
「ごじゅうにまんごせんろっぴゃくふん」
　みなさんは、「525,600分」とは何のことかわかりますか

（前期に私が担当した「キリスト教学入門Ⅰ」を受講した人は、

わかりますよね）？これは365日×24時間×60分、すなわち

「一年」という時間を「分」で表したものです。

　映画化もされ、1998年と2018年には東京公演も好評を

博したブロードウェイ・ミュージカル『RENT（レント）』の

代表曲“Seasons Of Love”には、この「525,600分」つまり

一年という時間をどのように計ればよいか、という問いか

けが印象的に繰り返されます。お昼の回数や日没の回数で

数えるの？飲んだコーヒーの数？インチやマイルといった

長さで計るの？笑った数？ケンカした数？という問いかけ

に続き、この歌は一年という時間を「愛」で計ったとしたら．．．

と問いかけます。さて、それではあなたは普段どんな風にして

時間を計っていますか？

二種類の「時」
　「そんなの、もちろん時計で計るに決まってるでしょ」と

いう答えが聞こえてきそうですが、果たして本当にそうで

しょうか？たとえば「90分」という時間を考えてみましょう。

授業で過ごす90分って、永遠に続くんじゃないかってくら

い長くないですか？それに比べて友だちや好きな人と過ご

す90分は、あっという間に過ぎてしまいますよね。どちら

も時計で計れば同じ90分なのに、どうしてこんなにも違う

のでしょうか？

　それはきっと、私たちがそれぞれの「時」に見出す意味や、

感じる価値の違いなのではないでしょうか。新約聖書が書

かれたギリシャ語には、時計で計る客観的な“時間”を表す

「クロノス」と、特定の機会や主観的な“とき”を表す「カイロ

ス」という言葉があります。時計で計ることのできる客観的

な「時間」（クロノス）は、誰にとっても共通で、だからこそ私

たちが社会的な生活を営むことを可能にしています。一方

で、そこに見出す意味や価値は一人ひとり、また場合によっ

て異なっており、すなわち主観的な「時機」（カイロス）と呼

ぶことができるでしょう。

ひっつきむしの戦略
　だとすれば、「同じ」一か月（または半年や一年）の間にあ

の子はあんなに成長したのに、私は足踏みしてばっかりだ、

などと落ち込む必要なんかないのかもしれません。

　皆さんは、「ひっつきむし」という植物を知っていますか？

草むらをかき分けて歩くと、服にトゲトゲの実がついてく

ることがあるでしょう。正式な名前を「オナモミ」というの

だそうです。このトゲトゲを割ってみると、細長い種と短い

種がぎゅっとくっついて詰まっています。このうち、細長い

種はすぐに芽を出し、短い種は芽が出るまでに時間がかか

るのだそうです。種が落ちた場所によっては、他の草が伸び

る前に早く芽が出たほうがいい環境である場合があります。

しかし、少し待ってからのほうが育つ環境が整う場合もあ

るようです。オナモミは生き残るために、あえて早い種、遅

い種を宿しているというわけです。ひっつきむしから私た

ちは、誰かと比べて「今日」の値打ちを計ることには、あまり

意味がない、ということを学べるのではないでしょうか。

「今日」という日はプレゼント
　ここで、歴史家・作家のAlice Morse Earle（1851-1911）

という方の言葉をご紹介したいと思います。

　　Yesterday is history.

　　Tomorrow is a mystery. 

　　Today is a gift.

　　That's why it's called the present. 

　　「昨日」は歴史だが、

　　「明日」は未知で、

　　そして「今日」は贈り物。

　　だから「今日」のことをプレゼント（現在）と呼ぶのです。

　今日という一日があるために、私たちはいろんなものや、

様々な人や、そして聖書によれば神様から、どれほど多くの

恵みを受けていることでしょうか。その一つが欠けても、こ

の「今日」は存在しなかったことでしょう。なんと（言葉本来

の意味で）「有難い」ことか。

　このプレゼントは、誰にも等しく与えられています。もち

ろん等しく思えないときや、比べてみると実際に等しくな

いこともあるかもしれません。しかし比べるまでもなく、あ

なたにとっての「今日」は、あなただけに与えられている「今

日」なのです。

　明日のことが心配になるこんな時だからこそ、この「今

日」をまず丁寧に生きてみませんか？

「今日という贈り物」　“ Today is a Gift. ” 
マタイによる福音書６章33～ 34節  Matthew 6:33-34

大学宗教委員長・宗教センター長　澤村 雅史　

1

後期主題

主題聖句

「今日という贈り物」（マタイによる福音書６章33～ 34節）

  “ Today is a Gift.”   （Matthew 6:33-34）

何よりもまず、神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものはみな加えて与えられる。だから、
明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労は、その日だけで十分である。
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秋季宗教強調週間

日本福音ルーテル広島教会　牧師　立
たて

野
の

 泰
やす

博
ひろ

 先生

10月10日（月）～ 14日（金）は、 秋季宗教強調週間です。

　*10月10日（月） 　特別チャペル　12：30～12：50（ゲーンスチャペル）

　*10月11日（火） 　キリスト教の時間　13：00～13：45（砂本記念講堂）

　　フィリピの信徒への手紙 ２章16節

　　『自分のなかに「ことば」があるか？ ～中近東で平和を語ってみた～』　　

　　日本福音ルーテル広島教会 牧師　立野 泰博先生　

　*10月12日（水） 　特別講演会　13：00～ 14：30（砂本記念講堂）

　　コリントの信徒への手紙 二 ５章 17節

　　『青春って密！地域って密？愛は非密！

　　　　　　　　　　～アフターコロナに「新しい密」をスタート～』　　

　　日本福音ルーテル広島教会 牧師　立野 泰博先生

　　二胡演奏：吉田 優子さん　　ピアノ演奏：三輪 真理さん

　　★講師を囲む懇談会　14：45～ 15：45（ゲーンスチャペルロビー）

　*10月13日（木） 　木曜日チャペル　12：30～12：50（ゲーンスチャペル）

　　オルガンコンサート　大学オルガニスト　玉理 照子 先生

　◆学内献血　10月21日（金） 　受付 12：30～16：30（ヒノハラホール前）
二胡

吉田 優子 さん

ピアノ

三輪 真理 さん

講師紹介講師紹介
メッセージ

　コロナ禍で「新生活様式」が最初に示されました。振り返って

みるとこれは「できない」ことを探すことでした。今までやって

きた普通の事が「できない」。この「できない」が増えていきました。

　ところが「できない」から生まれたよいこともありました。手

洗い、消毒、うがい、マスクが習慣化され、インフルエンザの影響を

受けずに済みました。出張会議が減り、自宅での時間が与えられま

した。無駄な会議？時間がなくなり、発言者も的確に意見を言う

ようになりました。往復の移動時間もなくなり、家族と過ごす時

間が増えました。などなど。まわりの方々には「無駄な付き合い

飲み会がなくなった」「電車がいつもすいている」「映画館でゆっ

くり見ることができる」「無駄な動きをしなくなった」など。新生

活様式で「ゆとり」ができたという意見も聞きます。意外と視点を

変えることで本来あるべき姿を再確認できたのかもしれません。

　ただ、コロナ禍と戦争で生活様式の変化は大きな影響を与えて

います。経済など元に戻さないといけない部分もあります。今

後アフターコロナで起こる揺り戻しにストレスを感じる人が増

えるかもです。それでもコロナ禍の中でみつけた「よいこと・で

きること」を確認してみたいと思います。他者を思いやり、生き

方に余裕を持つということが再確認できれば、そこから新しい地

域コミュニティが再創造されていけばと願います。

　神様はすべてを益と変えて下さる。どんな状況の中でも必ず

益となることはあります。コロナ禍を通して益となった事柄を考え、

実はもともと必要だったことに気がつきたいものです。

　広島教会ではコロナ禍の非常事態宣言の中であえて「こどもも

大人もだれでも食堂」を始めました。「るうてる食堂クレヨン」です。

なぜあえて「できる」に挑戦したのか？コロナ禍で見つけた大切な

ことは何か。そこで何がわかったのかをお話しできればと思います。

　講演は二胡とピアノの演奏と共に行います。話だけでなくめっ

たに聞けない二胡の生演奏でゆっくり癒されてください。皆さ

んにとって心安らぐ時間になればと願っています。

講師：立
たて

野
の

 泰
やす

博
ひろ

 先生

 （日本福音ルーテル広島教会 牧師）　　

1960年熊本県南阿蘇立野生まれ。62歳。ルー
テル教会牧師。九州学院高校聖書科教師時の教
え子に、ヤクルト村上選手、阪神島田選手など多数

（自慢）。コロナ禍の中、昨年「るうてる食堂クレ
ヨン」を開始。地域コミュニティこども食堂と

なる。趣味は陶芸。いまはビアマグ作りに没頭
中。海外のこども支援（パレスチナ、タイ、フィ
リピン）継続中。宗教宗派を超えて活動。臨床
宗教師の資格をもつ。

二胡：吉
よし

田
だ

 優
ゆう

子
こ

 さん

音楽好きだった父親の影響で幼少の頃よりピア
ノを始める。短大卒業後単身シンガポールへ渡り
１年間の滞在。チャイナタウンで中国音楽に触
れ二胡の音色に魅了され、帰国後演奏を始める。
2011年に開催された「東日本震災チャリティー
コンサート」に出演。それをきっかけに、市民セ
ンターや病院等での演奏活動を開始。地域融和
を担い、平和を愛する音楽家。

ピアノ：三
み

輪
わ

 真
ま

理
り

 さん

熊本県出身。広島在住のシンガーソングライ
ター、ピアニスト。幼少期から高校までクラシッ
クピアノ及び作曲を学ぶ。現在は広島を中心に
ピアニストおよびキーボーディスト、ボーカリ
スト、作詞家、作曲家、教会オルガニストとして
幅広く活動中。
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キリスト教に基づくエッセイ 48

義父の形見の色紙

人間生活学部 管理栄養学科 村上　和保 教授

　このたび、チャペルだよりの原稿依頼をい

ただいた。これまでの広島女学院大学での日々

を振り返るよい機会と考え、ひとりの高齢者

の立場で人の命や死というものについて少し

ばかり所感を述べてみようと思う。このテー

マを選んだ理由は、若い頃に比べ自分の人生

で残された時間に限りがあるという実感が強

くなっていること、そしてもう一つの大きな

理由は、過日義父の臨終を目の当たりにした

ことである。

　私の義父は教員を40年近く務め、定年退職

後は地域の教育行政の支援、地域自治会の仕事、

菜園の世話、習字の指導などで忙しく充実した

老後を送っていた。なかでも習字に関する造

詣は深く、若かりし頃、事情により書家として

人生を送ることは許されなかったが、書家とし

て独立してもそれなりに食べていける腕前で

あったように思う。ともあれ60歳で定年退職

後 20年余りは穏やかで心豊かなシニアライフ

であった。今となれば一緒に中国旅行をした

ことも忘れ難い思い出である。しかし、さすが

に寄る年波には勝てず、晩年は腎臓がんを発症

し入退院を繰り返すようになった。年齢、体力

と相談しながら可能な治療は一通り試みたが、

思うに任せず最後は緩和ケア病院へ転院する

こととなった。そして転院して１か月余りで

とうとうその日がやってきた。その日、私は通

常勤務に就いていたところ、夕方、病状が悪化

したとの連絡を受け、急遽車を飛ばして病院に

向かった。病室へ入った時にはまだなんとか

意識はあり、無理をすれば会話ができるくらい

の容態であったが、酸素吸入下で苦しそうな息

づかいをする義父を前に、あれこれと話しかけ

ることははばかられた。命の糸が切れかかると、

ただ息をするということですらこんなにも辛

い作業なのかという思いで、ただ見守るしかな

かった。それから数時間小康状態が続き、臨終

の時は突然やってきた。呼吸が急に不整にな

り数回大きく乱れた後、すーっと息を引き取っ

た。それは決してドラマにあるような劇的な

光景ではなかったが、義父の臨終は私に人の命

や人生について再考させてくれる機会を与え

てくれた。先人の言葉、「死は万人に平等に与

えられたもので、人間にとって最後の未知であ

る。人の一生は永遠の前の一瞬に過ぎない。」

が浮かんできた。私は仕事柄、物事を科学的事

象として捉えようとする習性があるが、こと人

間の臨終や人生の意味を考える場面には科学

はあまりに無力であると感じた。新約聖書の

テモテへの手紙に、「私たちは、何も持たずに世

に生まれ、世を去る時は何も持って行くことが

できない。」（Ⅰテモテ 6:7）という一節がある。

この一節の前後を読めば聖書が本意とすると

ころは別にあることは明らかだが、あえてこの

一節だけを切り取って私流に解釈させていた

だけるなら、「生を受けてこの世にいる間に何

を残していくか、そこにその人の真価がある」

という意味にとりたい。

　生前に一度だけ義父に色紙へしたためても

らったことがある。そこには教育者であった

義父の座右の銘「金を残すは下、名を残すは並、

人を残すが上」が達筆で記されている。今、私

の研究室に掛けられたその色紙を眺め、上記の

聖書の一節に思いを馳せつつ、この年齢になり

改めて自らを戒めている。

2022.9.13
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キリスト教に基づくエッセイ 49

人生は偶然の産物か。それとも努力の賜物か？

人文学部 国際英語学科　波多野 五三 教授

　それは私が小学校２年生のときの出来事で

す。私は登校中に自動車事故に遭いました。

手を挙げて横断歩道を渡っていましたが、前方

不注意の車が減速しないまま私に衝突しまし

た。全身がボンネットに乗り上げたのちに10

メートルほど跳ね飛ばされました。頭部から

逆さまに落下したのですが、仰向けに着地する

直前に幸運にも後頭部と路面の間にランドセ

ルが挟まり緩衝材の役割を果たしたお陰で奇

跡的に一命を取り留めました。ただし、二種類

の後遺症が残りました。長年にわたり偏頭痛

に悩まされただけでなく、複雑骨折をした左足

の親指が完治することはなく自由自在に動か

せなくなりました。そんな恐ろしい目に遇っ

たにもかかわらず、なぜ私は生き残ることがで

きたのでしょうか。

　大学教員になって15年ほど経った頃にイギ

リスの大学で研究に取り組む機会をもらいま

した。しかし、在英中に最愛の父が危篤との連

絡を受けて急遽帰国の途につきましたが死に

目に会えませんでした。私の良き理解者であっ

た母は昨年の８月に介護老人保健施設で息を

引き取りました。新型コロナウイルス感染予

防のために面会が許されず最期をみとること

はできませんでした。さらに、２年前の夏に急

逝した兄にいとまごいを果たすこともできま

せんでした。祖父は私が生まれた時には二人

とも既に他界していました。祖母たちとも最

後のお別れはできませんでした。幸か不幸か

私は親族が永遠の旅に出る瞬間に立ち会った

経験が一度もありません。私は、なぜそのよう

な星の下に生まれたのでしょうか。

　私のこの一連の経験はどれも偶然の産物に

違いありません。それを運命あるいは定めと

呼ぶこともできれば神の意思と捉えることも

できます。私が生涯背負った試練かもしれま

せん。しかし、私はこれらの出来事がきっかけ

で、自分なりの人生観と死生観を抱くようにな

りました。

　「物事には必ず始まりと終わりがある。人生

もまた然り。人生は一度限りの宝物。だから、

自分に与えられた運命と限られた時間を最大

限に活かしたい。」そのように信じて日々を過

ごしています。

　私は、小学生の頃、パイロット、弁護士、アナ

ウンサー、総合商社の海外駐在員などに憧れま

した。父の仕事の関係で自宅に外国人が頻繁

に出入りする国際的な環境で育ったせいか幼

少期から異文化に触れる機会が多く、中学以

降は英語を一生懸命勉強するようになりまし

た。そして、高校生になると英語以外の教科は

まじめに勉強しなくなりました。いわゆる英

語オタクでした。好きこそ物の上手なれ。高

校１年生の終わりに、将来は大学で英語を教え

ようと遂に決心しました。爾来大学の教壇に

立つまで、その決意がブレたことは一度もあり

ませんでした。ところが、一旦大学で教え始め

ると、もしかすると自分は教育職には向いて

いないかもしれないと不安に駆られることが

度々ありました。しかし、未来に目をやると「ま

だやり残したことがあるはずだ。」と感じまし

た。もう一回だけ、もう一日だけ、諦めないで

頑張ってみよう、そんな風に自分を励まして前

向きに考えました。

　人は夢を追い求める生き物です。夢を叶え

るためには誰でも努力を惜しみません。その

努力の積み重ねが喜びや自信に変わり、生きる

勇気を与えてくれます。人生とは果てしない

挑戦の繰り返しであると思います。
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た。碑巡りではそれぞれの歴史や保存に向けた様々な視点とご苦

労があることを学びました。私は広島平和記念都市建設法を知り

ませんでした。不戦に向けた、たゆまぬ努力が脈々と受け継がれ

ていることを垣間見ることができました。おりづるタワーや、原

爆供養塔と韓国人原爆犠牲者慰霊碑のエリアにあるトイレの移設

などにも触れられ、現在のことについても知ることができました。

　翌日には嘉屋重 順子先生のお話を直接伺え、貴重な時間を過

ごしました。先生の脳裏に当時の場面が浮かんでいることを思う

と、心苦しく、絶対に戦争はしてはならないと何とか次の世代に

伝えたいと思いました。

　最終日は、広島女学院平和祈念式典を視聴させていただきまし

た。学びの前後で明らかに異なる心持ちでした。日々目の前のこ

とに追われてばかりで振り返ることも、先を見据えることも疎か

になっていると反省しております。定期的にこのような機会に触

れることが大切だと感じました。ありがとうございました。

人文学部 英語文化コミュニケーション学科 ４年生 荒木 しおんさん

　私は広島平和記念公園には行ったことがないのですが、オンラ

インではあっても見て回ることができて、実際に行きたいという

気持ちがより強まりました。峠三吉さんの詩を読めば読むほど

「かえせ」という思いの強さが伝わってきて辛く、とても心に残

る詩でした。嘉屋重 順子先生の被爆証言講話で触れられていた

服の色による火傷の違いや、丁度レストハウス（燃料会館）の地

下にいて助かった野村栄三さんなど、着るものや居た場所で受け

た被害の大きさが異なるのは残酷だと思いました。また、病院の

上に投下されたことを初めて知りました。風に流されたといって

も範囲内ではあったと思うので、無慈悲だと感じました。先日、

韓国人原爆被害者の李鍾根さんの講話を聴きました。二重に差別

を受け、日本名で生活していましたが、80歳を過ぎたころから

本名で被爆証言を始めたという方でした。式典でのメッセージを

頼まれた際に、他の方より短かったのにもかかわらず“長い”と

いう理由で「外国人として『切り捨てられ』」という部分をカッ

トされてしまったとおっしゃっていました。なぜ広島市がそのよ

うな決断をしたのかは分かりませんが、被爆者の方々の言葉はで

きるだけそのまま伝えることに意味があると考えます。碑めぐり

の解説の中で、トイレが韓国人原爆犠牲者慰霊碑の近くに建てら

れたことに触れておられましたが、韓国人被爆者についても変わ

らない祈りを捧げ、受けた被害だけではなく日本が行った加害の

側面にも目を向けなければならないと思いました。初めて知るこ

とも多くて考えることが沢山あり、平和について再度考え直すこ

とができたプログラムでした。

人文学部 英語文化コミュニケーション学科 ３年生 小林 依緒里さん

　去年もこのプログラムに参加させていただきました。参加して

１年が経ちますが、その時と変わらず、証言を聞ける世代であるこ

とに有難みを感じます。貴重な経験をありがとうございます。

　嘉屋重 順子先生が自分のお子さんに、自分はいつ白血病になる

んだ、と聞かれたというお話をしてくださいました。その言葉を

聞いた時に理由は分りませんがなんだか悲しくなりました。戦争

は終わっているはずなのに、嘉屋重先生ご自身も自分たちの代だ

けで戦争に関する被害や悲しみは止めたいはずなのに、第二世代

の方までが、悲しい思いをしなければいけないのか、この一度起き

敬和学園大学

人文学部　国際文化学科　３年生 渡邊 玲子さん

　私は、嘉屋重 順子先生のお話が印象に残りました。

　特に印象に残ったところが二つあります。一つは、B29を窓か

ら眺めていて、気づいたら土の上にいた、というところです。嘉

屋重先生は、B29が飛んでいたのは空襲警報が解除されたあと

だったので、窓から B29を見ていたと仰っていましたが、その

時に爆弾を、それも新型の核爆弾を落とすとは思ってはいなかっ

たでしょう。原爆が投下された後、気が付いたら畳やその下にあ

る木ではなく土の上にいたという証言が、爆風の凄まじさを物

語っていました。

　次は、黒い服を着ていた三女のお姉さんが、背中に大やけどを

負ったというところです。嘉屋重先生は当時白い服を着ていたの

で体はやけどを負わなかったと仰っていましたが、着ていた服の

色でここまで差が出るのかと驚きました。黒い服は光や熱を吸収

すると言われていますが、当時黒い服を着て広島にいた人たちは、

原爆の熱をまともに受けてしまったのだと思うと非常に恐ろしく

なりました。

　今年は広島の原爆から77年ですが、高齢化などで被爆された

方の証言を聞ける機会が減ってきている中で、今回証言を拝聴で

きたのはとても貴重な機会でした。

　今、ウクライナとロシア間の戦争が起きており、プーチン大統

領は核の使用も辞さない姿勢を取っていますが、再び核で何の罪

もない民間人が犠牲になってしまう可能性があると考えると、唯

一の被爆国である日本はそれを阻止するための策を考えなくては

ならないと思います。核を使用することの恐ろしさと危険性を、

日本は世界に向けて訴えるべきだと私は思います。

人文学部 英語文化コミュニケーション学科 ２年生 今野 善江さん

　今回オンラインでしたが、初めて平和学習プログラムに参加さ

せていただきました。まだ広島を訪問したことがなく、皆様と一

緒に平和について考えながら現在の様子を伺うことができ、この

ような機会をいただけましたことに感謝申し上げます。

　プログラムの趣旨・目的で触れられていますが、戦争体験者の

多くがこの世を去り、核による恫喝、それに短絡的に反応する好

戦的な反論を見聞きしていますと、非常に平和が危うくなってい

ると感じています。

　私は社会人大学生です。両親は昭和初期生まれで、よく戦時中

の話しを聞かされました。戦争に対して強く恐怖心を持っていま

すが、不勉強であったと今回のプログラムに参加して痛感しまし

　今年度も続くコロナ禍のため、オンライン開催とした「８. ６平和学習プログラム」でしたが、敬和学園大学、聖和短期大

学、神戸女学院大学、西南女学院大学、広島女学院大学の５校から学生・教員・職員合わせて20名ものご参加をいただきました。

お寄せくださった感想やご意見の中から以下にご紹介したいと思います。紙面の都合で全ての方の文章を掲載することがかな

わなかったことをお詫びいたします。

　プログラムは申し込みがあった方に８月４日（木）の広島平和記念公園碑めぐり、８月５日（金）の嘉屋重 順子 先生（広島女学院

同窓生、広島県原爆被害者団体協議会理事、自由美術協会会員）による被爆証言講話、８月６日（土）の広島女学院平和祈念式典

を配信いたしました。オンラインでの利点は残しつつ、次年度こそは対面で皆さまを広島での平和学習にお迎えできますよう

にと願っております。

報告 ８.６平和学習プログラム オンライン版開催報告

講師　嘉屋重 順子 先生による被爆証言
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続けることはできなかった。それでも、平和祈念式典で聞いた学

生の模索する「平和」概念に、希望の光を見る思いがしたのは救い

である。

人文学部 英語文化コミュニケーション学科 教員 川又 正之先生

　今年度も参加の機会を与えていただきましてありがとうござい

ました。関係の皆様のご尽力に深く感謝申し上げます。動画を拝

見し、貴学同窓会会長の竹内 路子様のお話の中にあった、「ロシア

によるウクライナ侵攻を知った時、浮かんだ言葉は『絶望』の二文

字でした。」という部分を重く受け止めざるを得ませんでした。戦

争が仮想のものでなく、現実のものとして勃発し、多くの貴重な人

命が日々失われつつある現在、私たちがいったい何をなし得るの

かは、容易には解答しえない、非常に重い問いかけであると感じま

す。核と戦争の永久放棄の理念を人類がいかに共有化し得るのか、

学生達とともに、考え続けたいと思います。

聖和短期大学

保育科　教員 竹内 伸宜先生

　原爆投下の地、平和記念公園付近の現地体験と、当時、被爆を余

儀なくされた嘉屋重 順子先生の語りの場に、遠隔ながら参加させ

ていただき、原爆と戦争について身近な感覚をもって考える機会

をいただいたことに感謝いたします。「戦争を知らない」世代がこ

の経験を引き継がねばならない時期に差し掛かっているという事

を同時に切実に感じました。私の父母ともに戦中世代ですが、か

つて家族での食卓の語らいの中で、父による海外の従軍体験や、母

による国内での空襲や戦中生活について語られる言葉には、決し

て「懐古」という言葉がふさわしいような体験はなかったと記憶し

ております。現代の子どもたち、青年たちが、そのような感情を受

け止める機会を、どのようにすれば日常のなかで経験できるのか

を真剣に考えることが必要になっていると感じます。最終日６日

の式典は同時間帯が本務校の行事（オープンキャンパス）と重なり、

事後視聴となりましたが、祈りの場に事後ながら参列させていた

だき、また、若い世代の広島女学院大学学生の方が、広島と平和に

ついて資料館で学ぶとともに、卒業生の被爆者の声のみならず、教

職員からもまた学ばれたというご報告に、頼もしいものを感じま

した。

　今回の三日間において、平和について深く学び、内省する機会を

いただくことができました。進行をご担当された澤村雅史先生を

はじめ、プログラムご担当の皆様に深く感謝申し上げます。

神戸女学院大学

文学部・総合文化学科　３年生 爾　三稲さん

　被爆地、広島での戦争のことを学ぶ貴重な機会を作っていただ

き、ありがとうございました。

　一番印象的に残ったことは、嘉屋重 順子先生の被爆証言での

生々しいお話です。嘉屋重先生は、負われた火傷の痕を気にされ

て手術しようかと考えたものの、せっかく治りかけた傷をもう一

度開くことは嫌だとやめられました。しかし、その傷を人に見ら

れたくないため、中学生の臨海学校での水泳が嫌だったことをお

話しくださいました。自転車で氷を買いに行かれたお姉さまが亡

てしまった出来事は、その出来事で受けた悲しみは受け継がれて

いかなければいけないのか、と感じてしまいました。もちろん、風

化させてはいけない出来事です。私たちの世代は、悲しみを感じ

続けて何も行動しないのではなく、戦争を経験した方が受けた悲

しみ、経験をどう生かすか、この悲しみが連鎖しない為にはどうす

ればよいかを考えていくべきだと思います。嘉屋重先生が自分と

同じ気持ちの人を作らなくていいように、学び、考え続けて欲しい

と仰っていました。その願いを無駄にしないように私たちの世代

は生きていかなければいけないと感じます。

人文学部 英語文化コミュニケーション学科 ３年生 若月 美羽さん

　今年は２回目の参加でしたが、より身近なものとして「原爆」、

「戦争」を捉えた時間となりました。嘉屋重 順子先生の被爆証言

では、お姉さまの被爆時の様子についてお話しされていたところ

が印象に残っています。「火傷した背中には沢山のうじ虫がつい

てそれを取るたびにやめてと言っていた」という言葉を聞いただ

けで想像を絶する辛さが込み上げてきて、何の罪もない人たちが

なぜこんな凄惨な思いをしなければならないのか胸が締め付けら

れました。被爆証言を聞く度に思うことは、まだ10才ほどの小さ

な子が火傷や怪我を負って痛みもある中で、信じられないほど強

いということです。それは強くならなければ生きることができな

かったということで、そんな状況にさせてしまう戦争は恐ろしい

です。「原爆の絵を描かなければと思っても描きたくない」と仰っ

ていたように、時折苦しい表情を浮かべながらお話ししてくださ

る姿を見て、心を削る思いで辛いことを証言してくださることが

どれだけ有難いことなのかを痛感しました。聞いた私たちにはこ

れからの世代に伝えていく義務がありますね。

　ロシアのウクライナ侵攻、中国のミサイルが台湾通過、それに対

抗するようなアメリカの動き。世界が緊張状態にあり、私たちは

混乱の中で日々を過ごしています。戦争によって苦しんだ人々、

苦しんでいる人々がいるということ、こうして何事もなく過ごせ

ることに感謝をする。それと共に戦争はいまや対岸の火事ではな

いのです。

　新潟には柏崎原発があり、いつ攻撃されてもおかしくないとい

うことを私たちは危機感を持たなければいけないと思います。そ

して平和について考える機会を持ち、戦争の無い世界、核の無い世

界を創ろうと伝え続けなければいけません。その気持ちをこのプ

ログラムを通して再確認することができました。

教務課学生係　職員 和田 献太郎さん

　「本当は８・６は、静かに犠牲者の冥福を祈りたいんですけど

ね。」数年前、８月６日を広島で過ごした際、直接ではなかったが被

爆者の言葉として聞いた時、衝撃を受けた。ここ十数年、８・６の

広島は静かではないらしい。私が訪れた年も、妙な政治団体や宗

教団体の原爆とは無関係の訴え等で騒がしかった。なぜか。恐ら

く、あの日及びその後広島で起こってきたことと、静かに正面から

向き合うのは、あまりに困難なのだろう。嘉屋重 順子先生が語っ

ていた、「もう、こんな思いをする人が出てきてほしくない。」「こ

んなことが起きない国、社会を作るにはどうすればいいか、勉強し

ていってください。」犠牲者の思いと、その追悼はこれに尽きると

察するが、とても重たい。私自身、被爆証言をノンストップで聞き

碑めぐり・原爆の子の像 配信映像（現在は公開終了）碑めぐり・原爆ドーム　配信映像（現在は公開終了）
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くなられたこと、黒い服を着ておられたお姉さまが亡くなられた

お話など、想像を絶するようなお話のなかで、非常に身近に感じ

るエピソードでした。

　また、質問に答えられている中で「黙って夏は過ごせない」と

おっしゃっていました。日本の夏には終戦日があり、戦争のこと

をテレビでたくさん取り上げられます。そのような日本の夏をよ

く表現されている言葉で、これからもこの言葉を意識し、大事に

していこうと思いました。

文学部 英文学科　１年生 長塩 春香さん

　碑巡りでは、その場を実際に歩いているかのように感じるほど

大変見やすく、また分かりやすいご説明により充実した新しい学

びを得ることができました。暑い中配信してくださり有難うござ

いました。私は原子爆弾による被害の恐ろしさを改めて理解しま

した。保全予算や人々の痛ましさの諸問題により、原爆ドームな

どの遺産を保全することがどんなに困難だったか、どれだけの

人々の強い声と力があったかを理解しました。

　被爆証言では、貴重なお話を拝聴することができ、心より感謝

申し上げます。空襲警報が鳴り響く夜とは、私の想像に及ばない

ほどの恐ろしいものであると考えます。美しい空気を吸えること、

家族と囲んでご飯が食べられること、学校に通って勉強に励める

こと、何気ない日々にかけがえのない幸せがあるのだと気づきま

した。

　原爆の痛みを深く知る日本であるからこそ、どのような軍事的

な挑発があろうと核を許してはならないと考えます。プログラム

を受講した中で理解しきれず関心が湧いたこともあるため、自分

で進んで学習しようと思います。この度は大変貴重な機会を設け

てくださり、有難うございました。

西南女学院大学

保健福祉学部福祉学科　教員 文屋 典子先生

　まず、参加された学生のお一人おひとりが平和をつくり出す人

となるための学びに真剣に取り組んでおられる姿に胸が熱くなり

ました。

　嘉屋重 順子先生がつらい記憶と向き合いながら語ってくだ

さったお話の中には、身体に残る傷跡を抱えて思春期につらい思

いをされたこと、亡くなられた二人のお姉さんに対する思い、息子

さんから発せられた「お母さん僕いつ白血病になるん」という言葉

に母親として向き合われたことなど、77年の間様々な悲しさやつ

らさと向き合ってこられたことが伝わり、そしてそのような思い

を誰にもさせたくないという強いメッセージをいただきました。

　平和祈念式での三谷院長先生のメッセージは３日間の貴重な学

びを総括してくださるような印象深いメッセージでした。被爆者

がその人生を通して語られる苦しみや悲しみ、こんな思いを誰に

もさせたくないという普遍的なメッセージは、時代や国を超えて

いついかなる状況にもあてはまる真理であり、たとえ厄介な嫌わ

れ者と扱われたとしても、その真理を伝えていくものでありたい

と、改めて大きな力をいただきました。

　このような貴重な機会を与えていただきましたことに心から感

謝申し上げます。

広島女学院大学

人文学部　国際英語学科　４年生 佐野 七恵さん

　今回のプログラムで私が思ったのは、「原爆はその地の全てを

破壊する」ということです。その土地に暮らす人々だけでなく、

そこにあった歴史的な財産やそこで誕生するはずだった物や人た

ち全てを破壊するということです。その土地に住み、幸せに暮ら

すはずだった人々の失われた生活は簡単に数字で表すことはでき

ず、私たちは被爆者の証言からそれらを想像し、痛感し、共感し、

自分の身にも起こりうることかもしれないと、世界中の全ての人

が考えなければ平和への道はないのだろうなと思いました。そし

て、考えるだけではなく、発信し続け警鐘を鳴らし続けなければ、

どこかで同じ思いをする町がまた出てきます。そうさせないため

にも、自分の心の中に平和の心を宿し、またそれを発信できる人

間にならなければいけないと感じました。

　この様な機会を下さりありがとうございました。

人間生活学部　管理栄養学科　２年生 京才 愛奈さん

　今回参加して、戦争というものは改めて怖い出来事であると知

る事が出来ました。

　小・中・高校生の時に平和学習を受ける機会があり、平和公園

を訪れた事があります。しかし今回の平和記念公園の碑巡りや被

爆証言を聞いて、当時の状況をより詳しく知る事が出来ました。

　被爆証言では、戦争中の生活や戦争が起きた日の事、戦争が起

こった後の事について詳しく知る事が出来ました。特に印象に

残った点は、父親が子どもを小学校に探しにいくという場面で、

お話からも子どもを一生懸命探している様子が伝わってきました。

戦争を体験した方の当時のお話を聞く機会はあまりないので、貴

重なお話をして下さりありがとうございました。

　現在、世界では戦争が行われている中で戦争というものは二度

とあってはならないものであると感じそして平和な世界になるよ

うに私達自身が出来る事を行いたいと感じました。

人間生活学部　管理栄養学科　１年生 堤　夢奈さん

　広島女学院中学高等学校で行われた平和祈念式を視聴して、今

私たちにできること、若い人が戦争や核兵器に揺れ動く世界情勢

を平和に導くためにできることは何なのかを今一度考え直す事が

できた。今なお続くウクライナとロシアの戦争に関して、私はメ

ディアやツールなどを通してでしか知ることはできないが、絶対

に戦争に対する恐ろしさや軽蔑感などの感情を忘れたり、風化さ

せたりせず、引き続き「知る」ということを継続させていきたい。

　被爆証言講師の嘉屋重 順子先生が講話に「黙って夏は過ごせ

ない」というタイトルをつけられたと聞いて、ヒロシマに生き、

生活している者として、戦争と平和に対する思いの度合いは違え

ど責任は私にもあると感じた。これは今年の平和式典に参加した

ときにも強く感じたことでもある。世界はもちろん日本国内にも

広島や長崎について知らない、もしくは深く学んでいない人が多

くいると知った。これは核廃絶のために人生をかけておられる私

の大先輩にあたるサーロー節子さんの活動にもつながっていくこ

とだが、核によってより残酷さ、悲惨さを増した広島と長崎の戦

争の惨状を知らなければ、核に対する恐怖は絶対にわからないと

いうことだ。

　前述したように、この事実にいつまでも悲観しているだけでは

なく、私たちのように核の悲惨さを知る者が知らない者にどう伝

えればよいのか、核がどれだけ危険なものなのか、先祖たちが体

を張って今に残してくれたこの数々の生きた証に対する思いを心

に留めてもらえるのだろうか、ということを考えながら活動して

いかなければならないという局面に来ていると感じた。

　まだ具体的に自分に何ができるのかが明確にはなっていないが、

作文コンクールや一日記者などがあれば是非参加し、まずは知っ

てもらうことを念頭に活動していきたいと思っている。

共通教育部門　教員 山口 大輔 先生

　「知識」ではなく、「現実」を学べたプログラムであった。広島市

長専決事項の話、韓国人原爆犠牲者慰霊碑横にあるトイレの問題、

神経が残っている部分に入り込んだウジ虫の話、「お母ちゃんこっ

ちに来て」というお姉さんの最期の言葉と、それを後回しにしてし

まったお母さんの話、戦争体験者であるお父さんが「（朝鮮戦争の

おかげで）景気が良くなる」と喜んだ話などである。いずれも、そ

れぞれの事情・感情・感覚・価値観が激しく交錯したゆえのつら

い「現実」である。

　知識と現実の統合は、不可欠である。現実を知るからこそ関心

が生まれ、知識を得ようとする。知識を得ては、「これは本当に真

実なのか」と不安になり、現実に会いにいこうとする。こうした心

理的揺れを感じながら、私は平和を理解していこうと考えている。
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2022年度　後期チャペル表（９月～2023年１月）

※　「キリスト教の時間」　オルガニスト：玉理 照子先生（大学オルガニスト）

＊状況に応じて変更になる場合があります。変更については随時ポータルサイトでお知らせします。

後期主題：「今日という贈り物」（マタイによる福音書６章33～ 34節）

 　　　　　　　　 “ Today is a Gift.”   （Matthew 6:33-34）

月 日
火曜日「キリスト教の時間」

13：00～ 13：45　砂本記念講堂
司会

木曜日チャペル
12：30～ 12：50 ゲーンスチャペル

９

20 22
大学宗教委員長・宗教センター長

澤村 雅史 先生

27
「賛美歌を歌おう」　 　　　★聖歌隊　　 
賛美歌のお話と歌唱指導　玉理 照子 先生　広島女学院大学オルガニスト、
広島女学院同窓生、日本キリスト教団讃美歌委員

前田 29
海外フィールドワーク

管理栄養学科

10

４

 創立記念礼拝（136周年） 
主題解説 「今日という贈り物」　マタイによる福音書６章33～ 34節より
大学宗教委員長・宗教センター長　澤村 雅史 先生
☆ゲーンス学術奨励賞授与式

澤村 ６
会計・管財課

後藤 寛幸 さん

秋
季
宗
教
強
調
週
間

10
（月）

特別チャペル　12：30 ～ 12：50　（ゲーンスチャペル）
大学宗教委員長・宗教センター長　澤村 雅史 先生

11
（火）

キリスト教の時間　13：00～ 13：45　（砂本記念講堂）
『自分のなかに「ことば」があるか？～中近東で平和を語ってみた～』
日本福音ルーテル広島教会 牧師　立野 泰博先生
　司会：大学宗教委員長・宗教センター長　澤村 雅史 先生

12

（水）

特別講演会　13：00～ 14：30　（砂本記念講堂）　　　　　　　　　　　　　 　　　★聖歌隊 　　
『青春って密！地域って密？愛は非密！～アフターコロナに「新しい密」をスタート～』
日本福音ルーテル広島教会 牧師　立野 泰博先生
二胡演奏 吉田 優子 さん、ピアノ演奏 三輪 真理 さん
　司会：大学宗教委員長・宗教センター長　澤村 雅史 先生
★講師を囲む懇談会 14：45 ～ 15：45　（ゲーンスチャペルロビー）　

13
（木）

木曜日チャペル　12：30～ 12：50　（ゲーンスチャペル）
オルガンコンサート　
大学オルガニスト　玉理 照子 先生

10月21日（金） 
◆学内献血 12：30 ～ 16：30

ヒノハラホール前

18 三輪 真理 さん（シンガーソングライター・日本福音ルーテル広島教会員） 石長 20
学生発表

「るうてる食堂」について

25
「今日の『社会』と大学における『私』の学び」
松浦 正博 先生（本学名誉教授）

中山 27
宗教センター事務課 兼 学生課

今井 妙 さん

11

１
「自身の価値観を見つめなおす。マイナスをプラス プラスをマイナス」
清胤 弘英 先生（浄土真宗本願寺派 正覚寺住職・本願寺派布教使）

澤村 ３

８

 東区連携健康講座 
「子宮頸がん予防について」
川上 洋介 先生（ウィミンズ・ヴィセオクリニック広島 院長）　

石長 10
生活デザイン学科
楢﨑 久美子 先生

15
 【本学院同窓生からのメッセージ】 

「いのちの教室」
山下 育美 先生（動物愛護 NPO SPICA 代表・進徳女子高校英語教諭）

中山 17
管理栄養学科

近藤 寛子 先生

22 中嶋 浩郎 先生（翻訳家・元フィレンツェ大学講師） 福田 24 共通教育部門　倉掛 崇 先生

29 「ひろしま音読の会」 （朗読グループ） 小松

12

１ 院長・学長 三谷 高康 先生

６
 広島女学院大学人権週間 
長下部 穣 さん（ワールド・ビジョン・ジャパン　サポートサービス部
　   　　　　　 Faith ＆ Development（F&D）担当）

福田 ８
児童教育学科 

瀧ヶ平 悠史 先生

13
クリスマス・メッセージ
日本キリスト教団 三次教会 牧師　石原 等 先生

小松 15
日本文化学科

出雲 俊江 先生

20

 クリスマス音楽礼拝 　演奏：弦楽四重奏 A.O. カルテット
ショートメッセージ：大学宗教委員長・宗教センター長  澤村 雅史 先生
献金ほか

澤村 22
クリスマスコンサート

学生オルガニストによる
パイプオルガン演奏

1

12 成人祝福礼拝

17
「学生生活を振り返って」卒業学年生による感話
管理栄養学科　大村 紗弥香 さん　児童教育学科　金信 歩優 さん

学生 19
卒業学年生による

パイプオルガンコンサート

24
「今年度をふりかえって」
大学宗教委員長・宗教センター長　澤村 雅史 先生

澤村 26
大学宗教委員長・宗教センター長

澤村 雅史 先生
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