」の有無に応じて、毎日の距離が決まる。アルベルゲは

1 泊 10€前後だから、日本円にすると 1300 円程度だ。室内は清潔に保たれ、大抵 2 段ベッド

とシャワー、そして自由に使える洗濯場と台所が用意されている。ホテル料金が総じて日本

の 1.5 倍程度の料金に設定されている観光立国のスペインにおいて、アルベルゲの料金は、

特別な低価格に設定されているのだ。ただし泊まることができるのは、「クレデンシャル」

と呼ばれる巡礼手帳（身分証）を持っていること。また、巡礼者であっても原則的に歩く者

が対象で、一カ所に一泊限りである。 

 クレデンシャルを発行するのは、世界規模で活動を展開する NPO「サンティアゴ友の会」

か、各地域の教会が主団体だ。 

 クレデンシャルの最初のページに記されるのは、姓名、パスポート番号、そして巡礼を始

めた日が記入され、その後、通過した街や村で立ち寄った教会、バル（軽食カフェ）などの

スタンプがいくつも押されることになる。 

 

図２・３：巡礼手帳の写真 

 

 「スタンプラリー」を想像して頂くと分かりやすいかもしれないが、スタンプラリーと

は決定的に異なり、この証明書にこそ、巡礼の本質が垣間見られるのである。 

 現在に続く「国民国家」の国家概念が生まれたのは、「君主制」批判が本格化した 17 世

紀のイギリス、または 18 世紀に起きたフランス革命以降だろう。国家の主体が君主から

国民に変わったことで、国民国家という概念が形成され、20世紀後半までの世界において

主流となった。 

 国民が国外に出る場合には、国家が発行したパスポートに、それぞれの国の出入国日が、

スタンプと共に記録される。そして日本のパスポートの場合、1 ページ目に「日本国外務

大臣」の要請として「日本国民である本旅券の所持人を通路故障なく旅行させ、かつ、同

人に必要な保護扶助を与えられるよう、関係の諸官に要請する」と明記されている。 

 さて、巡礼に必要なクレデンシャルの最初の欄には、その身分証を発行した団体のスタ

ンプが押され、大抵の場合は NPO「サンティアゴ友の会」の関連団体か、「教会」のスタ

ンプが押されることになる。 

 日本人が日本でサンティアゴ巡礼のクレデンシャルを取得すると、NPO「サンティアゴ

友の会」の日本支部を通じて、東京カテドラル（目白）の聖マリア大聖堂がデザインされ

たスタンプが最初に押されることになる。つまりカトリック教会が、巡礼者の身元保証を
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担保している証明書になるのだ。 

 筆者はすでに 5 回（1 回目 110 ㎞、2 回目 450 ㎞、3 回目 850 ㎞、4 回目 950 ㎞、5 回目

500 ㎞）、スペインで異なる巡礼道を歩いている。その中で、何度も NPO「サンティアゴ

友の会」を中心に、現地の人々に助けて頂く機会があった。それらの経験から知ることに

なったのは、「サンティアゴ友の会」や地元アルベルゲの関係者が、どの地点を、どんな

巡礼者が何人で歩いているかの情報を毎日交換していることだ。そして何か緊急事態が発

生した場合には、網の目のように張られた連携システムにより、緊密な連絡が取られ、事

態の収束が図られるのである。クレデンシャルに押されるいくつものスタンプも、巡礼者

のルートをトレースするために重要になるのだ。 

 2019年、スペイン南部の街セビージャを出発して、ひたすら北上する「銀の道」という

ルートを 12 人の学生と歩いていた時のこと。3 度目の参加となった学生リーダー（フィリ

ピン国籍）の軽登山靴の底が、剥がれてしまったのだ。新しい靴を買う金銭的余裕がない

その学生は、ガムテープを何重にも巻いて応急処置をした上で数日間歩き続けた。 

 サラマンカという街で、アルベルゲに入り、身体を休めていると、数人の現地男性が訪

ねてきた。 

「このアルベルゲに、底が剥がれた靴を履き続けるフィリピン人巡礼者はいないか？」 

 学生リーダーがボロボロになった靴を見せながら名乗り出ると、その中にいた初老の男

性が歩み出て「これから君の新しい靴を買いに行く！」と彼の手を掴んだ。 

 目の前で起きていることを上手く理解できない私たちに、「数日前から君のことは巡礼

道の連絡事項として伝わっていた」と彼は頷いて見せたのだ。その連絡を頼りに、私たち

が泊まると想定されるアルベルゲで、当該学生を探していたのだった。 

 注意したいのは、アルベルゲは予約不可であるため、毎日どこのアルベルゲに泊まるの

かは、巡礼者自身も分からないこと。そのため彼らは、巡礼者が 1日に歩く距離を推測し、

いくつものアルベルゲやバルに問い合わせ、トレースしたという。 

 巡礼者が所持するクレデンシャルはただのスタンプラリーの台帳ではない。スタンプを

押して、日付を書き入れた教会も、アルベルゲも、バルも、その時点で、巡礼者が通過し

たことを保証し、何かあれば、トレースして救援に駆けつける。言わば宗教を基軸にした

共同体において「巡礼者である本クレデンシャルの所持人を通路故障なく旅行させ、かつ、

同人に必要な保護扶助を与えられるよう、関係の諸官に要請する」証なのだ。 

 国民国家を主軸にする近代国家が形成される以前のヨーロッパでは、宗教がコミュニテ

ィーの中心にあった。スペインは特に顕著で、旧市街の中心には、必ずプラザと呼ばれる

四角形の広場があり、広場を囲むようにして行政府の建物、そして反対側には必ず教会が

建つ。 

 学生リーダーに新しい軽登山靴を手渡した男性は、「これは私ではなく、『道』が買っ

たのだ。だから君がお礼をするならば、私へではなく、この道を歩く、他の誰かなのだ」

とだけ最後に言い残して姿を消した。 

 経験したのはこれだけではない。往復 700 ㎞の道のりを自ら運転し、1台のスマホを届

けて、何も要求することなく帰って行ったアルベルゲの主人、急病の巡礼者を山から運び

出し、救急車に乗せてくれた警察官や非番の消防士たち、「巡礼者からはお金を取らない」

と無料診察をしてくれたいくつもの病院の医師や看護師の方々。 
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 かつてこの巡礼道と巡礼者を守っていたのが、キリスト教信仰に則り、独特な赤い十字

架を掲げた『サンティアゴ騎士団』だった。スペイン最大の宮廷画家ディエゴ・ベラスケ

スは、技法の展覧会とも言われる名画「ラス・メニーナス」の中に自画像を描き入れてい

るのだが、その左胸には彼が加入を熱望し、後年描き足したと言われる「サンティアゴ騎

士団」の赤十字が誇らしげに描かれている。 

 現代においても、騎士団の誇りは、巡礼道を守る人々の心の中に、自負として息づいて

いる。普段は、現代スペイン社会の中に溶け合い、出会うことはないが、巡礼者が助けを

求める時、様々な形で「現代」にその姿を現すのである。普段は見えない「宗教」という

レイヤーが、スペイン社会では今も社会の根底を形作っていることがわかる経験なのだ。

サンティアゴ巡礼とは、宗教が社会基盤を築いていた中世ヨーロッパ社会に、現代から飛

び込む経験なのかもしれない。 

 

【黒い大地とジブラルタル海峡】 

 巡礼では、人間と食の関係をダイレクトに体験することができる。徹底して節約した場

合、1 本 30 円ほどで買うことができるパン（バゲット）を 1 日に 3～5 本食べていれば、一

応空腹を解消することは可能だ。しかし、そのような生活を 2、3 日続けていると、突然体

に力が入らなくなる瞬間が訪れるのだ。それだけではない。まともに栄養を摂取し続けない

と、巡礼者同士の口論が必ず始まる。 

 人間が自然の一部で、自然によって生かされている以上、生きるためには、きちんとした

栄養摂取が必至だ。これこそ恵泉の『園芸』が伝えたい哲学ではないだろうか。 

 世界的な話題作となった「ブラックアース」の著者ティモシー・スナイダー教授（米イェ

ール大学）の主張は、私たちに新しい視点を提供してくれる。 

「食糧確保の道が閉ざされ、ドイツ人の生存が脅かされる。そんな妄想にヒトラーは囚わ

れていました。だから多くのユダヤ人が暮らす東方に侵攻し、肥沃な大地を手に入れよう

としたのです」（朝日新聞夕刊 2016 年 10 月 24 日） 

 肥沃な土地を、ヨーロッパでは「黒い大地（ブラックアース）」と呼ぶ。 

 余談であるが、ルターの宗教改革における理論的支柱＝神学者フィリップ・メランヒトン

のメランヒトンはギリシャ語で「黒い土」を表わし、ドイツ語本名 Schwartzerd（黒い土）か

らの改姓である。名字になるほど、ヨーロッパ社会では「黒い土」への憧れが強かったのだ

ろう。 

 そうした豊かな黒い大地が延々と広がっているのがスペインだと、巡礼する中で体験で

きる。国土面積は日本の 1.3 倍。日本の国土は 6 割を山が占めるのに対し、スペインは平坦

な土地が中心だ。きれいに手入れされたブナ林において、放し飼いの黒豚たちが、ドングリ

を食べ続ける光景を巡礼中、数日間見続けたことがある。ドングリを餌にすることで、香ば

しい絶品の脂身を持つブランド豚「イベリコ」になるのだ。 

 牧草地では放し飼いにされた牛たちを日常的に見る。自然に生えた牧草を食べる牛の肉

や乳は「グラスフェッド」と呼ばれ、日本では高級ブランドであるのに対し、牧草地がどこ

までも続くスペインでは、牛肉も牛乳もグラスフェッドが牧畜の基本。 

 衛星写真を基にした Google earth を使えば、スペイン国土の豊かさを目視できる。 
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図４：google earth より スペインの地図 

 

 ジブラルタル海峡（14㎞）を挟んで北が黒い大地として知られるスペインで、南が乾燥

したサハラ砂漠が広がるアフリカ大陸なのだ。アフリカ側に住む者たちにとって、海峡の

14 ㎞先に目視できるスペインは、どれほど魅力的に映ったことだろう。 

 イスラム王朝によるイベリア半島征服も、それに対抗する形で発生したキリスト教徒に

よるレコンキスタも、根底には食糧問題があった。聖書の時代から常に、飢餓こそ人間社

会を日常的に襲う恐怖だったからだ。 

 今に至るまで、各国が狙う地政学的要衝のひとつの条件は、広大な黒い大地の存在だろ

う。食糧を巡って引き起こされた国際紛争の数々。時速 4㎞で歩く巡礼では、目の前の光

景から、これらのことを学ぶことができる。 

 

【安全保障としてのサンティアゴ巡礼】 

 サンティアゴ巡礼を支えているのが、前出のように、無数のボランティアの存在である。

仕事をリタイヤした人たちは、通年で巡礼道を支え、現役世代が、毎年 1～2 週間ほどボ

ランティアでアルベルゲの運営に参加するケースも多い。ボランティアの方々の中には、

ホテルマン、看護師、また普段はトラックの運転手をしているという女性もいた。 

 修道院や教会がアルベルゲを運営する場合も多いが、ミサへの参加を強制されることは

ない。州政府や地方行政機関が、巡礼者向けに格安アルベルゲを運営するのも一般的であ

る。そうしたアルベルゲに泊まる巡礼者は、大抵「節約型」巡礼なので、格段の経済効果

など期待できない。では何故、現地の人々は巡礼者をもてなすのか。 

 「巡礼」という伝統を継承する意味もあるのだろう。歩きながらスペインの良さを体験

して欲しいという共通した思いも多くの関係者から聞いた。歩くスピードは、ゆっくり自

然に触れ、地元民と出会うことができる速度で、巡礼を体験した者の多くは、再び、サン

ティアゴ巡礼に出向きたくなる。スペインがどうしようもなく好きになる。 

 年間 35 万人の巡礼者が世界中から集まるサンティアゴ巡礼は、スペインファンを増や
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し、結果的にスペインにとってソフトな安全保障として機能しているのではないだろう

か。 

 陸続きのヨーロッパの歴史とは、「紛争史」と言っても過言ではない。そのため各国と

も、軍事力に頼る安全保障から、政治交渉など、幾重もの安全保障を構築している。 

 その中で、最も身近で、平和な安全保障が、人と人が出会うことなのだ。 

 第二次世界大戦直後に誕生したユネスコ（国連教育科学文化機関）の憲章前文には以下

のように記されている。 

｢戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和のとりでを築かなけれ

ばならない。相互の風習と生活を知らないことは、人類の歴史を通じて世界の諸人民の間

に疑念と不信を起こした共通の原因であり、この疑惑と不信の為に、諸人民の不一致があ

まりにもしばしば戦争となった」（ユネスコ憲章前文より一部抜粋） 

 

 ユネスコ世界遺産「サンティアゴ巡礼道」は、今、まさに「人と人が出会う」ことで生

まれるスペイン流『戦争防止』メカニズムとしての役割を果たしている。そこが「ユネス

コ世界遺産」＝「経済効果」としか考えていない日本とは決定的に違う。 

 歴史の中でいくつもの戦いを経験した国スペイン。1930 年代の内戦では、国が真っ二つ

に分断されることも経験した。またバスク地方の言葉「バスク語」が、まったくスペイン

語とは異なっているように、カタルーニャ語、ガリシア語など独自の言葉を使用する人々

も同じスペインという国家の枠組みの中に入れられているのだ。平和は努力なしで守れな

いこと、言葉を返せば、小さなきっかけで憎悪が生まれ、紛争が始まり、国土が焦土と化

すことを、血に刻み込んだ記憶としてあえて保ち続けているようにも見える。だからこそ、

人々は経済効果など抜きにして、本気で「サンティアゴ巡礼」という伝統を守っているよ

うに、この巡礼を繰り返してきた者には感じられるのだ。 

 

【まとめ】 

 世界遺産「サンティアゴ巡礼道」は、恵泉教育の柱である聖書・国際・園芸を、異なる角

度から体験させてくれる道だ。巡礼道を歩くために世界中から集まる者は年間 35 万人。人

と人が出会い、風景から戦争と平和を思索し、気候変動の今という時間軸の中で、人間が地

球上で生かされている意味を模索する、年間 35 万人ずつ増え続けるスペインの「安全保障」。

サンティアゴ巡礼は、もうひとつの平和構築法なのだ。 

 2020 年 2 月 10 日～3 月 25 日の予定で、恵泉女学園大学と桜美林大学の学生、計 10 名と

共に、フランスからスタートしたサンティアゴ巡礼は、ヨーロッパにおける新型コロナウイ

ルスの感染拡大を受け、予定を変更し、3 月 8 日に帰国。幸い巡礼チームから一人の感染者

も出さずにプログラムを終了できたことをここに報告したい。 

 近い将来、再びサンティアゴ巡礼ができるとするならば、ポストコロナの時代が、どのよ

うなものなのかをテーマに、学生たちと歩きたい。一歩ずつ大地を踏みしめ、異なる人と地

球の言葉にじっくり耳と心を傾けながら。 
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④「聖地サンティアゴ巡礼」NPO 法人 日本カミーノ・デ・サンティアゴ友の会  2013 年 

⑤「サンチャゴ巡礼の道」イーヴ・ボティノー 河出書房新社 1986 年 

⑥ウィキペディア項目「フィリップ・メランヒトン」 

⑦公益社団法人日本ユネスコ協会連盟「ユネスコ憲章 前文」        
https://www.unesco.or.jp/hiroshima/text/UNESCO%20Constitution.pdf 
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６．持ち物と安全対策について 
 

① 持ち物 

 

NPO 法人日本カミーノ・デ・サンティアゴ友の会 HP 

持ち物リストページリンク：http://www.camino-de-santiago.jp/junreiro/junbi.html 

 

 上記のサイトも参考に出来ますが、桃井提案と多少異なります。基本的に今回のこのリス

トを元にしてください。 

▲1 ユーロ（1€）は 2020年 1月現在、125円くらいです。 

 

★★★現地では、犬猫や哺乳類には絶対に触れないこと！ 

狂犬病を発症すると死亡率 100％ 

 

スペインでは少ないものも、ゼロではありません。狂犬病による年間の死者数は世

界で 55000人。 

メンバーがかまれた瞬間に、私はかまれた本人を無条件で病院に送ります。1 週間

で 6 回以上の狂犬病のワクチンを緊急注射します。（ダバがフィリピンで経験済

み） 

 

YouTube より 

『狂犬病にかかってしまった男性の映像』  

  https://www.youtube.com/watch?v=TAC6IBaJLrM 

 

 

【絶対に必要なモノ】 

 

★パスポート（※紛失、盗難などに遭うと、再発行までに 10日間くらいかかり、その間は、

出国できません！！ たぶん自己資金で滞在、飛行機の変更もしなくてはいけない） 

 

★Ｅチケット（データは必ず、スマホか、パソコンにも入れる。みんなで、みんなのデータ

を持っておくと便利。これはパスポートも同様【紛失時に緊急発行ができやすい。でも１週

間は動けなくなります！】なので一緒に全員分のデータを分けて、持っておくのが良いと思

います。個人情報で嫌な方は申し出て下さい？） 

 

★現金 ５万円～10万円分くらい？ 1 万円分を日本円で。その他はユーロで用意。 

（ただし、現金は盗まれたら、絶対に戻ってきません！ その覚悟で） 

https://www.youtube.com/watch?v=TAC6IBaJLrM
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 お勧めは、現金を 3～5万円分くらいのユーロで持っておき、その他は、クレジットカー

ドを使用し、現地 ATM で引き出すパターン。 

 これだと、盗まれても最小の損害で済ませることができます。 

 ※ 必要に応じて詳しく説明します。 

 

★クレジットカード（★★病院では必ず必要になります！） 

 海外で現金を引き出すための、パスワードは必ず確認しておくこと。 

 カードによっては、海外キャッシングに対応していません。また、キャッシング枠を事前

に設定していないと ATM で引き下ろすことができません。 

  

都市部では、クレジットカードで買い物も可能。 （基本的に Visa  Master  など） 

  

  ※クレジットカードを作るのには 3 週間くらい必要です。 

   

 また、現金をデポジットしておいて、その枠内で ATM から引き出すことができるデビッ

トカードもあります。これだと、クレジットカードより簡単ですね！！ 

  

 しかし、病院などではあくまでもクレジットカードが必要になる場合があります。 

ですので、できればクレジットカードが便利でしょう。 

 もし今持っていない人で、ご家族が持っておられる場合は、家族の方の家族会員になると

いうのが一番簡単でしょう。しかし、その場合も、海外の ATM でのキャッシングができる

ことを必ず確認しておいてください。また、その時に申請したパスワードは絶対に忘れない

様にしてください。 

 

★医薬品 自分で使用するもの 

 特に医師から処方されたものは必須。 

 しかし、医師による処方薬は、友人であっても絶対に貸し借りをするのは厳禁です。 

 どのような症状が出るかが、まったく予想できない危険な行為だからです。 

 

★旅行保険証 （これは出発当日に旅行会社ナルドの担当者の方から頂きます） 

 

★巡礼手帳（「NPO 法人サンティアゴ友の会」が発行したもの。事前購入します） 

 

★ズボン（1 本 or2 本。私はズポン一本に冬用のレギンス一本を持って行きます。防寒具の

ズボンを代用することも可能。ジーンズなどの綿製品はダメ！汗をかくと肌にまとわりつ

き、余計な体力を奪う原因になります） 

 

★靴下（2～3 足）（速乾性のもの。厚めの登山用。コットンはマメが出来やすいのでダメ。

ウールか、それに類するモノ） 
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★下着（登山用の速乾性 2 枚） 

（服の基本はレイヤー着〔重ね着〕です。肌に直接触れるベースレイヤーは、必ず登山用の

速乾性のものを購入してください。 

 ユニクロなどの速乾性シャツなどは、サンティアゴでは危険です） 

 

★長袖シャツ（フリースなど）1～2 枚くらい 

 

★短パン or レギンス（1 枚ずつくらいあると、アルベルゲなどで便利。レギンスがあると、

ズボンの数も 1本にすることができて軽量化にも。男性は、最低でもレギンスの上から短パ

ンをはいてください！！） 

 

★ダウンジャケット 

 

★ザック（＋ザックカバー） サイズは 40ℓ前後のものを推奨する 

 

★雨具 上下分けて着るもの。ゴアテックス。上着は普段着として、風よけとして着続ける。 

 

★寝袋  

 

★軽登山靴＆サンダル（サンダルは、アルベルゲなどで使用） 

 

★防水袋（厚手のゴミ袋で代用可・ジップロックなどの小分け袋も重宝） 

 

★手袋（朝はかなり寒い。これがストレスになります。安物で OK） 

 

★体温計（チームで 3 本くらい。担当者を決定する必要あり） 

 

★救急セット 消毒液は要らない。マメ手当用の針（安全ピンだと持ち運びに便利。その場

合は、プラスチックが付いている安全ピンはダメ！ ライターの火で消毒できないから）、

ライター、抗生物質軟膏、バンドエイドをジップロックの袋に入れておく。必要により、そ

の他の薬も、基本的に飲み薬は、自分で使用するもので、現地の人には絶対にあげてはいけ

ません！ 国や飲んできた薬の量により、耐性などがまったく違うので危険！ 

 ライターは機内持ち込みだけです！！絶対に飛行機に預ける荷物に入れないこと！！ 

また、ライターは、1 つしか機内に持ち込めません。 

 

成田空港公式 WEB サイト タバコとライター   

 https://www.narita-airport.jp/jp/security/faq/faq-03/ 

  

★アーミーナイフ（飛行機には持ち込めません。一人 1 本。ビクトリーノックスなどの製品
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を推奨。絶対に「100均」ではダメ！） 

 

★ホイッスル（緊急時に使えるもの。絶対に「100均」のはダメで、中に「玉」が入ってい

ないもの） 

 

★レスキューフラッシュシグナルミラー（1,000 円くらいですから、これも持っていってく

ださい。とにかく緊急時に使用するものは、普段使いませんが、もしもの時には、みんなの

命を助けます！！ 命が助かる可能性がアップすると思えば、本気で安いです！） 

 

★ヘッドライト（頭につけるものが必要。単 3、単 4 の電池を使用するもの。それだと現地

でも電池が買えます。充電タイプもアリ。絶対に「100均」ではダメ！） 

 

★リップクリーム（寒いので絶対に必要） 

 

★筆記用具（簡単なノートとボールペンなどが絶対に必要） 

 

★Ｃ型コンセント・プラグ（海外対応のもの。あまり大きいものは思い。USB コンセントが

一緒にあるモノも便利。少しコードが付いていて、長いモノはより便利！） 

 

★トイレットペーパー（紙がない場所で用を足す機会がかなりあります） 

 

★タオル  

  

★反射シール／反射バンド（車に発見してもらうためには、是非モノです！ とにかく、自

分の身を守ることを、いつも考え続けて下さい。時には、道で車の運転手の視界に入りにく

い時など、これがあれば、少し早く発見してもらえ、ブレーキを踏んでもらえます！ザック

に付けておくのも Good!） 

 

★カラビナ（都市部でザック同士をつなげる。盗難よけ）100 均の製品は非推奨 

 

★緊急用の食糧（行動食） 

  → カロリーメイト、お菓子詰め合わせ、乾燥麺など。最低、1日半 5 食しのげるくら

いの分量。また、行動している間、簡単に食べられる行動食をいつも携帯してください！ 

 

★水筒 

（強化プラスチックの 1.5～2リットル分くらいのを持ち、もう一本は、炭酸入りのペット

ボトルを現地購入で使用することも可能。炭酸のペットボトルは強いです） 

（夜や朝、温かいお湯が欲しくなるので、600cc くらいのお湯が入る魔法瓶も、水筒とは別

に持っていくのも◎） 
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★スプーン、フォーク、または箸。（軽くて、強いもの） 

 

★簡単なお皿。山用が一番便利だけど、他のものでも可。多くの場合、アルベルゲに用意さ

れている場合も、用意されていない場合もあります。 

 

★衣服用洗剤 

（洗濯は、個々人でやるのも良いですし、何人かまとめて、お金を出し合ってすることも可

能です。手で洗えばもちろん無料。それが面倒くさい場合で、洗濯機があるアルベルゲの場

合、大抵、洗うので 2 ユーロ、乾燥で 2 ユーロくらいが必要になります。 

 

★洗面セット（歯磨き粉、歯ブラシ、液体石鹸・適当な大きさのボトルに入れて。シャンプ

ーやリンスが必要な人は、必要に応じて。液体石鹸でも代用できます。耳かき、コットン棒

など、必要に応じて） 

 

★塩（塩分補給のため。またサラダなの味付けに。家にある塩を適量ジップロックに詰める

ので十分です） 

 

★スマホ（必ず「Maps Me」のソフトをスマホに入れてください。また日本の Wi-Fi が使え

るところで、スペイン＆フランスで今回通る地域を中心にデータをダウンロードしておい

てください。 

※練習として、1 月 28 日・29日の 2Days 前に東京のマップをダウンロードすること！） 

（海外での電話のかけ方、受け方を一応調べて下さい。羽田に早く行き、それぞれの会社に

行けば、教えてくれます。ただし出発便により、すでに閉店している可能性もあります） 

 

★充電器（電子機器は 220Ｖに対応していることを確認すること。古い器具では、一部対応

していません） 

 

★ホタテ貝（現地調達予定。1 ユーロくらい。日本で作成することもできます。これまでは

例年作ってきたので、作りたい人は訊いてください） 

 

 

【あると便利なモノ】 

 

●ウェストポーチなど、すぐに取り出したいものを入れておくカバン 

●帽子  

●ザックの中で持ち物を仕分けるナイロン袋 

●目薬（必要な人は） 

●手のクリーム（寒いので切れます。こういったものは現地でも調達可） 

●サングラス（桃井は使いません。それぞれの判断で） 
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●日焼け止め （桃井は使いません。それぞれの判断で） 

●アルミホイル、またはサランラップ（サンドイッチなどの行動食をそれぞれが朝アルベル

ゲで作り、ザックに入れておく） 

●除菌アルコール（手などを拭くアルコールです。ケガの消毒ではありません。 

●油性マジック（アルベルゲの冷蔵庫で使用） 

●「アミノバイタル」などのスポーツ・サプリ 

https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%83%8E%E3%83%90%E3%82%A4%

E3%82%BF%E3%83%AB-%E5%91%B3%E3%81%AE%E7%B4%A0-%E3%83%97%E3%83%A

D-

30%E6%9C%AC%E5%85%A5%E7%AE%B1/dp/B07WXWHN68/ref=sr_1_8?__mk_ja_JP=%E3

%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&keywords=%E5%91%B3%E3%81%AE%E

7%B4%A0&qid=1578535664&rnid=2321267051&s=hpc&sr=1-8 

 

 これ、本気で効きます！ 

 ただし値段が高いので、どうしても歩けない、もしくは身体が動かない時の最後の一発と

して、非常用、緊急時用に何本か持っておきましょう。 

 

 ちなみに、私は、 

  

https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%83%8E%E3%83%90%E3%82%A4%

E3%82%BF%E3%83%AB-GOLD-

30%E6%9C%AC%E5%85%A5%E7%AE%B1/dp/B0093FWYNE/ref=pd_bxgy_121_img_2/357-

6416868-1209553?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B0093FWYNE&pd_rd_r=902f7247-1972-43d5-

94fd-66a7f5228d94&pd_rd_w=mAlWC&pd_rd_wg=23J9o&pf_rd_p=b25bd748-082b-4f2a-b724-

125316a35a9c&pf_rd_r=PPCWPE60GXCZBJ2W81WA&psc=1&refRID=PPCWPE60GXCZBJ2W

81WA 

 

 を持って行きます。 

 値段によって、効き目が違う感じがするからです。昨年の実績からいえばどうしても必要

な時用として 4～5 日に 1 回くらい飲んでいまいた。 

  

 もちろん、若い君たちは、それほど必要ないはずで、5～10 本くらいザックにいれておけ

ば、お守り変わりになります。 

  

 しかし、今回のリーダー陣は、誰も持って行かなかったし、次回も持って行かないのでは

ないでしょうか。 

●布のガムテープ （布のものを適度に巻いて持っていると便利） 

●ストック 特に山歩きでは、ストックを持っていると格段に楽になります！ 

●クリップ（１０枚くらい以上の紙を止めるための文房具のクリップです→ 開けた食糧

の口を止める時など） ２～３をどこかにつけておくと便利 
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●膝などを固めるテープ（あれば重宝します。スペインの薬局でも類似品が購入できます

が、この製品が質も良く、値段もスペインと比べても安い。桃井は自分用として 3 本くらい

持って行きます） 

https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00115SZKU/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8

&psc=1 

●透明なゴミ袋（４０リットルを２～５枚くらい。適数。簡易版の防水対策としても使えま

す） 

●レジ袋 （荷物を小分けにする時、買い出し時。今回は、なるべく再利用できる軽量のバ

ックを使用しましょう） 

●ナイロンタオル（必要に応じて） 

●日記（人生の宝物になる） 

●腕時計（スマホより、便利です） 

●マメ防止クリーム（ワセリンや、スポーツ潤滑油もあり。必要だと思う人だけ） 

●目がね（桃井は老眼鏡が必要！！） 

●耳栓（あってもいいかも。モモイのいびきと、ダバの歯ぎしり用。たぶん行きの飛行機も

貰います） 

●膝のサポーター（必要な人は是非。私はどこが故障するか知っているので、それ用のもの

を持っていくかもしれません） 

●カメラ 

●電池（アルカリ、リチウムなど。少し持っている必要がありますが、スペインでも買えま

す） 

●調味料（お好みで） 

●コーヒー、紅茶、砂糖など。（お好みで） 

●レスキューシート 

 

【不必要なモノ】 

⚫ ビニールシート 

⚫ 枕カバー 

⚫ 傘 
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② 安全対策のまとめ 

 
【現地の状況】 

 

①サンティアゴ巡礼道はユネスコ世界遺産であり、スペイン州政府などが積極的に巡礼を

支援しています。 

 ヨーロッパや北南米、韓国を中心としたキリスト教文化圏では、現在、サンティアゴ巡

礼がブームになっており、10年ほど前は 10 万人程度だった巡礼者が、2019年現在では、

30万人を大きく超えようとしています。 

 

 各州の自治政府が設置したアルベルゲ（巡礼宿）も多数点在していますが、こうした公

的な巡礼宿は、巡礼手帳を保有している正式な巡礼者しか宿泊することができません。 

 私たちすべてのメンバーが所有する巡礼手帳は、「日本カミーノ・デ・サンティアゴ友

の会（通称サンティアゴ友の会）」が発行したもので、巡礼手帳の発行場所は「東京カテ

ドラル 聖マリア大聖堂」です。これは、カトリック教会が全面的に、私たちの巡礼を

様々な側面から支援することを意味しています。（サンティアゴ巡礼において、この巡礼

手帳は、「日本国民である本旅券の所持人を通路故障なく旅行させ、かつ、同人に必要な

保護扶助（ふじょ）を与えられるよう、関係の諸官に要請する」と記された「日本国パス

ポート」と同様に働きがあります） 

 

②地元警察、病院なども、巡礼者を厚遇。 

 特に、2 月～3月の巡礼者が少ない時期はこの傾向が高いようです。 

 実際、何度か急病になったメンバーがいましたが、2回ほどはパトカーで運んでもらい

ました。緊急通報の電話番号は 112 で、スペイン語だけでなく、英語でも対応可です。 

 

 病院は、自治州単位の管轄で、料金体系などもことなります。 

        ↓  

③程度の重い風邪や胃腸炎をはじめ、歩き続けたため、足がかなりのレベルで傷んだ場合 

 これまでも桃井が同行して、タクシーや救急車などで学生を病院に運んできました。 

 毎日宿泊する街や村では、プライマリ・ケアーを担うクリニック、医療センターがあり

ます。 

  歩き続けたことが原因で、重度の捻挫など発生し「握雪音（クラックル）」が関節など

から発生している時には、ただちに病院で診察を受けます。 

（※しかし、こうなる前に、それぞれのメンバーは、巡礼宿に到着後、ただちに患部を氷

で冷やすなどに努めなくてはいけないことを引率者が繰り返し伝えます）  

 

 2日～3 日に一回くらいの割合（距離 40～80 キロ程度）で、かなり大きな街を通過しま

す。そうした街では、24時間対応の総合病院が必ずあり、専門的な治療を受けることも可

能です。 

 必要な治療費、タクシー代などは、すべて株式会社「ナルド」が提携する海外旅行保険

にてカバーされます。 

 

 a/  公立病院は治療費が無料の例が多いようです。（州により多少の違いがある） 

 

 b/ 私立病院は、診察後、現地で一度、本人名義のカードによる支払いをしなくてはい

けません。日本帰国後、保険会社に請求することで、費用は全額診断を受けた本人に支払

われます。  

 

 c/  歩きすぎによる足の疲労だと明らかに思われる場合や、軽度の捻挫などを発生した
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場合は、本人と桃井が相談の上、病院には行きません。 

すでに何度も経験していますが、病院で診察を受けた場合も、単に 72 時間の安静が求

められ、痛み止めとして「イブプロフェン」が処方されるだけだからです。 

（診察を受けた場合に医師から伝えられる「72 時間」とは、3日間巡礼道を歩くような

運動を止め、タクシーで移動する中で安静を取ることを意味しています） 

 必ず、幹部を氷などで冷やし、痛み止めを飲む以外、医師も特段の施術が出来ません。 

 

スペインで「イブプロフェン」は広く痛み止め、解熱剤として使用されている薬剤で、

どの薬局でも、処方箋を持っていない場合も、購入可能です。 

 

   d/ 足にできたマメができた場合。 

日本から、必ず各自で持っていく備品の中に「針」「ライター」「抗生物質軟膏」「バン

ドエイドなど」があります。 

足のマメは、基本的に誰にでも、経験の有無を問わずにできます。 

その場合、マメを針で刺して中から、体液を外に出します。 

 重要事項）使用する針は、絶対に「貸し借り厳禁！」を何度も強く伝えます。 

 

 針は、一度、ライターの火で赤くなるまで焼きます。 

 そして、体液を出した後の皮の下に、抗生物質軟膏を塗り込み、バンドエイドなどで保

護をします。こうすることで、痛みは急速に低減し、数日で完治します。 

 

（※各自が保有する経口の医薬品は、日本で市販される頭痛薬などを除き、絶対に他人に

飲ませないよう、強く指導します） 

  

 

 ★足の痛みなどで、 72時間の安静が求められると判断されたメンバーは、3日～4日、

基本的に自費によりタクシーで移動します。 

  タクシー料金は、1 キロ 1€が基本となります。 

  チームは、1 日 20 キロ～30 キロ移動するので、20～30€ 

  それに運転手さんへのチップを 2割程度上乗せして渡します。 

 

  チップを高く支払う理由は、 

ⅰ／運転する方に感謝すると共にトラブルを避ける為 

ⅱ／確実に次の宿までメンバーを運んでもらうことへのお礼 

 

 つまり 20キロの場合、25€（3250 円程度）をタクシーに支払うことになります。 

 タクシーの運転手の方とは、可能であれば、前日に桃井が会い、タクシーのナンバープ

レートと、タクシーの運転手の方の顔写真を撮影します。（前日が不可の場合、当日、必

ず、メンバーが乗車する前には、ナンバーと顔写真を撮影） 

 そのことで、どの運転手が、どこで、メンバーを乗せたのかの証拠を残しておきます。 

 運転手に撮影許可を求めることで、私たちが警戒をしていることを、確実に伝えます。 

 

★桃井、及び今回動向する中心リーダーは、JICA（独立行政法人 国際協力機構）が用意

する『安全対策研修』を受講しています。これは海外渡航者向けの緊急時の対応を座学、

実技で訓練するものです。 

 

 

③巡礼地図 『Camino De Santiago Maps: St. Jean Pied De Port - Santiago De Compostela 

(Camino Guides)』は、スタートから最終地点まで、詳細に巡礼のルートが書かれている巡
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礼者専用の地図です。デジタル版もあります。 

 地図はこれだけでなく、いくつも異なるものが用意されていて、巡礼者の必携アイテム

で、参加者全員が、この地図（最低、紙媒体に印刷されたバージョン）を携帯します。 

 

 上記で紹介するものは英語版ですが毎年更新され、常に最新の情報が書かれています。 

 書かれている代表的な項目は次のようなものです。1/ 1日のルート  

                                            2/ ルートの高低差 

                         3/ 巡礼宿 

                        （アルベルゲの位置,料金,連絡先） 

                        4/ 緊急の連絡先 

                        5/ 水補給ができる場所 

                         6/ 食糧が購入できる場所 

 

 1見開きまたは 2 見開きで、1 日の行程が一目でわかるように丁寧に書かれています。 

 

④巡礼ルートはヨーロッパの旧道が基本。巡礼ルートはかつて巡礼者が使用していた旧道

です。現在ではアスファルト舗装された新道が、並行するように設定されています。 

 旧道がない場合に新道を歩くこともあります。 

 緊急時は、新道に一度出ると、多くの自動車などに遭遇します。 

 タクシーを呼ぶ場合も、電話番号が各所に書かれているので、比較的簡単にタクシーを

呼ぶことができます。 

 

 チームは、必ず 1時間に 1回休憩を取り、その時、チームの全メンバーがいることを確

認します。この休憩を設けることで、遅れる者がでないようにします。 

 

 歩く速度の基本は 1 時間に 4 キロのペースで、これを守っていきます。 

 

 時々1時間に 5キロくらいのペースになる場合もありますが、それが続かないよう、全

員が注意します。 

 逆に 1 時間に 1～2キロ程度しか歩けない場合は、引率者がタクシー使用を決定しま

す。 

 

★引率者は可能な限り参加メンバーの動向に目を配りますが、しかし、巡礼道の中では高

低差や細い道が続くこともあり、迷うことも十分に考えられます。 

 万が一、道に迷った場合も、最後に見た巡礼マークのところまで戻ることを徹底して訓

練します。 

 巡礼の全行程には、100～500 ﾒｰﾄﾙくらいの間隔で、必ず、はっきりと目視できる矢印や

目印が記されています。 

 それ以上の間隔で、道筋を明記したものが見えない場合は、パニックを起こさないよう

留意した上、最後に目視した場所まで、どんなに疲れていても戻り、もう一度道を確認す

るよう、参加者全員に徹底指導します。 

 

 

⑤バスも利用可  雪が降った場合など、危険があると判断した場合は、ためらうことな

く、公共交通機関を使用します。 

 今回歩く『フランスの道』では、次の目的地に向かう、バスやタクシーがかなりの頻度

で走っています。 

 

⑥現地の危険 
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 ⅰ／ 都市部  

スリなどの窃盗は、日本より頻度が高い。 

 

 ⅱ／ 街道         

高速移動する車などを、きちんと認識する必要があります。現地スペインで、歩

く人は、必ず「左側」を通行しなくてはいけません。しかし、カーブなどの場合

は、一時的に「右側」を歩きます。その時の左右の安全確認は、身体に染みこむ

まで徹底して訓練します。 

 

 ⅲ／ 山 

高い場合でも、高度は千㍍程度と、日本でいえば、高尾山程度の難易度です。し

かし、そこでも慢心することがないよう、チームは、先頭と最後尾に、一番力が

強く、自由に歩くスピードを変えることができる者が担当します。 

   

★緊急に連絡を取るための、「ホイッスル」「鏡」などは必携。 

★車から認知されるよう、「蛍光バンド」をザックなどには取り付けます。 

★都市での盗難対策のため、「カラビナ」を全員が携行します。カラビナとは、登山用具

です。それぞれが携行するザックなどを、外部から見えるように カラビナで結束し、未

然に、不要な盗難を防ぎます。 

★どこを歩いている場合も、1時間に 1回以上は、チーム全員が集合し、メンバー各人の

状態を確認します。 

 

⑦狂犬病対策 スペインは狂犬病対策が進んでいますが、アフリカ大陸が近いこともある

ので、哺乳動物に接触するのは、イヌや猫でも絶対に厳禁であることを、繰り返し参加学

生には伝えます。 

 

 ★ 雑誌「ELLE」が配信（2019 年 10月 5日）した記事の中に、世界の人気が高い旅行先

の安全度の総合ランキングがあります。 

（https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191005-00010006-elleonline-life） 

 

    1 位 アイスランド 

    2 位 アラブ首長国連邦 

    3 位 シンガポール 

    4 位 スペイン 

   

 日本は 7位です。 

 総合的に判断すると、スペインは日本より安全度が高いと考えられているのです。 

 

⑧全体の進行について 

 2人以上の学生が体調不良になり、病院で入院するような事態に陥った場合は、全員の

進行を中止し、残りのメンバーは宿で待機いたします。 

 体調不良者が回復した場合には再び進行を検討していきます。 

（※ただし「『体調不良』」で残りのメンバーが宿で待機する」とここで明記した程度は、

タクシー移動ができる比較的軽い状態ではなく、あくまでも入院が必要なケースを想定し

ています） 

 

 

【各機関などとの連携】 
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 ①サンティアゴ巡礼道は、ユネスコが指定する「世界遺産」です。 

そのため、スペイン政府、スペイン州政府、カトリック教会、NGO『サンティアゴ友の

会』などが、優先的に巡礼者の庇護を実行しています。 

 

巡礼手帳を保有している者が、地域の博物館、美術館などの入場料を免除される場合も

少なく有りません。 

  

 

 ②『サンティアゴ友の会』は、スペイン全土に点在し、巡礼者の安全を様々に見守って

います。特に、私たちのような大人数のチームの場合、私たちが通過した巡礼宿から次の

巡礼宿に、『友の会』などのネットワークから、連絡が入る仕組みです。 

 日本にも支部があり、毎年世界各地から支部がスペインに集まり、巡礼道の維持保全を

検討しています。これまでの経緯から、桜美林大学巡礼チーム、及び、その指導を続けて

来た桃井和馬は、日本の『友の会』と全面的協力関係にあります。 

 『日本サンティアゴ友の会』の方にリクエストすれば、事前に説明をして頂くことも可

能です。桃井は、2019 年 11 月 16日に予定されている『日本サンティアゴ友の会』の総会

で、1 時間の講演を行いました。 

 

【通信環境】 

 

①携帯の海外ローミングサービスを利用した場合、24時間、連絡を取り合うことができ

ます。 

 しかし、ローミングサービスを有効にした場合、電話を受ける側も、かける側も、国際

電話の料金が必要となるため、有効にしているのは桃井だけです。 

（桃井は、スペイン国内だけで使用するスマホも携帯するので、2 台を使用することにな

ります） 

 

②学生は機内モード。学生たちは大抵の場合、料金が発生しない〔機内モード〕にし

て、スマホを使用します。 

 

③GPS の使用 

 機内モードにした場合も、GPS は使用できます。そこで、あらかじめダウンロードして

おいた詳細な地図〔Maps Me〕により、それぞれどこにいるのかを知ることができます。

また、目的地を入力すると、地図が案内してくれます。 

④緊急時の通信 

緊急時は、ローミングモードに戻して、桃井のスマホに電話を入れます。 

（スペイン国内にいても、学生、桃井の双方に国際電話の料金が請求されます） 

 

⑤緊急時の情報説明の徹底 

学生には緊急時の状況説明など、端的に伝えるよう事前に練習します。 

 

 ⑥安否確認(bar の Wi-Fi) 

大抵の村や町では Wi-Fi が繋がる barがあります。（現地ではカフェを bar〔バール〕と

呼びます）」 LINE などを使用して一緒にいるメンバー名をグループ LINE に送ります。

通信速度が速い場合は通話も可能です。 

 ※bar は、トイレもあるため、トイレを使用することも可能。 

 ※水や食料の調達も bar を利用できます。 

  （1 杯 1€程度の飲みモノを注文するのが礼儀です） 
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【難易度】 

 

 サンティアゴ巡礼で通る道の難易度は、それほど高くありません。 

 高い山でも 1000m 以下。多くの場合、村、町、丘が点在する平原を歩く事になります。 

 

 歩くのは 1 日 20～30km。背負う荷物は、8～10kg を推奨。 

  

 最初の 1週間くらいまでは、疲れも溜まる一方で、精神的にも苦しい時間が続きます。 

 しかしそれを越えたあたりから歩くことに慣れ、歩くことを楽しめるようになります。 

 幹線道路もあり、交通ルールを守ることが必至で、徹底的に身を守る行動が取れるよう

繰り返し指導します。  

 

【事前準備】 

 

① 1 泊 2 日の 50km 歩行訓練（1 月末～2月初旬を想定） 

 

  1 日目（30km） 

    京王線「聖蹟桜ヶ丘」 → 多摩川のサイクリングロードを経由して 

     → 『五日市協同ひだまりファーム』まで  

 

  2 日目（20km） 

   『五日市協同ひだまりファーム』 → 八王子駅  

     

    『五日市協同ひだまりファーム』 

   所在地：東京都あきる野市戸倉 863    

   電話番号：042-596-0103 

 

 宿泊料金として、千円程度が必要になります。 

 

  この歩行訓練にて、 

 1/ 雷対応 

 2/ チーム間の緊急連絡訓練 

 3/「ホイッスル」や「鏡」を使った連絡実践などを徹底的に訓練 

 4/ 1 時間に 1 回の休憩の徹底(バラバラになることを防ぐための安全策です) 

 

② 12月 15日「餅つき」、及び 20km 歩行訓練。 

 町田～一本杉公園（恵泉女学園の隣）までの往復路を歩きます。 

 当日は一本杉公園の古民家で、多摩の有志たちが、サンティアゴ巡礼道プロジェクトに

参加する学生を囲み、応援の「餅つき」を行います。 

 すでに過去 4度行われている恒例行事で、ここで、巡礼が多くの関係者の方々に支えて

いただいていることを体験します。 

③個別カウンセリング 

 引率者とのカウンセリングを随時行います。 

 今回は、すでにサンティアゴ巡礼道を 950km 歩いた経験を持つ女性メンバーが参加し、

女性特有の問題なども個別解説してもらいました。 

 

【最小催行人数】 

5 名以上とする。それ未満の場合はプログラムを中止とする。 
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８．終わりにかえて 

 

 

 本来 2020 年 2 月 10 日～3 月 25 日までの予定だったスペイン巡礼道プロジェクトは、新

型コロナウイルスの爆発的な感染の影響から、2 週間短縮し、3月 7日スペイン発、翌 3 月

8 日に帰国する運びになりました。（帰国後は 3 月 22 日まで 14 日間の自宅待機を実施。全

員が無事に自宅待機を終えることが出来ました） 

 

 3 月 6 日時点で 365 人だったスペインの感染者数は、自宅待機が終わる 3 月 22 日の時点

で 28,572 人を記録。たった 2 週間で感染者数は 70 倍強と、スペイン国内だけでも爆発と

しか喩えようのない幾何級数的な患者数の増加を生み出したのです。 

 

 巡礼を続けていた私たちのチームは、3月 1 日、スペイン北部の都市レオンに到着しまし

た。日本の方がまだ圧倒的に患者数が多かったのですが、現地で情報収集を続け、大学関係

者と緊密に意見交換をする中で緊急帰国する決定をしました。 

 

 刻一刻と変化する新型コロナウイルスの社会的、および感染状況。その中で、私たちが大

切にしたかったのは、サンティアゴ巡礼道を歩く上で大切にした 2つの基本です。 

 

 ①自分の体調と命を守ることを最優先に考える。 

  

 巡礼中、たとえ節約したとしても、毎日バランスの良い食事を取ることで体調を守る必要

があります。つまり命を守る上でも、節約には限度があるわけです。 

 

 登山用のヘッドライトやゴアテックスのアウターなど、装備は本物を使う。そのことで、

危機的状況に遭遇しても、命を守る確率は格段に高まります。 

 

 また、道に迷った場合、どんなに疲れていても、1～2 時間多く歩くことになっても、最

後に見た「巡礼道の黄色いサイン」を見つけることができる場所まで戻る。そのことが結果

的に自分の身を守ることにつながるからです。 

 

 ②「変えられるもの」「変えられないもの」を識別する知恵を持つこと。 

 

  巡礼中、何度も学生たちと、これをテーマに話し続けました。 

 

  たとえば、原発は止められるか、止められないか？ 東日本の大震災後の数年は、日本

の原発すべてが止まっていました。しかし、電力はあった。つまり、原発は止められるので

す。 

 

  たとえば、地震の発生は止められるのか、止められないのか？ 

  地震が地球の出来事である以上、地震事態は止められないもの。変えることのできない

ことです。しかし一方で地震に備えることはできる。 

 

 たとえば、天候が崩れて降る雨は止められる、止められない？  

 雨は自然状況なので、基本的に止めることは出来ません。つまり、変えられないものです。

であるとするなら、雨が降ることに対し、文句を口に出さず、ひたすら奥歯を食いしばり、

雨への不満を口に出さないことこそが、本当の意味で自然を受け入れる態度ではないでし
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ょうか？ 

 しかし東京において、突然雨が降ってくると、若者たち、いえ、多くの大人までもが一斉

に雨に対して、悪態をつくのではないでしょうか。 

 巡礼を経験する前の学生たちは、変えられるものを変えず、変えられないものを変えよう

としていたのです。歩く中でその事実に気づき始めたそれぞれのメンバーは、次第に雨に打

たれても、足の裏一杯にマメを作りながらも、奥歯をグッと噛みしめ、冗談を言いながら、

笑顔を浮かべながら、20～30キロの道のりを歩き続けられるようになりました。 

 参加学生たちは、「変えられるもの」と「変えられないもの」を識別できるようになった

のです。 

 

 では、今回の新型コロナウイルスとは、どのような存在なのでしょうか？ 

 私たちはどのように対処すれば良いのでしょうか？ 

 

 まず、ほとんど、どのようなウイルスかが分からない状況で、私たちは自分たちの体調と

命を守ることを最優先しました。 

 その帰結として、情報を集めるために、また交通の便を考慮し、あえてレオンという街で

停滞し、歩かないことを選択しました。 

  

 次に、まったく新しいウイルス災禍が、その時点の私たちにとって「変えられるもの」な

のか、「変えられないもの」なのかの判断を冷静に続けました。 

  これが自然の猛威であり、素人の私たちにはまったく「変えられない」状況でした。 

 できることがあるとすれば、手をこまめに洗い続けること。また大勢の人との接触を避け

ることくらいでしょう。気合いややる気だけでウイルス感染を防ぐことはできないわけで

す。 

 

 緊急帰国をした場合、およそ 6万円の航空運賃が必要になるということも分かりました。

これは学生たちにとって決して小さくない金額です。その時点で日本政府は、「感染症危険

情報」にスペインをまったく含んでいませんでした。そのため、緊急帰国したとしても、旅

行保険の適用範囲ではなく、航空券の費用もそれぞれが払う覚悟しなくてはならなかった

のです。 

 

 停滞の不満と、翌日のこともまったく分からないという不安。追い打ちをかけるような余

計な出費。 

 そんな状況にあっても、私たちは緊急に物事を決定する必要がありました。 

 その時にもう一度確認したことが、巡礼道における、2 つの基本です。 

 

 新型コロナウイルスという、私たちには「変えられない出来事」を前に、私たちはまず「命

を守る選択」をする必要がある。そのためには、学生には決して小さくない出費もやむなし

という結論を導き出したのです。 

 

 今回の緊急帰国とは、まさに巡礼道を歩いたからこそ達した「合意」でした。 

  今回は、巡礼を中断しての緊急帰国になってしまいましたが、しかし、多くのことを参加

したメンバーは学ぶことができたと確信しています。 

  

 その中でも一番重要なことは、私たち人間は、この地球上で生かされている事実。 

 その前提を前にすれば、私たち人間には、地球の声をしっかり聞くことが必要なのでしょ

う。 

 その揺らぎなき自然界の摂理を、私たちは今回のスペイン巡礼道プロジェクトから学ん

だのです。 
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 これを持ちまして、恵泉女学園大学の「サンティアゴ巡礼道プログラム」の報告を終わり

にします。 

  

 最後に、新型コロナウイルスのアウトブレイクのまっただ中に置かれたスペインにおい

て、お世話になったすべての方々の健康が守られていることを心からお祈りいたします。 

 

 1ヶ月強、私たちの旅を応援してくださったすべての皆様に心からのお礼を申しあげます。 

 

                    桃井和馬（恵泉女学園大学特任教授） 
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