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巻 頭 言 

一神教と多神教 

理事長 齋 藤 金 義 (昭 46 経・48 法) 

「あなたには、わたしをおいてほかに神があってはならない。 

あなたはいかなる像も造ってはならない。上は天にあり、下は地にあり、また地の下

の水のなかにある、いかなるものの形も造ってはならない。あなたはそれらに向かっ

てひれ伏したり、それらに仕えたりしてはならない。」 

出エジプト記２０章３節～5 節 

 

私は京都奈良が好きで、年に２回は京都か奈良のお寺や神社巡りをする。それも、桜

の咲く頃とか紅葉の季節に行くことが多い。最近では外国人観光客の増加で、季節の

良い時期は相当の賑わい、混雑ぶりである。特に、京都は奈良と異なり、お寺さんが

密集していて、その混雑ぶりは激しい。そういう中で、いつも気になることがある。

日本人は、普段、殆ど宗教を意識しないし、仏教徒でも神道でもないにも拘わらず、

殆どの人は仏像や鳥居のさい銭箱の前で神妙にお祈りをしている。普通の日本人にと

って、これは当たり前といえば当たり前ではあるが、上記の出エジプト記にあるとお

り、キリスト教信者の私には、どうしても出来ない。それは、神はこういう小さな仏

堂や鳥居におられない、天地創造の主であるから、いつでもどこにでもおられ、こう

いう人の手で作った場所には収まる器ではないと思うからである。また、当然のこと

であるが、人が手で作ったものを拝んではならない、という教えもある。友人とこう

したお寺や神社に行くと、自分は場違いかな、という思いは強い。それでも、私とし

ては荘厳な阿弥陀如来像などを前にすると、帽子を脱いで、敬意を表し、その芸術性

と美しさにいつも胸を打たれる。人が手で造ったものであるが、どうしてどうして人

の手の技を超えたものがあるようにも思える。ただ、どうしても祈りの対象にならな

いし、ひれ伏すことはない。 

クリスチャンでない友人は、いつもキリスト教の神は一神教だから、他者の宗教に対

して寛容ではないから、正義の名のもとに、宗教戦争を起こす。だから、一神教は嫌

いだし、間違っていると言う。それに対して、日本人は仏様でもお稲荷さんでも伊勢

神宮でも何でもそこに神は宿り、それに手を合わせるから、他者の宗教を尊重し、

神々の問題でいきり立って、戦争をしたり、人殺しをしない。寛容の精神があり、優

れていると言う。確かに、一神教の国における宗教戦争は、歴史的な事実として、抗

弁できないほど、それは悲惨な歴史であったし、現にまた、そうであるところは残っ

ている。 

現代では、さすがに、一神教＝他者の宗教に非寛容＝他者抹殺無視、そういう単純な
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図式はない。過去、確かに歴史上あったし、現在も一部、イスラムやある種の原理主

義宗教にはそれは残されているが、先進国のキリスト教社会には、もうそれは過去の

話として終わっている。 

しかしながら、一神教を信ずること及び偶像を拝まない、この２つはセットで、同時

に満たされるものであるが、その教えの根本にあることを、私は強く考えざるを得な

い。それは、一神教の教えは、優れて、何が正しいかという正義の問題にかかわる。

だから、戦争も辞さないということになりがちではあるが、大事なことは、唯一の、

変わることのない神から見て、人はどうあるべきかが、常に問われる。何を人は行っ

てはならないか、何をなすべきかが常に、厳しく問われる、これが一神教の神の本質

であると思う。もし、神が一つでなく、色々あれば、それこそ、見方や考え方、状況

に応じて、何が正しいかも座標軸はぶれるだろう。また、人の手で造ったもの、偶像

を拝まないということの意味は、宗教は常に、権力者が民から吸い上げた酷税によっ

て、壮大な仏殿や仏像あるいは神殿を作り、それを民に礼拝するよう強制してきたこ

とを考えることにある。東大寺は天皇家だし、興福寺は藤原氏である。それぞれの時

の権力者がこうした民からの重税で創り上げ、自らの権力に権威を与え、統治してき

た。言わば、統治手段としての宗教である。これに対して、一神教の源であるイスラ

エルは、もともと祭司であるモーセが国を創建し、権力者と言ってもある種の裁判官

としての位置づけであるから、元々が正義、何を人が行うことが正しいか、権力を持

っているもの、それを行使するものを含めて、律法として、権力者の権力をも規制す

る。言い換えると、権力者といえども従うべきものとして、律法が与えられている。

この一神教と偶像崇拝を禁止する教えこそ、民主主義の原点を形成するものであり、

権力の恣意性を統御する唯一の方法である。他愛ないことのように思えるかもしれな

いが、本質的かつ根源的な課題である。因みに、安倍晋三首相は、権力者であり、法

や規則を捻じ曲げている現状に対して平然と居直っている。彼は熱心な神道主義者で

伊勢神宮のお参りを欠かさない。神道は結局のところ、自分が神だと勘違いしやす

い。特に、権力者であればあるほどそうなる。神道では言葉によって権力者を規制す

る律法が存在しないから、常にかってな解釈が可能であり、かしこみかしこみ、全て

がうやむやになる。五穀豊穣、家内安全を祈る素朴な祈りと戦勝祈願を願う神社の参

拝は、正義という座標軸を持たない自然宗教の域を出ない。 
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現代に生きるに日本人の多くが、これまでの日本の伝統というだけで、無邪気に初詣

の参拝に出かけるのは、やはり、深い思索にもとづいていない行為であると思うの

は、１％に満たない日本のキリスト教徒である私一人の思いなのだろうか。 
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寮長挨拶 

3 年 経済学部 前田雄飛 

 

 先日、寮を大掃除し、寮生がもう閲覧しないであろうキルケゴールや内村鑑三の全

集が、埃をかぶりながら再び寮生によって開かれるその時まで眠っている本棚を整理

した際、50 年以上も前に書かれた寮誌や、もう少し新しいものではあるが、寮生の写

真などを発掘した。そこには当時の寮生の信仰生活の日々やよしなし事がそこはかと

なくかきつくされており、半世紀以上前の YMCA 一橋寮をしる大変貴重な資料となって

いる。かつての寮生は、大学の実学主義にどっぷりと浸かる現寮生とは比較にならな

いほど教養深く、ペラペラと数ページめくるだけでサルトルや弁証法といった言葉が

飛び交い、一方で小倉百人一首の和歌を引用した随筆にて意見交換を行うといった平

安貴族のような遊戯が繰り広げられているのである。 

ここで 1965.4.12.～に書かれた寮誌から興味深かった記事をここに引用したい、な

お登場する人物の名前は伏しているため安心されたし。 

5 月 16 日（日曜）永嶺は津田塾と合ハイ（大成功）藤原、栗生沢氏は教会の野球を 2

試合もしたとか、永嶺は上記二氏と国分寺の車内で会い、彼らにビールを飲む事を強

要した。生ビール大ジョッキに永嶺は言いたい事が皆、口から出てしまった。 

5 月 19 日（水曜）永嶺ホームシックにかかり帰宅。秋山氏は素晴らしい背広を着て津

田塾へ出かけた。 

5 月 23 日（日曜）ブルトマンの書物を神田に買いに出かけた後、東商戦のボートレー

スを見に行く。応援来た者わずか 20～30 名（その中に永嶺氏や川勝氏、彼女をつれた

空手部の硬派三宅氏がいた）。試合終了後応援団にまじってビールをただのみ、悪業は

悪業を呼んでビールを三本かすめる。途中、永嶺氏はホームシックにかかって帰宅。 

私はつまり何を言いたいのかというと、ホームシックかかって帰宅する永嶺氏のよう

に OB 諸先輩に帰寮（YMCA 一橋寮を訪問）していただき、ビールジョッキ片手に当時

の寮生活を肴にして現寮生と語り合う機会を得たいと考えているのである。 

 1887 年に創立された当会も今年度で 130 周年を迎え、さらには寮の再建計画が進み

築 38 年の当寮が生まれ変わろうとしている。このような重要な時に寮長として寮生、

OB の皆様双方に関わられることを感謝するとともに、今後の寮を OB の皆様を含めた

全会員の思い出が詰まった寮、さらには寮生と OB の皆様が交わる場にすることをここ

に約束しようとおもう。 
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寮生によるテーマエッセイについて 

会報担当 2 年 経済学部 高橋正幸 

 

 この会報第 69 号に寮生のテーマエッセイを載せるにあたって「あなたにとってのこ

れまでの寮、これからどんな寮にしたいか」というテーマを設定しました。これから

寮が再建に向かっていき、新しい寮になるという節目の時期にこのテーマを考える各

寮生が、これまでの寮生活から引き継いでいきたい寮の良いところを再確認し、断絶

することなく、責任をもって新しい寮へ引き継いでいけたら良いなという思いからで

す。 

 今年度は去年の空席も埋まり定員の 16 人で賑やかに生活を送っています。一年生が

多いということは現在の寮と新しい寮の両方で暮らす寮生が多いということです。そ

の一年生にとっての良い引継ぎ資料として、また、OB の皆さんと在寮生の寮への思い

を共有する場としてこの会報第 69 号が活きてくれるならば、会報担当として冥利に尽

きるところです。  
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「私が目指す寮」  

                       １年 商学部 今川 明人 

 

 私は、一年生の大阪府、大阪星光学院出身の今川明人です。中高時代は陸上に明け

暮れており、勉強とは無縁の関係でありました。なので一橋にまさか受かるとは思わ

ず、受かった時、「まさか…この俺が一橋⁇」となり、家族一同騒然致しました。 

 さて、YMCA 寮に入寮し、早 1 カ月になりますが、入寮してからの毎日が大変濃密で

あり実りのある生活を送らせていただいております。中高時代は、男子校といえど素

の自分を見せることに一種の抵抗がありました。しかし、この寮では共同生活を送っ

ていることもあり家に居る感覚で、素の自分を見せリラックスして毎日を送ることが

できています。また、入寮する前は「同期はどんな人なのだろうか…気が合わない人

だったら嫌だな」という心配も無用に終わり、素晴らしい同期に巡り合うことができ

て毎日食堂で言葉を交わしております。 

ただ、勿論慣れない事も多々あります。その中でも毎週火曜日の聖書研究は、聖書

には中高はカトリックの学校であったため授業で少しばかり触れていましたが、そん

な授業とは比べ物にならない位高度な読み込み、解釈を必要とします。そのため、毎

回ついてくのにやっとという状況であります。しかしながら、聖書というのは世界中

の人々が読んでいる書物でもあるため四年間通してじっくりと読み込み、聖書の考え

方を少しでも吸収出来たらなと思います。 

 話は変わりますが、大学のクラブの新歓時に一年生や上級生に、「YMCA 寮という所に

住んでいます。」と言っても「どこ？」となることに対して問題視しております。とい

うのは、YMCA 寮は一橋の中でも随一の伝統的なサークルと聞きました。にも関わら

ず、この寮の知名度は皆無。この状況を受けて、私はこの寮を一橋大学内での知名度

をもっと高めていきたいと考えております。そのためには、一橋祭に積極的に参加し 

印象に残るようなことをするのが一番かなと思います。印象に残るようなことという

のは大変難しいと思いますが、この寮の先輩・同期は一橋大学のなかでも大変個性的

な集団だと思っておりますので十分可能ではないかと思います。実際、数年前の一橋

祭でのパフォーマンスの動画を見て、これ位の事が毎年出来たら絶対に有名になるは

ずです。なので、私はこの寮を有名にするために全力でコミットしていきたいです

し、これから入ってくる未来の寮生には寮に愛着を持ってくれるような方を入れて、

どんどん盛り上げていきたいです。 

  この稚拙な文章を最後まで読んで頂きありがとうございます。これから四年間の寮

生活を応援していただければ幸いです。 
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僕らはみんな一橋寮 

  １年 経済学部 小林莉季 

 

私は、群馬県立高崎高等学校出身の経済学部 1 年、小林莉季です。 

志望校として一橋を志願し始めたのは高校３年の夏休み前くらいからで、目標程度の感

覚だったので、まさか受けることになるとは思っていませんでしたが、無事合格を勝ち

取り、またこの YMCA 一橋寮に入寮することもできました。話しやすく友好的な同期た

ち、そして頼もしい先輩たちにも恵まれ、日々楽しく有意義な日々を送っています。 

寮に入ってからは日々新たなことに囲まれています。１番大きなものは自治寮というこ

とです。高校生までは家族に頼りっぱなしであった家事の多くを１人で、時には仲間と

協力してこなしていく必要があります。最初のうちは失敗ばかりでしたが、今ではもう

慣れてきました。 

次に聖書研究です。聖書の読解を通して自分とは異なる人と意見交換をし、新たに物事

をとらえる視野が広がっていっているように感じます。また聖書は現在では考えられな

いほど昔の人々が著したものなので、今とは全く違う考えも知ることができます。これ

からの４年間の聖書研究を通して、自分なりの「神」との向き合い方を試行錯誤した上

で確立したいです。 

今後の抱負としましては、大学における学業・寮での活動・サークル活動を両立したい

と考えています。OB の方々が主催してくださる海外・企業研修にも積極的に参加して、

今まで見たことのないものに出会い、新たな経験や知識を自分のものとしてきゅうしゅ

うしていきたいです。また今でも十分に賑やかではありますが、より活気に満ち食堂に

笑い声があふれるような寮にしたいと考えています。大学生活の４年間という長い期間

を共にする仲間たちとの関係を卒寮してからも失われることがないよう、かけがえのな

い時間を過ごしたいです。加えて夏明けからは寮の再建もあり、心機一転する心持もあ

りますが、これまでの寮の伝統を損なうことなく受け継ぎつつも、徐々に新たな取り組

みも取り入れていきたいと考えています。 

 

最後になりますがこれからもよりよい寮にするため寮生自ら努力していきますので、OB

の方々のサポートの方何卒よろしくお願いいたします。 
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「家族」としての寮 

１年 商学部 鳥居大朗 

 

 私は、京都市の私立洛星高校出身、商学部１年の鳥居大朗です。私は高校１年生の時

から一橋大学を志望していましたが、当時の私の成績からは想像もつかないような目標

でしたので、合格が決まった瞬間は驚きしかありませんでした。 

 この寮に入寮して早１か月、初めは全く新しい人間関係や慣れない寮生活に不安を覚

えていたことを思い出します。今では寮の同期や先輩ともいい関係を結べており、寮生

活も軌道に乗り始めたところです。聖書研究は思っていた以上に難しく、聖書から様々

なことを読み取って発言できる先輩方や同期に早く追いつかなければと考えています。 

 さて、今年の会報のテーマである、「あなたにとってのこれまでの寮、これからどの

ような寮にしたいか」ということについて記したいと思います。 

 私はまだ 1 カ月少々この寮に住んでいるのみですが、私にとってこの寮は家族に近い

ものだと考えています。これはもちろん良い面ばかりではありません。仲が悪くなれば

切ることもできる普通の交友関係とは異なり、寮生とはいい関係を結んでおかなければ

生活に支障をきたすこともあります。しかし、寮生同士が協力し支えあうことで、「家

族」のような寮生と楽しい共同生活が送れると考えています。 

 これから寮生として行いたいのは、大学での寮のイメージを良いものにすることです。

大学内ではこの寮の知名度は決して高いものではなく、寮名を言っても通じないことが

多いです。また、寮がＹＭＣＡという、宗教精神を基盤とする組織と関係していること

から、どうしても宗教色を感じてしまう人も多いようです。歴代の寮生が一橋祭などで

寮としての企画を行い、知名度や印象の向上に努めていたことは承知しています。具体

的な案はまだ思いつきませんが、この寮を出るまでに何らかの形で携われたらと思いま

す。 

 最後に、今年は寮の改築という、一橋ＹＭＣＡの歴史の中で節目となる年度です。改

築前の寮を知る最後の代として伝統を受け継ぎつつ、この寮の歴史を作っていきたいと

思います。ＯＢの方々の支援に感謝し、学習や体育会活動、そして寮行事と、忙しくも

充実した大学生活を送るよう心がけますので、これからもご支援のほどお願い致します。 
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交流の場としての寮 

1 年 社会学部 松原悠紀 

 

愛知県立明和高等学校出身の社会学部一年松原悠紀です。同じ高校出身の先輩がいるこ

とがきっかけで寮に興味をもち、二度も入寮面接をしていただくなどの迷惑をおかけし

ましたが、心優しい先輩や両親の助けによってこの YMCA 一橋寮に入ることができ嬉し

い限りです。高校時代はハンドボール部に所属しており、ポジションはキーパーでした。

ハンドボールは大学でもサークルで続けようと思っています。また、サイクリング部に

も入部しました。当面はこうした活動と学業、そして寮行事の両立が目標です。 

 さて、寮での生活は早いものでもう一か月が過ぎました。当初は不安でいっぱいだっ

たものの、大学生活に徐々に慣れてきて、寮の先輩方ともかなり打ち解けてきました。

そんな中私はこの寮が持つ様々な魅力に気が付きました。中でも密度の高い寮生同士の

交流はこの寮だけが持つ強みだと思います。私が寮に入って一日目の夜、OB の方が寮

を訪問してくださり、その日寮にいた寮生を銭湯に連れて行ってくださいました。そこ

で現寮生の先輩方と打ち解けた雰囲気で会話することができ、また、OB の方からは就

活の経験談や企業の詳細を直接聞くことができました。一人暮らしであったならば中々

得ることの難しい貴重な経験であり、縦のつながりが非常に深いこの寮だからこそ可能

な出来事だったと思います。もちろん横の同期同士の交流も盛んです。食堂に行けば大

抵一年生がおり、寮食を同じ空間で食べたり、ボードゲームを楽しんだりしています。

まだ生活をともに始めてから一か月余りしか経っていないなかでこれだけ仲の良い同

期が、今後寮のイベントや聖書研究といった日々の活動を通じて四年後かけがえのない

一生の友人となっているだろうことを予感しています。 

 これからどんな寮にしたいか、という後半のテーマについて触れたいと思います。私

はこれまでの寮生活で感じた「交流の場としての寮」であり続けてほしいと考えていま

す。それには大きく二つの意味があります。一つ目は現寮生の交流を促す場、です。今

年再建を寮は控えていますが、現在の食堂のような寮生同士が集まって会話する場が再

び設けられ、同じように機能することを期待しています。もう一つは OB と現寮生の交

流の場、です。実際に社会人としての経験を持つ方との交流は、学生が将来を考えるう

えで大変有意義なものになると考えています。そのため、OB の方が寮を訪問しやすく

なるきっかけを積極的に作っていければと思います。ただ、今の寮の親しみやすい雰囲

気に関して上級生一人一人の個性による部分が非常に大きいと感じています。したがっ

て、これから寮の雰囲気を作る立場になっていく中で、寮が二つの意味での「交流の場」

として活躍するよう微力ながらも尽力していきたいと思います。 
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大学生活と寮 

                           1 年 社会学部 弓場耀平 

 

 私は大阪府立池田高校を卒業し、一年間宅浪という期間を経て今年めでたく一橋大学

に入学することができました。関西から一橋を目指すことは、知名度、対策など様々な

困難を伴うことでもありましたが、両親、友人などの助けもあり、こうして一橋生にな

れた喜びを噛みしめております。また、この YMCA 一橋寮に入ることができ、大変うれ

しく思っています。部活は、体育会ラグビー部に所属することになりました。ラグビー

は未経験ですが頑張ってついていきたいと思います。 

 さて、今回の会報のテーマは「あなたにとってのこれまでの寮、これからどんな寮に

したいか」というものでございます。私がこの寮に入寮してまだ一か月ほどしか経って

おりませんが、寮母さん、先輩方から様々なところで助けていただき、気の合う同期に

囲まれ、本当に楽しい生活を送らしていただいております。個人的にあっというまに過

ぎていった一か月でしたが、別の意味でとらえると、それだけ濃い一か月だったのだと

この会報を書きながら思い返しております。 

 一方「これからどんな寮にしたいか」でありますが、こちらを書くのはいささか難し

く感じます。これまでの反省や過ごしていく中で気づいた希望などもあまりなく、寮生

としての経験も少ないからです。具体的にはあまり書けませんが、思い当たるものを書

いてみます。一つ目は、外から帰ってきて落ち着けるような寮、です。これは今の寮の

形を守っていきたいという意味での希望です。授業や部活から帰ってきて、食堂で寮生

と言葉を交わす、この風景が私は本当に好きです。 

 二つ目は、寮改築にあたって、新しい寮にふさわしい寮生活を送る、ということです。

今回、さまざまな OB さんのお力で寮改築にいたったという話をききました。そんな中、

私もただご支援を享受するのではなく、規律正しい寮生活を送り、聖書研究などの機会

を通してキリスト教に対して理解を深めていくことはもとより、授業に出席し勉学に励

み、部活動、その他何事においても真剣に取り組んでいきたいと思います。 

 私個人としては、すでに二回生になった大阪の友人たちや寮の先輩方から言われるよ

うに、あっというまに過ぎてしまう大学生としての時間を、後悔のないよう、また実り

あるものにしていけるよう日々精進していきたいです。 
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国立生活 2 年目によせて 

２年 経済学部 北田志聞 

 

 「何かの手違いで」という前置きが多数付いた中で YM 寮に入寮してから 1 年が経ち、

国立での生活も 2 年目を迎えることとなった。1 年の間に色々なことがあったが、現在

は無事平穏に暮らすことができている。 

 さて、今年のテーマは「あなたにとってのこれまでの寮、これからどんな寮にしたい

か」ということであるが、寮が来年には改築され新しくなるということで変化の大きい

年になると思うので、これまでの 1 年を振り返り、これから 3 年どうしたいか考えて生

きたい。 

 まずこれまでの寮生活であるが、最初は慣れないことも多い中、先輩には大いに助け

られた。また、唯一の同期である高橋正幸兄との関係も良好であり(少なくとも僕の認

識では)、それなりにうまくやってこれたのではないかと思う。 

 現在は、新しく 1 年生が 5 人入ってきて、大変にぎやかな寮生活を送っている。これ

までと違い先輩となったわけであるが先輩らしいことが何かしらできていれば良いと

思うが、しかし先輩と後輩という関係を超えて仲良くしていきたいとも思う。またクリ

スマス会担当として、今年も無事に開催できるようにしたい。 

 そして改築を迎えた後は、幹部としてこの寮を運営し、寮生を引っ張っていく立場と

なる。初年度であることから慣れないことや新たに発生する問題なども多く発生すると

思うが、同期の高橋兄始め寮生各位と協力してよりよい寮を作れるように努力したい。 

 この寮は、自分のふたつめの家といえるぐらいにアットホームな空間であると思う。

そのような空間を、改築を経たこれからも継承していきたいと思う。また、そのために

自分ができることをこれから特に考えていこうと思う。 

 

 最後に大学生活のことも少し綴っておこう。 

 授業はほとんどが数学となってしまい理学部数学科なのではないか?と思ってしまう

こともあるが、それでも数学の教員免許取得に向けて日々様々なことを学んでいる。こ

れからは卒業要件にも気を付けつつ、何を専攻とするかじっくりと考えていきたい。 

 管弦楽団は冬から春にかけてお休みをいただいたが、現在は来年冬に迎える創立 100

周年記念定期演奏会に向けての準備などで大忙しである。来年はこちらでも執行代とな

り、さらに忙しくなることが予想されるが、こちらでも頑張っていきたい。 

 

 これからは色々なところで仕事ややらなければならないことが増えるが、自分らしく

マイペースを守って頑張っていきたいと思う。 
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寮の本質 

2 年 経済学部 高橋正幸 

 

今回のテーマは「あなたにとってのこれまでの寮、これからどんな寮にしたいか」と

私自身が設定しました。入寮して一年が経ち、頼りになった四年生の方々は先に進まれ、

新たに五人の一年生が入って、寮の雰囲気はこれまでとはまた違ったものとなっていま

す。私も後輩としてだけでなく、先輩として振舞う立場になりなした。 

まず、「これまでの寮」についてですが、我々寮生は一人一人が異なった背景をもち、

異なった価値観をもっています。この差異を排除することも、統合して標準化を図るこ

と(不可能に近いと思いますが…)もなしに寮は、少なくとも私が過ごした一年間しっか

りと自立し、回っています。16 人(去年は 14 人でしたが…)の価値観が共存しながら自

治寮として機能しているといえるのではないでしょうか。組織としては「不完全さ」が

のこっていますが、その「不完全さ」が遊びとして効果を発揮しているのだと思います。 

そして、より考えるべきである「これからどんな寮にしたいか」ということです。

私自身この寮において大きく変更したい点はありません。今ある寮のかたちは現在に

おいて「自治寮」という語が意味するところの本分を果たしていると考えています。 

もしかすると、過去に寮生であった先輩方、この先寮で過ごす将来の後輩から現在

の寮を見たとき、何か違和感があるかもしれません。 

しかし、その違和感は各時点において、寮と寮生が、時流と寮生の個性に最適な寮

のかたちをなせているからこそ感じるのだと思います。そのように、常に最適なかた

ちに変わっていける「可塑性」がある寮であり続けることがこの先の寮に求めること

です。 

私の所属している弓道部は寮とは対照的で組織として規則、慣習が確立されてい

て、それはそれでしっかり回っています。 

しかしながら、個人としての色を濃く出せば、制度や他の部員との間に大きな摩擦

を生じさせてしまうことがあります。それも「部をよりよくしよう」という気持ちか

ら出来上がっていった環境なのだと思います。 

ですが、寮はそのように個人を抑圧して達成する「良い環境」づくりをこれから先

も行わずに寮らしい自治と自由を大切に、各個人が、みな心地よく過ごして行けたら

なと、思います。 
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変わる寮と自分 

３年 経済学部 川畑輝 

 

 今年は YMCA 一橋寮の再建計画が成就される記念すべき年であり、そのような年に幹部

として寮運営に携われることをとても意義深く思う。そして、本稿ではその再建を迎え

るにあたって私なりに考えていたことを書き記したいと思う。 

 私が考えていたこととは、YMCA 一橋寮に生じる不可逆的な変化と、その変化を迎える

姿勢である。 

 今年度の末頃に施行される再建工事は、寮の機能を格段に向上させ、私たちの暮らし

をより利便性に富んだものにしてくれるであろう。しかし、私たちはその変化が内包す

る現象も同時に考えなければならない。その現象とは簡潔に名状するならば時間の不可

逆性であり、私たちがノスタルジーと呼ぶ概念の駆動力となっているような概念である。

そして私は、寮に暮らす一人としてそのような不可逆性を意識して過ごしていく姿勢を

持っていたい。 

 当然のことながら時間は過ぎていき、寮はかつての在りようを部分的に失い、私たち

は新しい寮で生活をすることとなる。そして、ふと昔の寮を思い出し、懐かしむ時が来

るだろう。その懐かしさに内包されているのは、ある種の寂しさや切なさではないだろ

うか。 

 私は、その感覚を尊いものであると考える。その感覚は、大切に個々人の中に醸成さ

れるべきものであろう。だからこそ、私たちは不可逆な時間の中で、この YMCA 寮で過

ごす現在をかけがえのないものとして意識し過ごしておくべきである。未来においては

もう決して経験することのできない現在をそのように意識して日々生活を送ることは、

私たちの今と未来を豊かなものにしてくれる。 

 私は本年度に大きな改革を迎える当寮の寮幹部として、責任を持って日常の業務のみ

ならず再建工事にまつわる業務に尽力していきたいと考えている。同時に寮に暮らす一

人としては、約二年間住んできたこの寮の今を大切にしていきたいと考える。寮で暮ら

すにあたって、この二つの面での姿勢はこれからも大切に保持していきたいと考えてい

る。 

 これからの YMCA 一橋寮のますますの繁栄を願い、結びの言葉とさせていただく。 
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思慕できる寮に 

                             3 年 商学部 菊岡義洋 

 

 長い長い春休みが終わり、新学期が始まった。４月は人との出会いが慌ただしくやっ

てくるのでなかなか落ち着いて物を考える時間がとれなかったが、時が経つのは早いも

ので、YMCA 一橋寮に入ってから 2 年が経った。ここでの寮生活も残すところ後２年に

なっている。今年度の会報のテーマは「あなたにとってのこれまでの寮、これからどん

な寮にしたいか」というものであり、丁度折り返し地点にいる私にとって非常に良いテ

ーマのように感じる。これまでの 2 年間を振り返ってみると、様々な思い出が浮かんで

くるが、真っ先に思い浮かぶことは卒寮されていった７人の先輩方のことである。私に

とって学ぶべきところが大変多い素晴らしい先輩方であり、関わることができた長さは

違えども、各々の先輩方がいまの私にとってかけがえのない思い出を与えてくださった。

結局のところ、YMCA 一橋寮が小平などの他の寮と大きく違う点は寮生間の距離の近さ

であると思われる。それはこれまでも、そしてこれからも変わらないことであると思う

し、変わらないでいて欲しい。 

その上で、私にとって「これまでの寮」とはどんな存在であったかを思い返してみる

と、やはり後輩としての自己が色濃く出ていたように思う。依然として寮には素晴らし

い先輩方がいらっしゃり、また数少ない後輩である一年生の２人もとてもしっかりした

人だったからかもしれない。人が寮をつくるのだから、「これからどんな寮にしたいか」

とは、個人レベルで考えると、これからどんな人物でありたいか、つまりどの様にして

周りの寮生と関わっていきたいか、と考えてもよいと思う。昨年度は一年生が２人しか

いなかった一方で、今年度からは一年生が５人も入ると共に、三年生になり幹部代の年

になった。これまでの素晴らしい先輩方のようになれるとは思わないが、私なりに先輩

としての自己を意識していく必要があると思う。それはこれまで先輩方が行ってきたこ

とを引き継いで、しっかり引っ張っていける存在であることかもしれないし、存在感は

なくとも確かに存在し、陰から支える縁の下の力持ちのような存在かもしれない。いず

れにせよ、この一年は今までと違い、先輩としての自己をもう少し意識して暮らしてい

きたいし、一幹部として一人一人が伸び伸びと暮らせる寮にしていけたらと思う。 

YMCA 一橋寮には卒寮してからも訪れる人が数多くいる。それは、単なる一人暮らし

や集合住宅と違い、この寮で人と関わり、その思い出を懐かしむことがあってのことだ

と思う。人とのつながりに満ちた良き思い出として、卒寮した後に懐旧の情が湧く寮で

あり続けて欲しい。 
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寮の正負の側面と自らの成長 

 3 年 法学部 星一樹 

 

 僕は 2016 年入寮しました。その際、当然ながら一人暮らしは初めてで親元を離れる

寂しさを毎日のように感じていました。僕が入寮当時の四年生はよく言えば非常に個

性的で、悪く言うと非常に暴れる落ち着かない方々でした。それゆえにこの寮の人た

ちは自分と合わないなと感じており、寮の中で自分はただただ孤独を感じるしかあり

ませんでした。さらに言えばこの寮に入った瞬間からなんでこの寮に入ってしまった

のか、退寮しようかなと真剣に考えていました。聖書研究も一年生のころの僕には負

担でしかありませんでした。そのように負のものとしか寮をとらえていませんでし

た。ただ、一人実際に退寮者が僕の代から出てしまいました。その時自分はふと考え

ましたが寮には以上のような負の側面はある。けれども共同生活をして様々なイベン

トをして自主的にこの寮の運営に携わっていくのはこの寮でしかできない経験だな、

と思いました。退寮者が実際に出て自分はこの寮の雰囲気に慣れてくるにつれてこの

寮や寮の行事に関して前向きに考え臨んでいくようになりました。 

 二年生になり後輩が入ってきました。またまたここでも考え方も変わりました。後

輩が入ってきたことで自分は後輩の手本にならなければならない、聖書研究、総会な

どのイベントから食堂掃除などの日々の生活までしっかりとしていこうという意識が

芽生え始めました。また二年生になると寮におけるイベントの担当を任されます。自

分はかなり重い寮のクリスマス会の担当になりました。クリスマス会のプログラムの

構成、作成、牧師さんとの連絡を取り講演の依頼、クリスマス会で作られるメニュー

の考案、寮外への広報、寮生への通知、指揮などやることは盛りだくさんでした。そ

れを自分がすべて行わなければならない重圧も想像を超えるものでした。しかし普通

の一人暮らしやほかの寮ではできない、自治寮だからできるいい経験でした。当日も

牧師先生や一橋大学法学部長、外からいらしたゲストの方々を前に司会進行をするこ

ともなかなかできないことです。それを一つ無事に終えてこなせたことは自分として

も少し成長できたと思います。この頃にはすでに寮に対してとても個性的だけどとて

も面白い自分を成長させてくれるところだと感じはじめていました。 

 三年生になる少し手前、自分はクリスマス会を無事に終えたと思ったすぐに幹部に

なりました。幹部は寮内のすべての事案を把握、そして寮の運営に責任を持つ代で

す。その中で自分は広報となりました。広報の主な業務は新入寮生の募集、聖書研究

の進行、学Ｙにおけるイベントへの参加などです。しかしながら幹部になってまだ数

か月ですが、広報の仕事の中で新入寮生の募集は非常に大変で正直に疲れました。今

年は新歓活動の方針を変えたのも効果あって最大５名定員に７名の入寮面接者が来ま

した。これも４年間の大学生活、また大事な家族を預かるということから慎重に入寮

選考をいたしました。責任のある仕事で終わったときには心底安堵しました。 
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 現在、新一年生５名を迎え楽しく寮生活を送っています。現在の一年生は個室にこ

もることなく積極的に他の寮生とのコミュニケーションをとってくれていて自分が一

年生のころと比較すると素晴らしいことだなと度々思います。今後幹部として、また

４年生になっていくにあたって寮がどういう状況か、またほかの寮生とのコミュニケ

ーションをもっと密にとっていきたいと思います。 

 最後に。自分はこの寮でただ生活するだけでなく、イベントや自治寮であることを

通してたくさんのことを学べ、普段できない経験をすることにより成長で来ていると

思います。４年間という社会に出る一歩手前、今後も貴重な大学生活を自分しかでき

ないことをしてさらなる成長へとつなげていけたらと考えております。 
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「あたえられる寮」から「あたえる寮」へ 

3 年 経済学部 前田雄飛 

 

国立の YMCA 一橋寮で寮生活を始め早 2 年が過ぎました。入寮当時、寮運営を通じて

寮生を支えてくださりとても大きな存在であった先輩方が昨年度卒寮して、私の学年

（2016 年入寮）の幹部が始動しました。この伝統のある寮の運営に携われることを誇

りに思うと同時に、責任のある仕事を任せられていることをとても光栄に思います。 

私にとってのこれまでの寮とは「あたえられる寮」でした。聖書を手に取るのも生ま

れて初めてで、キリスト教についてほとんど知らなかったのですが、聖書研究会という

場が与えられ、難解に感じられる福音書の内容を丁寧に分かりやすく教えていただきま

した。新学期の履修登録時には、長年にわたり学部生を続けていた先輩の膨大なデータ

ベースから単位の取りやすい教授や授業の情報を大切に受け継ぎました。また毎年恒例

の BBQ の日程調整や準備など、こうしたことに関して下級生のころは上級生におんぶに

だっこであり、あたえられる立場でした。 

いま上級生になりこれからの寮を運営する立場になりました、これからは下級生をは

じめ寮生の皆に様々なことをあたえる上級生になろうと思います。今年入寮した 1 年生

5 人は気さくな連中ばかりで、入寮してすぐに皆と打ち解けており聖書研究会をはじめ

寮の行事にも積極的に参加してくれているのですが、まだ大学生としての責任感に乏し

く感じます。寮で共同生活をおくる中で楽しく過ごすことは大変喜ばしいことなのです

が、自由には責任が伴うことを肝に銘じさせ、寮生としての責任感が根づくよう下級生

を監督していこうと思います。今年度の寮は、もちろん「あたえられる」場面も多々あ

るはずですが、あたえられた以上の恵みを寮生皆にあたえる、双方向の「あたえる寮」

を目指していこうと思います。 

私は毎年、会報で寮のガーデニングの状況を報告することにしているのですが、今年

も例年通り報告することにします。まず去年の成果ですがサツマイモ、トマト、キュウ

リなどを栽培しました。気候にも恵まれ豊作の年となったのですが、ただ一つ失敗した

点があります、それはサツマイモがひび割れてしまったことです。原因として考えられ

ることは畝が低く十分水はけが得られなかったこと、収穫が遅れ成長し過ぎたことが考

えられます。今年はその失敗の経験を活かしてより良い実りを結ぼうと考えています。

また、寮の再建によってチャペルの一部がとり壊されることが決まったのですが、チャ

ペル脇にうっそうと生い茂るアジサイがこのままでは駆除されてしまいます。ですので

YMCA 一橋寮を見守っていてくれたアジサイを裏庭に移し、なんとしてでも現寮の面影

を後世に残していこうと思います。 

 

  



19 

 

共生 

4 年 社会学部 大城幹雄 

 

 入寮してはやくも 4 年目になる。３年間であるがこれまで、様々なことを経験し、学

ばせてもらった。大学生活が即ち寮生活であった私にとって、この寮に後 1 年間しか住

めないと思うと、涙で原稿が濡れてインクが滲んでしまう。このような素晴らしい寮を

これまで支えてくださった OB の方々には感謝の念が絶えない。また、同じく寮生と氏

家寮母にも感謝している。 

 さて、テーマが「あなたにとってのこれまでの寮」であるが、おそらく殆どの寮生に

とって抽象的には学びの場であったに違いない。何を学んだか、何を得たかということ

に寮生それぞれの違いがあるだろうが、私にとっての寮は異なる他者といかに共生する

かを学ぶことができる場であるように思える。 

 これまで私たちは小学生から高校生にいたるまで、多くの友達やつながりの中にあっ

たが、私はあまり人間関係に悩まされる生活ではなかった。寮生皆もそうであろう。な

ぜなら、結果的に気の合う人物同士でつるんで、自分と気が合わない人物とまで時間を

共有し続けることを強制されなかったからだ。 

 しかし、この寮ではそうはいかない。少なくとも 1 年間、同期ならば 4 年間、寮で共

に住み続けなければならない。しかも、そのメンバーは昔の友人関係のように、長い時

間をかけて醸成された「いつものメンバー」ではなく、たまたま同じ寮に住むことにな

った偶然の他者である。彼らは私にとって入寮してなかったら関わるはずのなかった他

者であり、彼らにとって私もそうであろう。お互いが異質な他者でありながら、共同生

活を送るのは、やはり「いつものメンバー」のそれとは比較にならないほど難儀なこと

である。昨年の会報で、政治を他者との意見集約と定義したが、寮生活はまさしく政治

であった。 

 このように、寮は他者と一つの共同体にあって皆がいかに幸せになるかということを

学ぶ場であった。さて、もう一つのテーマ「これからどんな寮にしたいか」であるが、

特に思うことはない。これまで通りありたいと思う。私たちが卒寮した後も、寮の伝統

を下の世代が引き継ぎ、豊かな寮生活を未来永劫続けて欲しいと思う。 
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共同生活の力 

4 年 法学部 川村 勇太 

 

 多くの大学生にとって、大学の 4 年間はモラトリアム期間の最終段階に当たり、「子

供」から「大人」へと変化していく期間といえるだろう。その中で、YMCA 一橋寮という

独特な環境に身を置き、寮生活や聖書研究、多くの OB の方々との関わりを通して、私

はかけがえのない経験をさせていただいたと思っている。 

 まず、普段の生活について、親元から離れる大学生のうち、ほとんどは一人暮らしや、

一般の学生寮に住んで、同世代との接点は学校や部活、アルバイト先くらいのものであ

ろう。しかし、YM 寮では一つ屋根の下、多くの寮生が寝食を共にし、他でのそれより何

倍も濃密な人間関係を構築している。朝まで寮で飲み明かすようなとりとめのないこと

から、社会問題について考えをぶつけ合うなど、熱い思いを共有できるような経験もし

た。こうした、同じ世代の人との密接なつながりは、ともすれば独りよがりに陥りがち

な自分の思考を相対化し、ブラッシュアップすることにつながったし、なにより長い時

間を共有した寮生は、大切な仲間になった。 

 次に、聖書研究について、週一回に過ぎない聖書研究を通して、共感できたところや、

そうでないところが数多くあり、聖書やキリスト教について完全に理解することができ

た、とは私には思えなかった。また、私たちが触れることができたのは聖書のうちほん

の一部であって、まだまだ読んでいない部分の方が多い。それでも、聖書研究を通して

私が学ぶことができたと思うことが一つある。それは、思考の「芯」を持つことが重要

だということである。これは特別聖研にいらしていた講師の先生の話の中にあった言葉

であり、その先生は信仰が「芯」になっているとのことであった。私はそれを聞き、自

分がこれまで何をするにせよいわば場当たり的に処理していたように思い、自分にとっ

てそれが信仰なのか、他の何かなのかはまだ見つけられていないが、寄りかかれる「芯」

を持つべきとの言葉がとても心に響いたことを覚えている。 

 また、先に社会に出た OB の方々との関わりも、私にとって大きな影響だった。もと

もと「ヒト」と関わる仕事に就きたいと考えていたが、財界で活躍される諸先輩方との

関わりの中で、「モノ」「カネ」にも関わり、社会に貢献することのやりがいを教えてい

ただいたことは、自分が進路を選ぶにあたってとても大きなファクターになったと思う。 

 最後に、私たち大学生にとって、ソフト面での YM 寮はこれだけ強い影響を与えてく

れるものであった。ハードとしての寮は再建を控えているが、この再建を通し、より寮

生間や寮生と OB とのつながりを密接にするなど、ソフト面への波及効果を期待したい。

私も来年からは OB になるが、自分が諸先輩方から受けたような恩恵を次代の寮生に返

すと同時に、自分の成長にもつなげていきたい。 
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「心が動く場」 

４年 法学部 祖根昂大 

 

 私が当寮に入寮し、早 3 年が過ぎた。先輩方から熱い歓迎を受け、右も左もわからな

いまま、監獄のような外観の建物に足を踏み入れたのが、ついこの間のことのようであ

る。初めての共同生活、初めての聖書研究、初めての組織運営。多くの初めてにストレ

スを感じたのか、単に水が合わなかったのか（北海道出身）定かではないが、大いに肌

が荒れたのを思い出す。当寮が、国立市という、都内と考えると田舎と言わざるを得な

い土地に在るのが唯一の救いだ。もし、当寮が都心にあったならば、北海道に慣れ親し

んだ私は、人の多さと建物の大きさに発狂していただろうことは想像に難くない。国立

市にあるにも関わらず、12 か月中 5 ヶ月は帰省していた私は、もし都心に住んでいた

ら帰省したまま二度と戻って来ることは無かっただろう。 

 さて、前置きが長くなってしまった。そろそろ本題に入ろう。 

 今回の会報のテーマは、「あなたにとってのこれまでの寮、これからどんな寮にした

いか」らしい。これまでの寮生活で得たものは何か、それを今後の大学生活でどう生か

したいかを、記述するようだ。なるほど、寮生として最後の会報に相応しいテーマだ。 

 まず、私にとってのこれまでの寮を述べるにあたり、少し過去を振り返ってみよう。

私のマーク（「怒」）の由来である新入寮生歓迎会、理解が到底及ばない聖書研究、飽き

とは無縁な寮生との交流、お世話になった先輩方の卒寮。目をつむれば様々な思い出が

とめどなく蘇る。さあ、私にとってのこれまでの寮とは一体何なのだろうか。 

 私にとってのこれまでの寮、それは、「心が動く場」であったように思う。慣れない

環境に身を置き、初対面の者と生活を共にする。時に笑い、時に口を重くし、時に気持

ちを爆発させる。喜怒哀楽、その全てが私の寮生活と共にあった。個性的な寮生から刺

激を受け、それまでの自分を見つめ直し、少しずつ変わっていく自分に気が付きながら

も、不思議と悪い気はしなかった。「心が動く場」であり、「自分が変わっていく場」で

あった。 

 懐かしい気持ちを愉しみつつ、今後を考える。大学生活は残すところ、約 1 年だ。 

 今回のテーマを確認すると、「これからどんな寮にしたいか」とある。上記の通り、

これまでの寮生活の経験を、今後どう生かすかを考えるらしい。確かに、過去の経験を

未来に活用することは、自身の成長において欠かすことはできない。私自身の過去を振

り返っても、そうすることで成長してきたし、これからもそうしていきたいと思ってい

る。しかし、今回に限り、私は敢えてそれをするつもりはない。 

 残りの約 1 年、私はこれまでの寮生活を繰り返したいと思っている。難解な聖書と真

剣に向き合い、寮生との馬鹿話に花を咲かせながら過ごしたいのだ。きっとそれが、卒

寮後の自分を支える精神的支柱になると思う。 

 さあ、最後の 1 年だ。思う存分、心を動かそう。 
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アイムホーム 

4 年 社会学部 建内瑛貴 

 

 今まで寮生はこの寮での大学 4 年間に対して楽しい思い出もあれば、悲しかった思

い出など記憶は様々であろう。それでも、今までこの寮で生活を送ってきた寮生は、

個人の中での視野や考え方が広がった学びの場であったという共通認識は皆持ってい

るのではないだろうか。18 年間慣れ育ったドイツを離れ、日本人でありながら異国の

地を訪れたという感覚が強かった私にとって、この寮で送った大学生活は、単なる共

生という意味合いだけではなく、日本の社会や文化をより深く理解するための学びの

場でもあった。この寮に入寮したことによって、はじめて親元を離れて自立した生活

を送るだけではなく、はじめての日本生活の体験でもあったので、右も左も分からな

かった私にとって、最初はカルチャーショックが非常に大きく、寮の規則や伝統、共

同生活という実態にすごく違和感を持っていた。はじめは、この寮の生活になじむこ

とに対する反発心や周囲に合わせることの葛藤を抱えながらも、寮生活を送ること

で、いろんな貴重な体験を経験し、たくさん楽しかった思い出を作り、寮生活を振り

返ってみれば、あっという間に寮生生活も終わりが近づき、4 年間の寮生活で苦労し

た記憶がなかったといえば嘘になってしまうが、楽しかった思い出の記憶の方が圧倒

的に多かった。それは、共に寮生活を送った上級生や OB の方々の楽しい寮づくりへ取

り組みがあってのことだと思うが、それ以上にこの寮に内在している学びの場や共同

生活に秘めている可能性こそが楽しい寮の源であり、魅力ではないだろうか。 

私は、この寮での学びとして聖書やキリスト教に対する理解や考え方をより深める

ことができたというのもあるが、それとは別に日本の組織の在り方や日本人の価値観

や思考など、今まで体験したことのなかった新しい発見があるとても刺激的な時間で

もあった。私は大学生活の中で、寮以外のサークルや体育会活動には参加してこなか

ったため、OB との交流会や海外研修、学 Y 活動などをはじめとし、寮のイベントには

積極的に参加し、企画する側の立場でもあった。その中で、寮生とより多くの楽しい

時間を作ることができ、思い出深い記憶もたくさん残すことができた。もちろん、寮

生活の中で、すべてが円満というわけではなく、当然大変な時期や苦しい時期もあっ

たが、このような苦難を乗り越えることができたのも同期をはじめとし、4 年間の寮

生活でかかわったすべての寮生が自分を仲間としてそのまま受け入れくれたことが非

常に大きかったと思っている。私にとって今の寮は家であり、感謝の思いがいっぱい

詰まっている場所でもある。自身の寮生活は残りわずかとなってしまったが、取り込

むべき課題として、他の寮生が楽しい思い出深い寮生活を送れるように、よりよい共

同生活の環境を築き上げ、下級生に受け継ぐべきものをしっかりと継承することだと

思っている。自分がそうであるようにこの寮の一員である誇りと感謝の気持ちを胸に

寮を守る義務と責任及び寮への愛情を持つことの大切さを未来に伝えていきたい。 
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聖書研究の意義と最後の寮生活についての抱負 

                                                   4 年 商学部 三品直輝 

 

これまでの寮とこれからの寮について 2 点挙げたいと思います。ひとつは聖書研究に

ついてのこと、もうひとつは寮生活についてのことです。 

まず、聖書研究について、形式としてこの 4 年間で大きく変わったということはない

と思います。ただし、私の価値観は大きく変わりました。入学前、私は神を本気で信じ

る行為が理解できず、宗教は例外なく怖くて危ないと思い込んでいました。一人暮らし

と迷っていたのも実は聖書研究が原因でした。しかし現在は聖書研究を続けて私は宗教

に関して寛容になり、キリスト教の精神について、少しずつですが共感できるようにな

ってきました。また、私は聖書研究を通して、見ることができないもの、確かめること

ができないものを信じるという考え方も肯定的に学べたと思います。 

自分がここまで変われたのは、当寮の聖書研究のスタイルにあると思います。あくま

で自分たちで聖書の疑問点を持ち寄るということ、知識不足でも、通説とは異なるよう

な意見でも自由に寮生と議論することができる雰囲気があること、そしてチューターの

先生方によるフィードバックがあること。この様な環境で私は自分の考えを修正し、深

化できたと考えています。言わずもがなですが、これからの寮においても引き継いでい

くべき最優先事項だと考えています。 

そして寮生活について。もともと私が寮生活を選んだ理由の一つは、一人暮らしでは

味わえない楽しい集団生活を期待したからです。私が一年生だった時、寮の伝統的な行

事が多くあり、また、寮生を巻き込んでおもしろいことを積極的に行おうとする先輩も

いました。そんな行事なり企画なりに取り組む寮の雰囲気が私は大好きで、入ってよか

ったと思いました。そして、ようやく私も 4 年生という立場になり今思うことは、私が

「入ってよかった」と感じたように後輩もまたこの寮に入ってよかったと感じてくれて

いるのかということです。 

正直、過去にあった一橋祭の出し物や四年生の追い出しを兼ねた漫才大会などは諸々

の理由で現在は行っていません。私は上記のように聖書研究等も真面目に行い、楽しい

こともしっかり取り組む雰囲気が好きです。きっと私が一年生の時に満足した寮ではな

いと思っています。ただし、問題はそれらの行事が行われてないことにあるのではなく、

やりたいことをやろうという積極性が私に欠けていると思っています。ですから、一年

生の時に先輩方を見て「入ってよかった」と感じた寮を、後輩を巻き込んで実現したい

と考えています。 
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卒寮生の視点から 

-パラダイムシフト- 

                                                   平成 30 卒 仁藤将史 

 

在寮生の皆さん、そして本稿をお読みくださる方々ご無沙汰しております。昨年度卒

寮いたしました仁藤です。早いもので卒寮から三ヶ月が経過し、大学の学年暦では 1 タ

ームが終わり、新入寮生も寮生活・大学生活になれてきた時候かと思います。進学した

関係上、私も時々後輩達と大学のキャンパス内ですれ違う度に挨拶して後輩や寮の近況

を尋ねるなど比較的寮との距離感が近く、まだまだ卒寮した実感が湧かない状態です。

「卒寮生」として私が語れることは少ないので、「寮生活が実生活のどのような場面で

役に立つか」という観点ではなく、「いつ寮生活への考え方が変わったか」という観点

から書かせていただきます。 

「寮」の存在を感じる時とは月並みな表現ですが、いままで寮生活と通して「当たり

前」だと考えていた物事が寮生活を失って初めて析出した時かと思います。例えば、在

寮時には騒音にしか思えなかった食堂での喧噪や夜中を通した寮生との語らいなど枚

挙に暇がありません。寮という住空間を接した同年代の友人との関係性は実家暮らしや

一人暮らしでは得られない「寮の良さ」だと思います。 

在寮時から、「寮のマンション化」が問題になってきおり、人間関係の希薄化から上

述した「寮の良さ」が失われつつある状態でした。他ならぬ私も寮生とは「上手く」つ

きあうことが「賢い」生き方だと考えていました。当時の先輩方から同期の誕生日に誕

生会をやることだけはアドバイスされていたため、誕生会だけは行っていました。形式

的とはいえ、同期との親睦を深めることの大切さを実感したのは 3 年生で幹部となり、

寮運営に責任を持つようになってからでした。人的紐帯を欠いた状態では縦割りの仕事

役割しかこなせず、寮生に対する責任を果たせなくなっていたでしょうし、「寮の良さ」

を実感できず寮生活が単なる負担になってしまっていたでしょう。先輩からのアドバイ

スは寮生活を送る上で蓄積されたノウハウの 1 つだったわけです。 

私は幸運にも寮生活に対する考え方を変えるチャンスを得ることが出来ました。はじめ

は周囲からの促された側面が否めませんが、四年間を鳥瞰してみると自分にとって寮生活

が楽しみに変わった出来事です。また紙幅の関係で書き切れないですが、同様に寮での出来

事は「その時どう思うか」は別として、現在の私の価値観・考え方の広がりを与えてくれま

した。感謝の念は筆舌に尽くしがたいですが、この場を借りて御礼申し上げます。 

御精読ありがとうございました。 
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2017/12/23 

書記 山田哲也 

大分県（豊後国）におけるキリシタン遺構について 

 

佐藤周一氏プロフィール 

昭和 30 年に生まれる。 

昭和 54 年に一橋大学卒業、川崎製鉄へ。4 年目は寮の取り壊しがあり、2 つの寮を経

験した。 

平成 18 年、転職を 5 回以上は重ねた末、法テラスに中途採用入社。 

平成 25 年、大分地方事務所へ赴任し、3 年間を過ごした。そこで豊後国のキリシタン

の見識を養った。 

平成 28 年に定年退職、長野県松本市に移住し、公認登山ガイドとしての資格を取得。

（OB 会報に詳細あり） 

 

豊後国と大友氏について 

初代・大友能直（よしなお）は源頼朝と関わりがあった。13 世紀初頭に中部九州の守

護の職に任じられ、以降 22 代にわたり大国主として君臨していた。 

 

大友宗麟とキリスト教 

大友義鎮（のちに宗麟と号す）は 20 歳で家督相続争いに遭遇。家臣団が父・義母・義

弟を斬殺するという血なまぐさい展開の後に当主に。早くから海外に憧れ、ポルトガ

ル商人との交流を経て、1551 年にザビエルと出会う。ザビエルは 1549 年に国内に来

ていたが、その 2 年後に出会ったことになる。大友義鎮は北部九州の守護職も手に入

れ、南部の毛利氏・島津氏と戦乱に。記録上の受洗は 1578 年に再婚した妻とともに。

1587 年病没。 

 

 

ザビエルとイエズス会 
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イエズス会は 1540 年、カソリック保護運動の一環として生まれた。当初の組織のコン

セプトとしては、『貞潔・清貧・聖地巡礼』。金にまみれた教理を排除し、原点に戻

った。 

ザビエル（1506-1552）はイスパニア・バスク地方城主の 3 男。パリ大学にて哲学選考

中にロヨラらに加わり、1541 年に旧教流布のためリスボンからアジアへ向かう。1549

年マラッカで日本人ヤジロウと出会い、薩摩へ。長崎・山口・京都を経由して宗麟に

招かれ豊後府内へ。 

 

戦国期キリシタン大名について 

「領国内の布教を許し」「自ら受洗した」理由は、大半が南蛮貿易の利益を求めるた

めだったのではないか。ポルトガル船一隻で数十億円の経済効果があったとされてい

たため、それで富を蓄えていた。 

実際、キリシタン大名がどこまで教理を理解できてきたのかは疑問が残る。例外的

に、高山右近のような信仰は捨てない大名は稀にだが見られる。右近はマニラに移住

し、キリスト者として生きた。 

大友宗麟は根強い信仰を守っていたが、家臣団との確執が大きく、慌てて自分が受洗

することで混乱を招きたくなかったと思われる。 

 

豊後国に花開いたキリスト教文化 

・西洋音楽は日本で初めて豊後市内で花開いた。 

・西洋式病院の建設と外科手術も 1557 年以降行われた。現在の大分市アルメイダ病

院。 

・孤児院建設 1555 年 

・ボランティア組織 

など、他の地域にはない特筆すべき文化が花開いた。 

 

ザビエルが見た日本人 
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ザビエル失意のままに日本を離れ、戦略として中国から布教を始めようと考えたが、

残念ながら病気で他界。 

・「この国国民は私が遭遇した国民の中では一番傑出している」 

・「彼ら（日本人）にとって名誉が凡てである」 

・「日本人は貧乏だが、それを恥としない」 

・「生活に節度があり、盗みをしない」 

・「妻を一人しかもっていない」 

 

キリスト教禁教令の変遷 

1． 最初は正親町天皇による禁教令（1565 年、1569 年）により京都での布教を禁

じられるが、効かなかった。天皇より力を持つ信長の支配下であったため。 

2． 秀吉による禁教令。「サン・フェリペ号事件」にて、秀吉が船員を拘束したら

しく、スペインに「日本に宣教師を送り込む」と吐き捨て、秀吉の怒りを買

う。 

3． 家康は当初開国派で貿易を推進しようとしており、1509 年には 75 万人の信者

が国内にいたとされている。（国民のうち 4~5%の信者であり、特筆すべき。

現在は国民の 0.8％と言われている。）豊後の国だけでも 5 万人以上か。 

1. マードルデウス号事件で日本人が切り殺された。報復として砲撃をした有

馬氏が懐に金を入れたとの情報が幕府に入り、禁教令が厳しくなる契機と

なった。 

1612 年に直轄地での布教禁止令 

2. 1613 年は全国規模での布教禁止 

3. 1616 年に「下々百姓に至るまで」 

 

禁教令下での豊後国キリシタン（メインテーマ） 

1． 岡藩（現・竹田市）での「隠しキリシタン」の話は非常に興味深い。 

藩主が「隠した」とされている。形式的に信仰を捨てたことになっているが、

裏では続いていた。久住山の硫黄をイエズス会は欲していた。 

・岡藩という言葉は当時はなく、オカジョー（今の岡城、石垣だけの城）とい

うポルトガル語からきたのではないか。 
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・墓は標高 1300 メートルの高地に。一目につかないところに作ったのではな

いか。 

・古田織部の血縁家老と仕事をしていたが、洞窟礼拝堂をつくり宣教師をかく

まっていたという話もある。（配布資料に写真有） 

・「聖ヤコブ石像」「サンチャゴの鐘」これはサンチャゴ病院は長崎にあった

病院だが、長崎布教をしていた宣教師の戦利品がどういう訳か豊後国に渡り、

残されたという話。その後発見を避けるためヤコブ石像は壊されたが頭部だけ

は見つかっている。体部は行方不明。 

・商家で起きた地下礼拝堂事件（1738 年）、踏み絵の際に人が集まりすぎて床

が抜けたが、その下にマリア観音があった。商家の主人は役人に殺されたが、

皆殺しにならなかったのはあり得ないこと。 

・鏡処刑場鎮魂碑が示すもの。処刑された人が少なすぎるため、藩主の意向で

最小限に抑えていたことが伺われる。 

 

2． 国東半島の遺構 

山岳仏教が盛んだった。 

神道と仏教が混ぜ合わさって六郷満山文化が花開いていたが、それゆえにキリ

スト教も入りやすかったのではないか 

 

最新のトピック紹介 

「マレガ・プロジェクト」…サレジオ会神父が収集した禁教令下の豊後キリシタン関

連資料の再発見。1 万点を超えている。現在共同研究が進んでおり、目録作りが進ん

でいる。 

これからの課題としては、九州キリシタン史の研究や、戦国期におけるイエズス会の

活動研究などを挙げたい。 
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Ｙ Ｍ Ｃ Ａ 一 橋 寮 の 増 改 築 案 に つ い て       

OB 総会 講演 

2018/06/10 

講演者 田代 博 様 

書記 三品直輝 

 

経歴 

学生時代、サンピエトロの楕円形の広場等、教会の建築の学びを深める。その後、明治生命

館、渋谷ヒカリエ等の建築プロジェクトに参加。現事務所において古いイギリス風というテ

ーマで個人宅の設計、未来的な仕様の IT系の会社のオフィスの設計に携わった。 

 

大磯教会での経験 

初代の写真と二代目の建物から特徴を掴み、三代目に活かす工夫をした。主な三代目の改修

の内容は床の位置を変更することで光を通すステンドグラスにしたこと、キリスト教の建

物らしい塔の建設である。正面からの画は特に二代目の特徴を引き継ぐような改修をした。 

 

本題の YMCA一橋寮について 

大磯教会の経験を生かして、先代の特徴も大事にする。YMCA 一橋寮は初代が木造で、４

２年間存在した。二代目となる現寮はモダニズムの影響を受けた壁式の建物で現在築 38 年

である。あと１２年間もつと登録文化財になりうるので、コスト面も考えて、現在の寮の形

を生かした増改築をすることとする。 

 

現状の課題 

・扉のない靴箱は景観として真正面に見えるより脇の方がよい。また数が根本的に少ない。 

・天井は低いが高くはできないので、住みよい空間にする必要がある。 

・キッチンは今の使用状況に対して広すぎる。 

・キッチン、洗面器はリフォームが必須。 

・個室の広さは一般的ではあるが、形が長方形のため有効に活用しづらい。 

 

主な改修・増設ポイント 

・ＹＭＣＡ一橋ホール：収益の拡大と地域貢献 

・スクリーン：美観と省エネルギー 

・ベランダ：個室面積の拡大と二方向避難の実現 フレームも付き、耐震も強化。 

（ただし現状も耐震基準は満たしている。） 

・屋根：建築物の長寿命化  

・造作家具：室内空間の向上と入卒寮の容易化 
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・駐車場：収益性を拡大 一方で一橋 YMCAとして誇りある修景に努める。   

・既存設備の改修：水回り等の基本的なリフォーム 

・共用廊下：フローリングにすることで個室間の移動を楽に 

・応接室 

予算 8 千万 

 

基本計画案 

ライフサイクルコストに配慮した計画を意識し、経年劣化に強い素材や建築とする。将来対

応に最大限臨み、ホールは転用や運用の多様性を考慮、寮母住み込みの可能性も視野に入れ

る。 

 

・駐輪場、物置は後ろに移動し駐車場は 14 台にする。駐輪場を利用する寮生のため階段場

に出口を設ける。 

・チャペルは駐車場のルートも考慮して撤去するが、ステンドグラスはＹＭＣＡ一橋ホール

に引き継ぐ。 

・食堂とホールの間に事務室を造る。上は網目のベランダのため自然な光が入る。 

・ＹＭＣＡ一橋ホールは光を取り入れやすくする。ホールのライトは屋根が高いと取り替え

が大変なので天井から吊り下げる。また棟を加えて二階への圧迫感を軽減する。 

・寮室はデスクとベッドを設置、箱階段を使用。ガラスは複層で断熱する。作り付けのクロ

ーゼットを設置する。扉は引き戸にすることで中間期の快適度向上とクローゼットの空

間確保を実現する。 

 

質疑応答 

加藤さん 食堂の完成予定の写真はありませんか。 

田代さん それはこれからになりますが、図としてこのようになっています。 

縄田さん 冷暖房設備はどのようなものですか。 

田代さん 個室のものは調査して使えるのであれば引き継ぎます。ホールは空気の容積が

大きいので一般的なエアコンは効きづらいので予算が許せば床暖も考えられま

す。しかし割高のため使用頻度など考えて決めていきます。 

斎藤さん 車道と自転車の寮生の道が同じですが、なにか対策は考えられますか。 

田代さん まず広さは十分にあります。そのうえで、標識、カーブミラー、パトランプの設

置は予防にはなります。また契約者に講習を設けるというのも一つの手段です。 
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理事会だより 

 

2018年6月10日、如水会館コンファレンスルームにおいて、2017年度定時総会・定時評

議員会が開催された。 

また、総会等の一連の会議の前に、午後2時から3時まで、記念講演会が開催され、

Y<CA 一橋寮の増改築の設計・監理業務を担当されている建築家田代洋志氏による

「YMCA 一橋寮基本設計プランについて」と題して寮の増改築の基本プランが固まるま

での経緯とその基本設計の考え方が詳細に説明され、今後の YMCA 一橋寮がどのように

新生寮として生まれ変われるか、大いに期待され、楽しみな内容であった。このよう

な増改築が行われるのも、偏に OB 諸先輩のご寄附によるものであること、改めて感謝

申し上げたい。 

 

出席評議員：堀地史郎、宮岡五百里、岩谷滋雄、川添淳（5名中4名ご出席） 

出席理事：齋藤金義、渡邊徹、儀賀裕理、加藤順、縄田克之、安藤誠 

監事：西浦道明 

OB：川浦秀之、佐藤周一 

寮生：1年生：今川明人、小林莉季、鳥居大朗、松原悠紀、弓場耀平、2年生：北田志

聞、高橋正幸、3年生：菊岡義洋、前田雄飛、星一樹、川畑輝、４年生：大城幹雄、川

村勇太、祖根昂大、建内瑛貴、三品直輝、氏家和子寮母 

 

2017年度事業報告 

理事長から2017年度の事業報告が以下にとおり行われた。 

（１） YMCA 一橋寮の運営 

2017 年度の新入寮生は４名の募集定員のところ、結果的には２名しか入寮希望者がお

らず、欠員 2 名で運営された。３月に４年生 3 名のうち、1 名が就職し、2 名が進学

（1 名は法科大学院）、1 名は大学院）した。3 月には、新しく 5 名の 1 年生を募集し

たところ、7 名の応募があり、公正な選考過程を経て、5 名の入寮を承認した。この入

寮選考に備えて、入寮選考規程等の公益財団法人として、選考を公平に行うための規

程等の整備を行った。 

（２）聖書研究会、講演会及び修養会の実施 

（ア）聖書研究会 毎週火曜日の夜 7 時から聖書研究会を開催（2017年 4 月～12 月） 

講師は、引き続き昨年度と同様、国立教会牧師宮嵜薫先生及び南大沢チャペル教会水

口功牧師が行った。 

（イ）特別聖書研究会（半日修養会） 

２０１7 年 6 月に、当会 OB の宮城康智氏によるキリスト教に関する講話が行われた。

また、２０１７年６月には、当会 OB で神奈川大学名誉教授の山本通氏による講演会を
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開催した。 

（３）ＯＢと学生との交流会の開催 

（ア）2017 年 12月 23日 OB・寮生合同クリスマス会が実施された。クリスマス会の前

に下記のとおり、講演会を開催した。 

第 1 部 講演会 

講師 佐藤周一氏 （昭和 54 年法学部卒） 

演題「「大分県におけるキリシタン遺構について」 

第 2 部  クリスマス礼拝・クリスマス祝会  

クリスマス礼拝 司会 大城幹雄寮長 

説教 山本信義牧師（平成 5 年法学部卒、現在日本基督教団 八千代台教会牧師） 

（イ） 予餞会：2018 年 3 月には、如水会記念室西において、卒業する 3 名と寮生、OB7

名、寮生とで予餞会を行った。卒寮生は小谷悠樹（東大法科大学院）、仁藤将史（一

橋大学大学院 経済研究科）、山田哲也（三菱商事）の３名。 

（ウ）会報の発行は、７月号は寮生による編集、１２月号は山本通編集長のもと、OB

編集委員として川勝高宏、杉山晶彦、中村研太各氏により計画通り発行された。 

（４）国内外 YMCA との交流 

2017 年 9 月に寮生 3 名(建内、前田、川畑)の参加により、フィリピンのマニラ YMCA、

ファーイースタン大学を訪問し、交流を深めたほか、アジア開発銀行の本店を訪問、

日本室長・理事を訪問し、ADB の活動について、理解を深めることができた。帰路、

香港も訪問し、香港では、香港 YMCA、香港中文大学等を訪問し、寮生の YMCA、大学及

びビジネス交流を通じた海外研修を行った。 

(５）ホームページの作成及び法人専用メールシステムの導入(GSUITE の活用) 

HP 作成費用はフリーのソフトウェア開発者に依頼、作成金額は 109,528 円、その後保

守費用として月額５千円を支払っている。法人会計は Google 社の提供する法人専門ク

ラウドソフトで、共有ファイルの Google Drive 等の利用を含めて月額 500 円、年間６

千円の費用である。 

(６) 規程の制定 

2017 年度は以下の規程を制定した。今後とも規程の整備は必要であるので、適宜、制

定していく。 

会計規程 

謝礼金支払規程 

入寮選考規程 

印章規程については、3 月に暫定を制定し、9 月末までに制定の予定。 

(７) 常務理事の採用 

2017 年 6 月の評議員会に新任理事を選任し、公益財団法人としての組織運営を強化す

る目的で安藤誠氏を常務理事とした。寮生とのコミュニケーションの充実や法人事務
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に運営強化が期待される。 

(８）公益法人専門会計ソフトの利用及び専門公認会計事務所との業務委託契約締結 

当会はこれまで企業会計ソフト、弥生会計を寮生会計と理事会会計が別個に記帳する

形で決算事務を行っていたが、この方式であると寮会計と理事会会計との間での内部

取引の記帳など、決算業務に支障があったことから、２０１７年８月に公益法人専門

の堀井公認会計事務所と業務支援契約を締結し、同時に公益法人会計専門の PCA 公益

法人会計クラウドの利用を開始した。 

（９）YMCA 一橋寮再建募金活動 

2016 年 9 月の公益法人認可を受けて、税制上の優遇が 2017 年中の寄附金から認めら

れたことを受け、また、寮の増改築基本設計が決定されたことなどから、2017 年 12

月の会報の送付その他 HP での呼びかけを行った結果、2017 度中の建設寄附金総額

は、３４名（うち会員以外の会員親族 4 名を含む）1,458 万円となった。また、寮生

からの寄附金は 1,228 千円となり、合計では 15,808 千円となった。 

 

評議員会承認事項（計算書類等詳細は HP http://www.hitotsubashiymca.or.jp/を参

照ください） 

午後 3 時から定時評議員会が開催され、以下の事項が承認可決及び了承された。 

審議事項 

１．平成 29 年度末貸借対照表（内訳表を含む）の承認 

２．平成 29 年度正味財産増減計算書（内訳表を含む）の承認 

３．平成 29 年度末財産目録の承認 

４．過年度、平成 28 年度の計算書類修正及び特定資産取崩の承認 

５．評議員選任の件 

６．役員（理事及び監事）選任の件 

７．定款変更の件 

８．常務理事の報酬改定の件 

報告事項 

１． 平成 29 年度事業報告 

２． 平成 29 年度財務諸表に対する注記及び附属明細書 

３． 平成 30 年度事業計画 

４． 平成 30 年度収支予算書 

５． 増改築工事及び寄附金募集状況について 

６． 平成 30 年度の設備投資計画について 
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現行　理事

齋藤金義（代表理事） 齋藤金義 再任

渡邊　徹 渡邊　徹 再任

山本　通 儀賀裕理 再任

儀賀裕理 中村正俊 再任

中村正俊 加藤　順 再任

加藤　順 関　和義 再任

関　和義 佐藤　周一 新任

縄田克之 縄田克之 再任

安藤　誠 安藤　誠 再任

現行　監事

西浦道明 宮岡五百里 新任

西浦道明 再任

再任・新任　理事

再任・新任　監事
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編集後記 

経済学部 2 年 高橋正幸 

 

 会報の作成も大詰めを迎えています。寮の再建計画も本格化し、新しい寮での生活

も思い描ける昨今において、寮内を流れるこの時間と空気は新しい寮においても大切

なものとなるかと思います。そのような寮の「現在」を映す鏡ともいえるこの会報を

作成できたこと、大変うれしく思います。 

 会報作業自体は経験の乏しいこともあって理事長はじめ各方面にご迷惑をおかけし

ました。経験の乏しさを補い、手助け、指導してくださった斎藤理事長、締め切りを

順守してくださった寮生のみなさん、研究の合間を縫って寄稿してくださった仁藤さ

ん、また隣で助言してくださった前年度、前前年度会報担当の菊岡さん、川村さん、

みなさんの支えがあって、この後記を書くに至れました。この場を借りて心よりお礼

申し上げます。 

 この会報が在寮生と OB の皆さんを、また、現在の寮と新しい寮をつなぎとめる鎹と

なってくださればうれしい限りです。 
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