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巻 頭 言             YMCA 一橋ホール完成に思う 

理事長 齋 藤 金 義 (昭 46 経・48 法) 

2020 年４月、漸く念願の YMCA 一橋寮の増改築工事が完成した。これに合わせて竣工記念式を準備し

たもののコロナ騒動でそれも見送りとなり、大変残念な思いをした。もし竣工式が行われていたなら、多分こう

いうことをお話しただろうという思いを込めてお話を申し上げたい。 

現在の寮舎は昭和５４年、1979 年に再建された。躯体は鉄筋コンクリ―トであり、それ以前の木造寮舎と

比較すれば、各段に堅牢である。しかし、課題としてはコンクリ―トの個室であり、以前の寮舎との比較では

アパート化が強まり、家庭的な雰囲気が喪失されたことは間違いない。かつ、当時の建設資金事情の制約

からチャペルと呼称されていた集会室が手狭であり、ＯＢと寮生が一同に会することが出来ないという制約も

あって、益々アパート化の傾向を強める結果となった。こうした制約ある建物であったので、当初は寮を新し

く再建すべきとの意見は、ＯＢを中心に強くあった。しかし、新しく再建となると必要資金は巨額となり、かつ

躯体が堅牢な現在の寮舎を捨てることは、経済的には大きな損失であることから、現在の建物を活かし、増

改築とすべきとの意見の一致を見た。当然、増改築工事は、寮生の居住性を高めることを重視し、狭いなが

らも作り付け家具を導入することで空間を有効利用し、シャワー室や洗面所の水回りなどを充実させることを

主眼とした。食堂も拡張され、玄関も新しくされた。勿論、資金の制約から田代設計士が企画された充実の

アイデァは、かなりのことが実現出来なくなったものの、一応の居住性の向上は達成できたと思う。 

課題のもう一つは、何と言っても集会室の充実である。このため、既存のチャペルを全て取り壊し、その部

分と南側の駐車場空き地を活用し、多目的ホールを寮舎南側正面に建築した。即ち、これが YMCA 一橋ホ

ールである。ホールは寮舎から 2 メートルほど離れた独立した建物として、木造平屋、横幅 6.8 メートル、奥

行き 7.73 メートル、広さ５２.56 平方メートル、約１６坪（32 畳）の広さである。凡そ数十名は収容可能である。

正面にはチャペルにあったステンドグラスを移設し、天井も高くし、礼拝用チャペルとしても利用できるもので

ある。このホールをどのように活用するかが当会の今後の課題となっている。基本は寮生のＹＭＣＡ活動の

拠点として、聖書研究会の場や読書会などに活用が出来るが、その意味では食堂もその利用が可能である

から、やはり、寮生だけの研究会や集会だけでは 16 坪のホールは十二分にその良さを発揮することは出来

ない。当然、毎年の総会（評議員会）やクリスマス会、長らく中断していた寮祭などＯＢと寮生が一同に会す

るために利用してこそ、その利用の価値がある。しかし、それだけでは年数回の利用に留まるのであり、それ

では折角のホールが殆ど空いている状態になる。それでは勿体ないことになる。寮舎と一線を画した独立し

たホールであるからこそ、寮生の日常生活に影響を与えない形で外部の方の利用も可能なのである。 

現在、ＹＭＣＡ一橋ホール専用のＨＰを開設し、このホールを一橋大学の文化部サークルやあるいはキリ

スト教関係やその他リベラル・アーツとして価値のあるミニ講演会あるいはミニ・コンサートなどの多目的ホー

ルとして、利用を広げて行きたいと考えている。コロナ騒動でこれらの集会開催は低調であるものの、今後、

コロナには気を付けながら、当会の事業目的の一つである健全な青少年の育成事業の一環として、利用の

輪を広げて行きたい。そのためには、その準備、受け入れ体制の整備が必要であるが、寮生や当会ＯＢの

みならず、リベラル・アーツを学ばんとする団体にその門を広げることが出来れば、公益財団法人としての事

業の一つとして、非常に意義のあることであると考えている。勿論、その中心にはいつも当会会員と寮生が

いることになろう。 
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寮長挨拶 

商学部 3年 今川明人 

 

今年度寮長を務めている商学部三年の今川明人です。残り半年もないですがよろしくお願いしま

す。 

今年は、コロナの影響で寮の慣例や在り方自体を考え直す必要性を感じております。 

 第一に、寮の新歓のやり方です。従来、入寮希望者は大学合格発表後、寮にて対面の面接を行う

のですが、今年はオンラインでの面接となりました。このオンラインでの面接のメリットは入寮希

望者の負担が少ないこと。デメリットは、寮生と入寮希望者との密な会話ができないこと。その結

果、相手のことがわからず、入寮に値するかを判断できないことです。今後、ウイズコロナの時代

の中、どのように寮生を面接するかは大きな課題となるでしょう。私個人としては、合格発表後に

わざわざ東京まで来て寮で面接するというのは非常に面倒だった思い出があるので、大学受験後に

来てもらう形を取った方がよいのではと思います。 

 第二に、寮母さんの不在です。この件は、自治寮を運営するにあたっては大きな痛手でありまし

た。寮母様に寮の緩んだところ（特にキッチン周りの衛生環境など）を締めて頂いて、秩序を保っ

ていた部分もあったので、その役割を寮生自身でやるというのは非常に骨の折れるものでした。ま

た、食事の方も全て寮生で用意しなければならなくなり、改めて寮母さんのありがたみを感じまし

た。今年の 1 年生はまだ寮母さんとの交流がないので、早く交流を深めていってほしいと思ってい

ます。交流の件は、OB様方も同様です。去年までは、OB方との寮での交流会が年に数回ありました

が、今年は世間の目もあり開催することが難しくなっています。交流会の復活を願っています。 

このように何もかもが出来なくなっている時代の中、寮に閉じこもるしかない寮生同士の交流は

活発になったと思われます。授業の合間に公園で遊んだり、タコパを開催したり、BBQをやったりと

寮生同士の仲は深まりました。寮生間の交流が活発になったのは寮長として大変うれしいことです。

今後とも、寮が寮生の拠り所であるように運営を工夫していきたいです。 

  

 後のページには例年のように寮生の寄稿がありますので、ご一読ください。今回のテーマは、「心

に響くような文章を書く」というなかなかの難題でした。響かなかったら、ストライクゾーンが違

うのかと思って、大目に見てください。 

 

最後に、今後とも寮生を温かな目で見守っていただけると幸いです。時々、寮に足を運んでくだ

さい。 
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先人の足跡を尋ねて  

シリーズ第 2 回 

福田徳三 

齋藤金義（昭和４６年経済、４８年法学部） 

１． プロローグ 

 

福田徳三と言っても今ではその名を知る人は少ない。今の一橋大学の学生諸兄は殆どが知らないであろうし、国

立の大学附属図書館の前に福田徳三のレリーフがあることすら殆ど忘れ去られている。 

僕は昭和４２年に大学に入学し、２年生のとき前期小平で荒憲治郎先生のゼミに入れて頂き、そこで初めてケ

インズの一般理論（「雇用、利子および貨幣の一般理論」）を原書で学んだ。荒憲治郎先生は、政府の審議会の

幾つかの会長を引き受けており、マスコミでも著名であった中山伊知郎先生の直弟子であり、経済原論第一を講

義されていた経済学部の看板教授であった。その中山伊知郎先生の先生が福田徳三であることは、荒ゼミに入

って初めて知った。謂わば、荒先生のお祖父さん先生になる。と言っても当時は中山伊知郎先生の本ですら読

むことが無かったのだから、況や、福田徳三はどんな学者でどんな研究をした先生であったかは全く知る由もな

かった。がしかし、当時、荒ゼミと言えば経済学部では正統派ゼミと言われており、このゼミ生であることは猛勉強

をさせられるゼミとして、他の経済学部学生からは１目置かれていたし、当然の事ながら荒先生に繋がる一橋経済

学の祖である福田徳三の名前はいつも僕の頭の中にあった。また、当時ＹＭＣＡ一橋寮で寝起きしていたから、

一橋基督教青年会史を紐解く機会があり、そこには福田徳三の名前があり、彼が熱心なクリスチャンであったこと

も知っていたから、福田徳三に対する強い関心を長年持っていた。僕が卒業後して大分経った昭和 62 年に刊行

された「一橋基督教青年会―百年史―」によれば福田の名前は明治２７年本科生として、また明治 29 年研究科と

して青年会の会員であったことが記されている。僕にとっては一橋 YMCA の先輩であり、かつ荒先生の先生の先

生ということで、福田徳三の足跡を尋ねることは大変願ってもない機会である。この責任が極めて大変な難題であ

ることは承知の上で、何とか福田徳三の足跡を皆さんと共有できればこれに過ぎる喜びはない。極めて部分的か

つ不完全であることを承知の上でこの一文を寄稿することをお許し頂きたい。 

 

２． 福田徳三の生い立ちとその生涯 

 

福田徳三は1874年12月2日に東京神田に生まれた江戸っ子である。江戸っ子らしく歯に衣を着せることなく、

洒脱で舌鋒鋭く、その話は聞くものを欣喜躍動させるものがあった反面、敵も多かったとも言われている。一橋の

前身である高等商業学校の設立は 1875 年、明治 8 年であるからその 1 年前になる。母信子が熱心なクリスチャ

ンであったことから、1886 年 12 歳の時洗礼を受けている。泰明小学校から私立の東京英語学校などを経て、母

の遺言と姉の助言に従い高等商業学校（後の東京高等商業学校、現在の一橋大学）に入学、学生時代、東京の

貧民窟（スラム）での伝道活動に参加するなどキリスト教の熱心な信者であった。成人になってからは酒もタバコも

たしなみ、凡そ当時のクリスチャンとしては型破りであったが、学問及びその人生観の根底には深くキリスト教の影

響が色濃くあったことは間違いない。1894 年同校を卒業し、同年關一 （のちに大阪市長）とともに兵庫県立神戸
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商業学校（現・兵庫県立大学）教諭に就任するが、翌年の 1895 年教諭の職を辞して、高等商業学校（現一橋大

学）研究科に入学し、1896 年研究科を卒業し、1896 年に高等商業学校の講師となり、この間、1898 年から文部

省に任じられドイツのライプツィヒ大学やミュンヘン大学に留学し、カール・ビュッヒャーやルヨ・ブレンターノに師事、

1900 年ミュンヘン大学で博士号を取得し、1990 年に高等商業学校教授に就任する。留学中に、石川巌・石川文

吾・神田乃武・瀧本美夫・津村秀松・志田鉀太郎・関一とともにベルリンにおいて「商業大学の必要」を建議し、東

京高商の大学昇格運動を開始した。 

1902 年、青森県での大凶作で飢饉となり、その原因を考察するため、1903 年青森に向かう。彼は、飢饉の原

因を「農村に貨幣経済が浸透しておらず、農家が営利的な精神を持たないからだ。」と結論付ける。当時から現

実の経済問題の解決に関心があり、経済政策を実践していた。 

しかし、1904 年に休職処分を受ける。校長の松崎蔵之助（元東京帝国大教授、後に学生により追放された）と対

立し、校長松崎の頭をソロバンで叩くという不祥事が処分の原因と言われている。休職処分を受けた福田の復帰

運動を起こした菅礼之助（のちに東京電力会長）が放校処分となるが後に菅は復学を許されている。休職中の

1905 年美濃部達吉の推薦により東京帝国大学法科大学に論文を提出し法学博士を取得している。1906 年に休

職期間が満期となり東京高等商業学校を退官することになり、給与が出ないため小田原の左右田喜一郎別宅に

住み、高橋作衛、坂田重次郎、本多熊太郎、佐藤尚武の斡旋で外務省の翻訳の仕事を行い、生活を凌いだと言

われている。 

その後、本多熊太郎の斡旋、名取和作らの尽力により、1905 年から 1918 年まで慶應義塾教授に招聘され、慶

應義塾では小泉信三（経済理論、文化勲章、元慶應義塾塾長）、高橋誠一郎（経済学史、文化勲章受章者）らを

育成し、慶応経済学部を育て上げた。1918 年三浦新七や左右田喜一郎らの斡旋で東京高等商業学校教授に

復帰し、1920 年東京高商の大学昇格に伴い東京商科大学教授に就任する。1922 年 4 月 7 日、帝国学士院会員

となり、1923 年内務省社会局参与に就任、同年の関東大震災直後に自ら学生達を引き連れ、失業率の調査とし

て 1 万 324 世帯（約 3 万 6000 人）を対象に 8 日間かけて行い、その結果を基に東京全体の失業率を推計し、国

や東京市（現在の東京都）に対し復職のきめ細やかな支援の必要を訴えた。また著書『営生機会の復興を急げ』

のなかで、「復興事業の第一は、人間の復興でなければならない」と関東大震災を具体例として、以前から提唱し

ていた生存権の必要性を唱えた。1928 年黒田清輝に次ぎ日本人として二人目のフランス学士院文科部外国会

員、レジオンドヌール勲章受章するも、1930 年糖尿病で慶應病院に入院、虫垂炎で死去した。 

 

３． 福田徳三の位置づけ及び業績について 

 

福田徳三が活躍した時代、明治後半から大正時代にかけては、正に日本資本主義の黎明期であり、この間、

日清、日露の二つの戦争を経て、日本は近代国家の樹立に向けて邁進する、所謂「坂の上の雲」を目指す時代

であった。第一次世界大戦を経て、日本は列強の一員となり、1920 年第一次世界大戦が終了した 2 年後に東京

高等商業学校は東京商科大学に昇格する。また、第一次世界大戦中の 1917 年にはロシア革命が起こっており、

資本主義、自由主が隆盛となる一方、社会主義国ロシアが誕生し、イデオロギー的には資本主義・自由主義か、

社会主義かの対立論争が先鋭化した。 

その中で、福田の経済学の位置づけとしては、新歴史学派の立場をとる。ドイツ留学で師事した恩師ブレンタ

ーノの立場である。新歴史学派は、歴史学派を基本的に引き継ぎながらも、人間の生存権、基本的人権を重視し、

社会政策としての福祉を国家の政策として重視する立場に立つ。 
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（１） 歴史主義 

歴史主義（英: historicism）は、最も一般的な用語としては、人間生活のあらゆる現象を、物理的な時間空間概

念とは別にある歴史的な流れにおいて、その生成と発展とを捉えなければならないとする主張を指す言葉である。

今日、「歴史主義」と呼ばれている思想的立場は、19 世紀初頭のドイツから始まったとされているが、20 世紀にな

ってから、エルンスト・トレルチ、フリードリヒ・マイネッケの著書によって広く知られるようになった概念である。マイ

ネッケは、歴史主義を西欧社会が体験した最大の精神革命であるとして賛辞したが、トレルチはその諸問題と克

服を説いた。歴史主義は極めて多義的な概念であり、その時代・論者によって意味が異なることから注意が必要

である。ナポレオン 1 世の失脚後ウィーン体制が引かれた 19 世紀初頭のドイツでは、フランス革命を生んだ個人

主義・合理主義・啓蒙主義的な思想に対する保守的な反動としてロマン主義が登場し、人間的・社会的世界は合

理的に割り切れるものでなく、生命の躍動のうちに生成・発展するプロセスであり、これを有機的全体として歴史

のなかで捉えなければならないとの主張が生まれていた。そのような時代背景の下、ランケは、国家を歴史的に

生起する一つの精神的集合体とみなし、啓蒙思想における合理主義的な国家観を批判したのである。科学的な

史料批判に基づく歴史学は、新たな学問として、西欧諸国に広まっていった。この意味での歴史主義は、ドイツ

観念論が支配的であった時代に対する反動としての自然主義的な実証主義を意味した。歴史主義は、ロマン主

義と結びつけられて、歴史研究が自己目的化するに至った。19 世紀の知識人層の根本的気分とされることもある。

そこでは、ある一定の規範や価値がその民族の歴史から導き出されることが正当化されたのであって、ヨハン・グ

スタフ・ドロイゼンによれば、歴史理論と倫理学は等価であるとされたのである。歴史主義は、歴史的に構成され

た規範や価値はその形成の連関においてのみ妥当性を有するに過ぎず、その連関を超えた普遍的妥当性を有

しないという歴史相対主義を生んだ。このように歴史主義は多様な分野の多くの論者が長い時間をかけて形成し

た主張の集合体であったのである。 

 

（２） 新歴史主義 

ビスマルクを事実上の指導者としてドイツの国内統一とドイツ帝国の発足がなされ、歴史学派の一応の目標が

達成されると、旧歴史学派の次世代である G・シュモラー、A・ヴァーグナー、L・ブレンターノ、G・F・クナップ、K・

ビュヒャーらは、先行世代が歴史研究を通じて拙速に経済の一般法則を導こうとしたことを反省し、演繹的方法で

一般法則を定立するには歴史的データの蒐集が不充分であると考えた。「新歴史学派」と称されるようになった彼

らは、旧歴史学派の「実在としての有機体的観念」を斥け、文献・統計資料を駆使した詳細かつ実証的な歴史研

究を推進した。この結果、莫大な数の社会経済史のモノグラフが蓄積されることとなり、本格的な社会経済史学の

成立につながった。また学派の自称として「歴史学派」が定着したのもこの時期である。新歴史学派は、以上のよ

うに経済学の歴史学的側面を重視する一方で倫理的側面の重要性も強調した。すなわち彼らは、ドイツ統一前

後の工業化と資本主義の興隆にともない発生した労資対立の激化や社会主義勢力の拡大に直面して「社会問

題」への関心を強めた。そして社会問題の解決には所得再分配を目的とする国家が不可欠と考え、資本主義の

弊害を社会政策によって解決し、社会主義への道を封じる社会改良的政策を主張した。1873 年に社会政策学

会が設立されて以降、新歴史学派は歴史的方法を通じて特定の政策課題に解答を与える体制の学としての性

格を強めていき、ドイツの大学アカデミズムにおいて支配的影響力を行使するとともに、社会問題における自由

放任を主張するドイツ・マンチェスター派と激しい論争を展開し、「講壇社会主義（者）」という貶称を与えられた。

しかし社会政策学会に結集した新歴史学派の学者たちは、自由放任主義や社会主義を批判し、社会政策による

経済への介入を主張する点では共通していたものの、社会政策の主体については見解の相違があり、大まかに
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分けて国家による上からの社会政策を主張するヴァーグナーらの右派、労働組合による下からの社会政策を主

張するブレンターノら左派、両者の折衷的立場に立ち社会政策学会で主流派の位置を占めたシュモラーらの中

間派が存在した。 

 

４． 福田徳三と河上肇 

 

福田の立場は恩師ブレンターノと同様、新歴史学の立場をとり、社会政策としての国家の役割、特に所得分配

について、人間の生存権、福祉の理念を掲げて、労働者の賃金闘争を労働組合運動の中で獲得すべきとの立

場を主張した。その意味では、福田は資本主義の立場を維持しながらも、その資本主義の弊害、歪ともいうべき

剰余価値の配分を、資本家、所有する者との闘い、労働争議、組合交渉の中で獲得して行くべきとの立場であ

る。 

当時は、今では考えられないほど社会主義を理想とするイデオロギーに共鳴する学者やインテリが多数いた。中

でも河上肇は、その著書「貧乏物語」をとおして、貧困、貧乏が何故なくならないかという評論を世間に訴えた。河

上の貧乏物語は、「貧困」の背景と問題点を取り上げたものである。具体的には、「働けど働けどわが暮らし楽に

ならず、じっと手を見る」という石川啄木の表現を引用し、ワーキングプアの問題を取り上げるなど、「格差社会」を

「貧乏（貧困）」の側から取り上げ、何故貧困者が多く存在しているのか、いかにして貧乏をなくすかを、イギリスの

貧困調査の見解など内外の所見や現状を踏まえて主張している。その結論として「貧乏をなくすには金持ちが奢

侈（しゃし）をやめることで、富裕層と貧乏人の格差をなくすこと」が貧乏退治の第一策であると述べた。1916 年 9

月 11 日から同年 12 月 26 日まで大阪朝日新聞に連載され、社会に大きな衝撃を与え、翌 1917 年に弘文堂書房

より出版され、ベストセラーとなり、この後日本の思想界にも多大な影響を与えた。しかし、経済学的に考えると河

上の主張はやはり正しくない。金持ちが奢侈をするから、貧乏人が奢侈品以外の商品が市場に共有されず、結

果、貧乏人が困窮するというロジックは経済理論としては無理があろう。福田はむしろ所得分配の観点から貧困を

論じて河上を批判し、両者の論争は当時の新聞を賑わした。世間一般の受けは河上の主張に分があったようで

ある。分かり易いし、金持ちに対する反感が庶民一般には強かったから、河上の主張は受け入れ易いものであっ

たろう。しかし、貧困の問題は優れて所得配分の問題であって、河上は貧乏人と金持ちの階級対立を先鋭化する

対場であったから、この貧乏物語を世に出してから、社会主義・共産主義に傾倒していき、共産党活動に身を投

げて行く。河上はその後、共産主義者として政府から目を付けられ、京都大学教授を追われ、最後は治安維持法

により逮捕拘禁され、獄中において転向声明を出すことになる。拷問に屈したというべきであろう。福田と河上とは、

論争は激しく行ったものの、個人的には親しく交遊し、河上が京大教授を追われたときは、河上を強く弁護してい

る。 

 

５． 福田徳三の思想と経済学 

 

（１） はじめに 

福田徳三の経済学を俯瞰することやそれを論評することは、筆者の到底及ばざることであるものの、福田の主

要な著作やその解説などを踏まえて、誤解や誤りを恐れずに、ここにその一部を紹介したい。何故ならば、その

部分に触れることが無い限り、福田徳三の今日的な意義について、語ることが出来ないからである。 

まず、最初に福田の孫弟子である荒憲治郎先生の個人的な思い出と印象からお話したい。僕は経済学部２年生
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のとき、前期のゼミで荒先生のゼミに入り、後期生になっても引き続き荒ゼミに入って、荒先生のもとで学んだ。3

年生の時の主テキストは、新古典派のミードの経済成長論であり、サブゼミは鈴村興太郎院生（後に京都大学教

授、学士院会員、2020 年ご逝去）の指導のもと、サミュエルソンの「経済分析の基礎」でどちらも数学的素養なし

には読めない難解なもので、しかも原書購読であったから、当時も今もその内容は全く記憶にない。と言っても３

年生の５月以降は紛争により大学が封鎖され、授業もゼミも秋まで何もなかったから、荒先生や鈴村さんから教え

られたことは殆どなかったとも言えよう。しかし、その印象、思い出は、昭和４０年代という高度成長時代を反映し、

経済成長論が隆盛を極めていた時代であり、経済成長＝国民所得の増加＝福祉の向上＝貧困の解消という図

式のなかで、経済学の中心は、成長論、パイの拡大に焦点が当てられており、しかも、動学的には不安定なケイ

ンズ成長理論（ハロッド・ドーマー）よりは新古典派経済成長論が主流を占め、資本、労働、技術進歩という成長

の３要素が長期的には安定し、均衡状態を維持して経済を拡大発展させるという至極楽観的なものであった。そ

の論証過程は極めて数学的、数理学的であって、荒ゼミの勉強は殆どがこの数理論的な成長理論、均衡路線の

証明みたなことに終始していた。その意味では、もっともらしい数理経済学の世界であって、どうにも腑に落ちな

い、何か仮設の世界に身を置いていた物足りなさがあった。哲学的な価値判断の議論、社会政策や経済政策、

政治学的な価値そのものを土台にした論理展開ではなく、所与に与えられた価値判断は中立とした上で、所与

の前提をもとにしたらどういう展開になるか、所謂動学的な数理展開が主流であった。経国済民、或いは経世済

民という、そもそもの経済学はもっと思想的、哲学的、価値判断そのものを問い続けるものではないか、という疑問

を強く持っていたから、こうした無機質な経済学がとても無味乾燥なものに見え、これは本物ではないのでは、或

いは全くの一部分を取り上げているだけの印象を強くした。 

荒ゼミに在籍しながら、結局、僕は卒論のテーマは、経済成長論には一切触れずに、当時の大学紛争の影響

やあるいはキリスト教の影響もあって、経済哲学を選んでそれを先生に提出した。先生は勿論、何も言われずに、

それを受け取って卒業論文として認めて下さったが、その時、教育者としての先生の懐の深さを思ったのである

が、今、こうして福田徳三の著作、経済学の原点を読み返すと、その殆どは経済哲学に基づいており、価値判断

を前提に社会政策と経済政策をふんだんに論じている。これが正に経済学であるという思いを強くするものである。

社会の発展やその国固有の経済環境、産業状況を踏まえて、国家国民がその福祉（福祉という言葉は使われて

いないものの）や人格、人間性、人権などの向上に何が必要であるか、人間を阻害する非人格的なものが何であ

るか、労働のもつ価値が何であるか、それらを丁寧に論じながら、現下の経済的な課題、問題をどう解決するか、

優れて国家経営の在り方、社会の在り方を論ずることに終始している。これらの議論は確かに時代の制約の中で、

一般的普遍的に展開することが不適切な内容も多いであろう。が、しかし、資本主義、自由主義の経済体制の枠

組みの中で、課題を解決するという熱意に溢れるものであり、熱気というか、情熱、人々を救済したい思いが籠っ

ていることに驚かされる。荒先生が僕の卒論が経済哲学中心であっても、それを許容された懐の深さには、正に

福田徳三を元祖とする熱い血が脈々と流れていたのだからだと、今思い返せば当然のことに思える。 

 

（２）「社会政策と階級闘争」の著作について 

2015 年 10 月に福田徳三著作集が株式会社信山社から全 20 巻で再刊されている。その第 1 回配本が、掲題

の「社会政策と階級闘争」であり、これは 1922 年 2 月に刊行され、福田徳三の代表的著作と言われている。これ

は第 1 部「社会政策序論」と第 2 部「社会闘争と政治闘争」第 3 部「階級闘争とその当事者」という 3 部構成(解説

では 1 と 3 の２部構成）になっており、その年の 7 月には 21 版となっていたというのだから余程良く売れたのものと

言えよう。因みに、半年前に僕はアマゾンでこの第 1 回配本を購入したが、その後、この著作集の中の何冊かを
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購入しようとしたものの手に入れることが出来ないでいる。アマゾンの中古でも神田の古本屋に行っても手に入れ

ることが出来ない。これが意味することは、福田徳三の著作集は今でも経済学研究者にとって、貴重な読むべき

著作であることを物語っていると言えよう。この本の狙いは、当時ロシア革命直後にあって、資本主義か社会主義

かという議論が活発に論じられている時代、雑誌「改造」の主筆として時代の論客であった福田徳三が社会主義

ではなく、資本主義の中での社会政策によって、問題の解決を図るという論旨を展開している。 

この著作の趣旨は、まず第 1 部では、社会の発見を重要なポイントとして指摘する。国家でもなく、市場でもなく、

個人でもない社会（中間諸団体を含む）の潜在力とその発展、そのための理論と政策の追及が社会政策論であり、

この社会政策論をもって、資本主義のもつ社会厚生の蹂躙を防ぐというものである。マルクス主義は唯物史観に

より、早晩、資本主義は崩壊する立場であるが、福田は唯物史観をとらず、資本主義は存続する以上、人為の政

策をもって資本増殖の弊害を是正せんとする。また、福田は人間の生存権、今日的な表現で言えば基本的人権

を重視し、その生存権を確保すべく、物から人へ（物格の支配）から（人格の支配）へを提唱、財産国家から労働

国家へのシフトを主張する。さらには、権力国家から義務国家（今日的には福祉国家）への変容を迫る。そして、

社会政策の理想的な帰趨は、人格の無限なる拡張、充実、発展を可能にすることであるという。 

ここでは福田の「社会闘争と政治闘争」第 1 章「社会運動と政治運動」の冒頭の一文を引用する。 

「生活は運動を意味す。人格生活の運動は人格性と非人格性との戦闘である。この戦闘において、人格性とは

絶えずまた繰り返し繰り返し、非人格性を支配せんとする努力の表れである。生くる人格たる限り、人格性、非人

格性ともに全部の征服をなすものではない。両者は相互に支配し合い、征服し合うものである。人生は一つの矛

盾であり衝突である、しかしてしかる限り闘争であり競争である。この闘争は昔にあっては小なる組織、少なる共同

生活体たる経済単位―家族経済、荘園経済等―の内において行われた。単位と単位との交渉が一般の事となり

それが組織化され社会化せられる今日においては、この闘争この競争の舞台は、主として大きな組織たる経済、

即ち国民経済―殊にその流通経済―である。しかして経済生活の内外を通じて、一切かくの如き闘争、かくの如

き競争の行われる舞台、これ名づけて社会と言うのである。」 

ここで福田のいう「闘争」とは労資の階級闘争の事ではなく、広く社会問題の要求、人格性向上の過程を指す

ものであり、進歩の動因であり、民主化、厚生化、人間化の過程であった。従って、結論として、福田は労資にお

ける闘争を積極的に是認し、労働争議による賃金引上交渉、最低賃金制度あるいは租税政策による所得移転な

どを積極的に推奨し、今日の国民経済の課題である福祉国家の先駆けともいうべき施策を提言している。 

 

(3) 厚生経済学、価格闘争より厚生闘争へ 

社会政策と階級政策の第 3 部、第 1 章は「価格闘争より厚生闘争へーことに厚生闘争としての労働争議―とい

う論文であり、福田の思想の大きな核心をなすものと言われている。厚生経済学はドイツ倫理経済学派の他では

アルフレッド・マーシャルがその源流であり、「経済学原理」は厚生経済学の大宣言とも言われる。マーシャルはも

ともと倫理学を専攻し、後に経済学を専攻したが、生涯、一貫して「進歩と理想」を追求し、富の増大より「生活の

質の向上」人間の「全幅的生」の向上を求めた。福田はマーシャルから学び、マーシャルに賛同したものの、マー

シャルが価格経済学と新時代の厚生経済学との間で彷徨していたことに対し、明確に厚生経済学へのシフトを主

張する。言い換えれば、マーシャルは価格経済学の均衡体系に留まり、そこにおいて厚生が結果としてもたらさ

れるというスタンスであったことに対し、福田はより積極的に価格均衡体系以外の要素を取り入れ、厚生を高める

必要性を容認する。経済の価格均衡以外の要素、人的な外的な要因をもって厚生をさらに高める必要性を主張

する。経済学では、効用(Utility、本書では利用という表現)は満足の度合いを示すものの、願望（要用）の度合い
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と必ずしもイコールではない。つまり、満足の期待とその実現が一致しないことは常にあり、ここに価格の経済学と

厚生の経済学との根本的差異が働く。従って、労働争議は、価格闘争、価格現象とみることは出来ず、厚生現象

として捉えるべきものである。労働争議は人の闘争であり、「人格闘争」であり、「厚生闘争」であるとする。これを土

台に、福田はマーシャルの後継者であるピグーの「厚生経済学」を批判する。ピグーは「効用」と「願望・要用」とを

区別しなかったが故に、国民分配分の大きさをもって厚生の度合いを測ることに終始する常識論に堕したとする。

価格即ち貨幣を基準とする厚生経済学の不完全性を指摘する。具体的に言えば、経済学上の厚生は国民所得

の増大・安定を通じて把握されるが、人間の幸福や福祉という人間生活（well-being）に関わることであるにも拘わ

らず、人間的価値、倫理的価値側面を掘り下げる方法を取らなかった。換言すれば、人間の生活・富・豊かさの

内容を掘り下げる道を取らず経済的厚生をもたらす手段（価格経済学）の考察を通じて、間接的にこれを問題に

しただけである、とする。 

 

（３） 「国民経済講話（１）」の著作について 

福田の膨大な著作全部を紹介することは当然無理であるからここではもう１冊の著作を紹介することでその一

端を垣間見ることにしたい。本来であれば「経済学講義」が最も適切であるが、これが手に入らなかった事情から、

掲題を題材としたい。この国民経済講話は（１）と（２）から構成されているが、ここでは（１）を紹介する。この著作は

「普通の教育あり、常識を備えた人ならば、誰が読んでも諒解することが出来て、しかも最新の学問進歩の程度に

十分応じた経済原論の書物」という意図で執筆された。前半の総論では、経済学の基本事項についての短い説

明で始められており、経済学とは何かを分かり易く解説している。冒頭「立憲政治は予算政治である」と喝破し、予

算が経済に占める重要性を指摘、読者にとって身近な課題を取り上げながら、経済の本質と要点を平易に説明

している。ここで驚くべきは、福田のこれらの解説の引用が博学多彩、欧州の文献や学者の引用から日本の江戸

時代に遡っての学者の著書にも及び、その智の巨人としての該博な知識に圧倒される。「東洋即ち志那・朝鮮・

日本で用いる経済という言葉は、初めは国の切り盛りという意味にのみ限られておった。経済と云うことは、経国・

経世・経綸・経営等ということと殆ど同じ意味に用いられていたのです。経国済民、民を救い国を経する、国の全

体を切り盛りすることを経済と言うのです。すなわち、今日の言葉で言うと、政治という事と殆ど同意味である。」こ

れらの説明はどれも啓発的で要約を読むより、直接これらの説明を読むほうが格段に刺激的で面白い。福田の

該博な知識が輝いているからだ。面白い表現をご紹介したい。「武士道は非常道」という項目がある。そこでは商

売は平和の戦争という言い方があるが、とんでもない馬鹿な話で、商売、経済を戦争の種類に書き入れることの

過ちを指摘する。相手国を敵とみなすような商業道徳の低さではいけないと主張する。当時の時代の雰囲気を批

判してのことであるが、それはまた、アダムスミスの国富論の主張と同じものに通じている。 

後段の第２編では、マルサスの人口論を取り上げている。食料の増加は、土地の収穫逓減の法則から等差級

数的にしか増加しないが、人口は男女の欲望は必須であるから等比級数的に増加するので食料不足は必然と

する当時流行の学説を紹介する。これに対して、福田は日本における出生率や人口増加などを統計的な数字を

もって検証している。結論として、マルサスの主張である、食料の増加は等差級数的ではないケース、技術の進

歩によって改善の余地があること、また、人口増加が等比級数的であるという主張を必ずしもそうではないことを

反論し、特に、男女間の性交欲と生殖欲とを区別し、早婚を防止するなどの政策提言を行っている。性交欲は必

然であるが生殖欲は必ずしも当たらないとするのである。そこでの議論は極めて道徳的な側面や人間性の本質

の議論を展開し、この問題を議論しており、経済学は正に人間学であり、これほど面白い学問はないと思わざるを

得ないのである。 
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６． 福田徳三の今日的意義について 

 

（１） 経済学者としての功績 

これら福田の著作から受ける印象は、極めて現代的である。現代において、既に国民所得が人間生活の幸福や

満足を図る尺度としては十分でないことを、人々は明白に理解している。仮に、国民所得が増大しても、毎日の通

勤地獄やブラック企業と言われる残業や職場におけるパワハラ、セクハラなど様々な課題が我々の経済生活に内

在している。昭和 40 年代に見られたような経済成長＝国民所得増大＝国民の福祉、厚生の増大という図式はも

はや当てはまらない。福田徳三は、これら現代の国民経済が内在的に抱える課題を、時代を先取りする形で、喝

破していたと言えよう。勿論、1920年代、大正時代の日本経済にとって喫緊の課題は労働争議、賃上げ闘争であ

ったから「労働争議」が前面に押し出されたのであったが、その論理構造は常に人間の基本的な生存権、福祉に

その経済哲学・思想の土台を確固として持っていたのである。だからこそ、直面する課題に対して、社会政策とし

てこれらの経済課題を人為的に介入し、これを是正せんとしたのである。ケインズ経済学といえども、ある意味、ピ

グーと同じ批判にさらされたであろう。ケインズが問題にしたのも国民所得の緊急時における増大のための一過

性の政策に過ぎず、やはり人間の生活の根本の課題に取り組むものではなかった。 

また、国民経済講話のマルサスの人口論の議論から読み取れることは、現代の日本が少子高齢化の問題に直

面しており、福田の生きた時代は人口増加による食料不足、つまり人口増加により貧困が解決できなという時代

にあって、時代の要請、課題とどう向き合うかが経済学の課題であることからすれば福田が現代日本の少子高齢

化に対して、どのような解決策、提言を行うか、是非、聞いてみたいと思わざるを得ない。こうした問題は優れて、

その国の歴史、伝統に深く根ざしながら、哲学、倫理、人間学全体を深く洞察して初めて議論が可能となる。現代

日本にこうした課題を深く幅広く議論を展開できる経済学者が殆どいないのは、経済学が専門化・細分化されて

統一的全体的な俯瞰のもとに議論出来る土台を欠いているからに他ならない。経済学の専門家・細分化を今一

度見直し、福田のような原点に立ち返る必要があるのではないか、と思わざるを得ない。 

他方、現代経済学の主流としては、過って荒憲治郎先生が良く言われたように、人間の生存権あるいは福祉、

基本的人権、その他人間生活の善なるものが何であるか、それを経済学が所与の仮定として様々に議論すれば、

様々な価値選択の中で収拾が取れなくなるのであり、従って、理論経済学ではこうした哲学・人間価値の議論を

出来るだけ捨象し、価格現象からのみアプローチすることが正しいのであり、科学的合理的なものになる、という

主張である。一見、確かに数理的な表現を伴ったこれら理論経済学、価格均衡経済学の主張が一定の説得力を

もつことは否定できない科学的な真理であろう。それはそれである種の専門分野や細分化された領域において、

有用であることは間違いない。しかし、長年、近代経済学の説得力がなくなり、経済学者と言われる人々が世間一

般からあまり重んじられなくなったのは何故であろう。そもそも経済学はアリストテレスのオイコノミア以来、また中

世における神学者、トマス・アキナスの著作「神学大全」にあるとおり、優れて倫理学あるいは哲学など価値判断を

前提とする領域と不可分な学問領域である。福田徳三はクリスチャンとして、また西欧の歴史、哲学、倫理学ある

いは日本や中国の古典的な経済に関連する著作などの深い教養に支えられていたからこそ、人間の幸福あるい

は人間性の向上という視点を常に忘れることなく、社会政策としての経済学を深めたのである。これは実に深みの

ある、また極めて困難な作業である。しかも、新歴史学が教えるとおり、それぞれの国家はそれぞれの有機的なユ

ニークな発展生成過程を持っており、それらを十分に理解し、踏まえない限り、応用実践に堪えないのであるから、

猶更、困難な学問であると言えよう。福田徳三は、日本資本主義の黎明期において、この困難な作業を深い学識

により、時代を先導し、国家、社会に有用な経済学を打ち立てたパイオニアであると、評価されよう。福田の時代
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の課題は、その一部は今日では解決されたであろう。しかし、新しい経済の課題は山積している。コロナというパ

ンデミックの挑戦がこれに加わる。これまでの時代の課題とはまた異なる異次元ともいうべき課題が突き付けられ

ている。しかし、福田が行った学問的なアプローチ、手法は決して色褪せてはいない。それは常に人間に立ち向

かい、人間の人格性、生存権、言い換えると基本的人権や福祉という理念を土台に、国家でもない、市場でもな

い、個人でもない、社会という枠組みの中で、これを如何に社会政策として解決していくかという視点、問題意識

である。福田徳三の著作は、好むと好まざるに拘わらず、これらの基本的な課題を深く考えさせられる要素が数多

く散りばめられているが故に、今日においても読まれるべき著作であると言えよう。古本屋にもアマゾンにも在庫が

ないのも十分理解できるのである。 

 

（２） 教育者指導者としての功績 

福田徳三の業績で忘れてならないのは、教育者、指導者としての功績である。福田は 1930 年、５６歳で亡くな

ったが、ドイツ留学中の1900年、弱冠26歳で東京高等商業学校の教授となっており、一時期東京高等商業学校

から慶応義塾に転じたものの、その後東京商科大学に復帰、この間多くの弟子を育成した。上田貞次郎、左右田

喜一郎、上田辰之助（正確には上田貞次郎の門下生）、大塚金之助、手塚壽郎、中山伊知郎、杉本栄一、山田

雄三、高島善哉などの一橋門下生である。因みに、僕は学生時代に杉本栄一の「近代経済学の解明」を読み、

杉本栄一が早世した教授であるにも拘わらず、その学識に驚いた記憶がある。また、慶応義塾にあっては小泉信

三や高橋誠一郎などである。これらの門下生は殆ど全てが日本を代表する学者であり、かつまたこれらの門下生

の専門領域は、経営史、経済学説史、思想史、近代経済学、マルクス経済学、経済史、数理経済学、経済政策

学、社会思想史、政治学、社会政策などの多岐、他分野に及ぶのであるから、福田が如何に多彩、他分野に深く

通暁していたかが理解される。そしてこれらの多くの門下生は、福田の「国民経済講話」を初めに学び、幅広い経

済学の魅力に魅かれた事であったろうと思う。福田が日本の経済学の元祖ともいうべき存在であったことがこの事

実からも頷けるのである。 

最後に、福田徳三が我が一橋基督教青年会の草創期における会員であったことを改めて誇りに思う。 

 

（参考文献） 

福田徳三著作集 第 10 巻「社会政策と階級闘争」  

同          第 3 巻「国民経済講話（１）」 

「アリストテレスの経済哲学」 塩野谷祐一 

「福田徳三と河上肇の友情」 新三木会会報第 23 号 米澤泰英 

その他福田徳三の生涯、歴史学派、新歴史学についてはウィキペディアの記事を参照した。 

また、上記２冊の著作集の解説についても参考とした。 
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(一橋大学図書館前にある福田徳三のレリーフ：2020 年 11 月 30 日橋田陽平氏撮影) 
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寮生活 

一橋と千葉大の比較 

法学部１年 猪股梨玖 

 

今年度一橋大学に入学・YMCA一橋寮に入寮した猪股梨玖と申します、よろしくお願いします。 

私は昨年度、一年間千葉大生として過ごしておりました。そのため、今回は千葉大、一橋大の比

較を通して両大学の相違点について考えていきたいと思います。 

まず、私は千葉大の法政経学部という法学・政治学・経済学・経営学の合わさった学部に所属して

いました。そこでは二年生に上がるときに自分の進むコースを選択できるということが大きな特徴

としてあげられます。そのため、入学してから一年間基本的な科目などを取りながら進むコースを

選択できるという利点があります。一方、一橋大学は学部間の垣根が低いことを売りにしており、

実際に、他学部科目も学部科目のように自由に履修でき、他学部副専攻プログラムが存在している

ため、両大学ともに違いはあれ異なる学問に触れやすいという点は共通していると思います。 

また、一年生を二度経験して気が付いたことは、一年次の必修科目にも大学間で大きな違いがあ

ることです。一橋大学の必修科目で特筆すべき科目は英語コミュニケーション科目である PACEです。

この科目はネイティブの先生とのオールイングリッシュの授業を通して英語力を効果的に伸ばせる

ため、一橋の良い点だと思いました。一方の千葉大では、一橋と異なり英語が学力に応じてはクラ

ス分けされないので高校レベルの授業を受けることになり、効果がほとんどなかったので改善すべ

きだと思いました。ただし、千葉大では情報科目や基礎ゼミに力を入れており、一般的なパソコン

ソフトの使い方、プログラミングの基礎やレポートの書き方などをはじめにしっかりと学ぶことが

できるという長所があります。 

学生について比較すると、一橋大学の生徒はなんだかんだ言って真面目な生徒が多い気がします。

もちろんそれが無条件でよいことではありませんが学問をしたい人や資格試験に励みたい人にはよ

いと思います。千葉大学の学生は、総合大学ですのでいろいろな人がおり、理系の人たちも多く在

籍しているのでそこは一橋にはない魅力だと思います。また、千葉大学の学生は一応上位国公立大

の学生なのに全体的にプライドが低い印象があるので、大した能力もないのに無駄にプライドの高

い一部の一橋大生は見習うべきだと思います。 

つぎに、住環境についてみてみると、どちらも住宅街に位置しており文教地区であることや、立

川や千葉駅といった栄えた街が隣にあることは共通していますが、国立は高級住宅街であるため、

高級スーパーが多く、飲食店の単価も高い店が多く学生にとっては少し過ごしにくい印象がありま

す。一方の千葉大は周辺が学生街となっておりやすい定食屋やスーパー、八百屋などが充実してお

り、家賃も比較的安いので学生にやさしい街といった感じがあります。 
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大学生になってみて 

法学部１年 高岡竜成 

 

私が一橋大学に入って約半年がたとうとしています（入学式はなかったけれど）。春夏学期は、コロ

ナの影響で、部活やサークルの新歓もなし、KODAIRA祭もなし、スポーツ大会もなし、新歓合宿もな

し、そして大学の敷地内に入ることさえ制限され、全然大学生になった気がしませんでした。広島

の実家で、パソコンに向かってオンラインの授業を受ける日々に、虚無感さえ感じていました。 

秋冬の学期が始まっても、依然として一つの授業を除いてはオンライン授業が継続され、キャン

パス内に入る機会も少なく、状況的には、春夏学期と同じような感じです。また、当然のことなが

ら、大学になってからできた友達はほとんどいません。特に、私の場合は、同じ高校から一橋大学

に進学した友達がいないため、孤独感は大きいものです。部活、サークル等の新歓も復活しないた

め、まだどの部活、サークルに入るかの目途も全く立っていません。 

一番苦労して入り、そして、世間一般的に一番楽しい時期であるとされる大学の時間が、正直、今

は苦痛でしかないです。高校の時のほうが今の何億倍も楽しかったし、充実感も高校生活のほうが

はるかに高かったです。 

しかし、こんな不満不平ばかり言っていても、何の生産性もないし、ただむなしく時間が過ぎて

いくだけだということに最近ようやく気付きました。ないものはないのだから、ないものねだりや

願望ばかり言っていてもそれこそ貴重な大学生活を無駄にしてしまう、だったら今のこの状況の中

で、自分ができることに積極的に取り組んでいきたいと思います。新歓がないのなら、自らが能動

的に興味のある部活等の見学に行ったり、積極的に友達を作りに行ったり、バイトを始めてみたり

するなど少しずつ大学生活を楽しむようなことをして行ければと思います。そして何より、将来の

自分が困らないように、勉学も一生懸命取り組んでいく所存です。 

今できることを精いっぱい頑張りながら、残りの大学生活を高校生活以上に充実させることを目

標として、コロナが一日も早く収束してキャンパスライフを謳歌できるようになることを願いつつ、

これからさまざまなことに挑戦していきたいと思います。 
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ふるさと鹿児島をかみしめる 

社会学部 1年 岩切龍聖 

 

私はこの春鹿児島から上京し寮生活を始めた。毎日両親に私の「怠慢」を指摘され、朝早くから

眠い目をこすって学校へ行き授業を受けてへとへとになりながら帰宅する。周りは自然ばかりでこ

れといった面白いこともない。同じような生活に飽き飽きしていた私にとって大学生として上京す

ることは憧れであった。勉強せず夜更かしをしていても両親に叱責されることはなく、一日中椅子

に座っている必要もない。すぐそこにはテレビで見ていた東京の風景が広がっていて、何不自由な

く生活できる。そんな生活を夢見ていた。入寮当初は初めての一人暮らしに戸惑いと緊張を覚えな

がらも「思い描いていたような生活」に心を躍らせていた。自分の好きな料理を作って食べ、夜遅

くまで寮生と談笑し、気の向くままに生活していた。 

しかし、暫くして寮生活に慣れてくると寮生活・一人暮らしの大変さが強調して見えるようにな

ってくる。大学の授業や課題、事前の準備に加え、アルバイトや部屋の掃除、洗濯や買い物などを

すべて一人でこなさなければならないことのつらさを痛感した。また何もないと嘆いた自然や身の

回りにあったものに懐かしさを覚えるようにもなった。雄大な桜島や緑で満ちた山々、中高生時代

を共に過ごした友人たちや近所の人たちの温かさ、両親がいてくれることのありがたさなど、普段

の何気なかった日常がとても貴重なものであったということを感じた。東京での生活を否定するわ

けではないし、実際に私が思い描いていた東京での生活は実際のそれとあまり違ってはいなかった

が、地元での生活は便利な生活には代えがたいほど素晴らしいものであった。 

失ってはじめてわかる有難さというのはまさにこのことであった。これからは時間があれば鹿児

島に帰り、地元での生活に浸る機会を作りたいと思うとともに、大学を卒業後はどのような形であ

れ、地元とのかかわりを持ちたいというふうに思う。 

  



16 

 

体育会で過ごすキャンパスライフ 

経済学部２年 下野治 

 

 体育会に入って一年が過ぎた。オフはあれど入部してからほとんど常に部活があり、常に忙しか

ったように思う。そんな毎日では気付きにくかったことをこのコロナ自粛期間に色々思った。やは

り感じたのは自由が少ないことだ。自粛期間は部活もできず、外に遊びに行くこと以外はなんだっ

てできた。本を読む時間も、やりたかったゲームをする時間も、ゆっくり睡眠する時間もあった。

何も遊ぶ時間に限った話ではない。勉強することもできるし、インターンに行くこともできる。（勉

強ができていないことに関しては体育会のせいではなかった。私の怠惰によるものである。）他にも

社会に出るとできない、大学生でしかできないことが多くある。部活がある毎日は其の忙しさゆえ

に部活がない日々のことを考える時間そのものがなかった。サークルに入り、高校のころ思い描い

たままのキャンパスライフを送る友人の話を聞くと心が揺れるものの、大して悩む間もなく部活は

再開するのだ。そうしてまた部活に忙殺される日々が始まる。 

 それでも私は体育会に入り続けるとは思う。やめる勇気がないことも間違いないし、仲間が好き、

運動が好きだからでもあるのだが、一番は私が強制されないと何もできない人間だからだと思う。

高校の頃成績が良かったのもやらされる環境に身を置いていたからであり、体育会という環境はそ

れに近い。上に散々やりたいことができないなどと書いたものの、私は根っこから怠惰ではあるも

のの、自分で言うのもなんだが真面目でもある。それゆえ頼まれたことや強制されるようなことは

しっかりやるのだが、自分のためにしかならないことはさっぱりできない。高校生の頃は気がつか

なかったが、自分で動くことが求められる大学生におそらく私は向いていない。それゆえ体育会で

居続けることで、私は大学で何かをした人間になれるのだ。どこかでこんな自分を変えたいが、と

りあえず今は体育会の波に揺られていよう。 
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再確認された寮の魅力 

社会学部３年 松原悠紀 

 

今年は新型コロナウイルスの影響で社会が動揺した一年でした。社会の各所同様、寮の在り方が

問われる場面も多々あり、幹部として前例のない運営に苦しむこともありました。しかし一方で、

私はコロナ禍を通じ、「YMCA一橋寮に入って本当に良かった」と心から思うようにもなりました。本

稿では、悩んだ寮運営の振り返りと、再確認された“YMCA 一橋寮の魅力”を書き綴り、新型コロナ

によって寮は何を体験したのかを伝えたいと思います。 

  まず対応に苦慮したのは入寮生募集でした。例年は、見学が可能な人には入試の日程で寮を見

学してもらい、その後、合格発表後に寮で寮生全員と面接を行っておりました。しかし、合格発表

のある三月上旬ごろには新型コロナウイルス感染拡大防止のため、移動をある程度制限した方が良

いのではないか、という世論が形成されつつありました。結局、地方の親御さんの意向を慮り、直

接の面接が望ましいとする寮生を説得し、ビデオ通話での面接となりました。実際にやってみると、

やはり情報量は対面に劣る部分があると感じましたが、今後社会的に遠方同士での交流がオンライ

ン中心になるのであれば、寮としてもその流れには逆らえないと思っております。 

次に苦慮したのは新入生が地元に帰ってしまったことです。一年生の親御さんの気持ちを考える

と理解はできるのですが、残念な部分もありました。というのも、移動が制限される中、寮生活は

寮生の創意工夫によって非常に楽しいものとなったからです。 

移動の制限の中、地元に帰らなかった寮生は大きく二つのことを始めました。筋トレと麻雀です。

前者は体育会系の寮生中心にダンベルなどの本格的な器具を揃え、後者は理事長の近年使われてい

なかった自動雀卓を再稼働することで始動しました。また、寿司パーティやタコスパーティ、たこ

焼きパーティなども寮生で開き、大変盛り上がりました。外出が制限される中で、余暇時間は予想

に反し非常に活発で楽しいものであり、一人暮らしであればどう過ごしていたのか見当もつきませ

ん。 

再確認された寮の魅力は「余暇時間を創意工夫してすごす学友が一緒にいること」です。買い物

に一緒に行く友達がいる。ご飯を一緒に食べる友達がいる。私は、寮のこの環境のおかげでこの一

年間楽しく過ごすことができました。当たり前のように思えた寮の魅力が、ここまで強く意識され

た一年はなかったでしょう。 
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体育会においての怪我という問題 

社会学部３年 弓場耀平 

  

今年は、私のラグビー部生活において、いや大学生活において悲惨なものになろうとしている。二月に腰

を痛めて入院、それ以降騙し騙しリハビリを続けるも悪化、ブロック注射も効果はいまいち、手術をしてもいま

いち効果を感じられない、など惨憺たる一年になろうとしている。 

日常生活においてスポーツをしない人にとって、まぁスポーツができない程度でしょう？と思われるかもしれ

ない。ところが自分が抱えたのは重度の椎間板ヘルニアであり、座ることすらままならない。（この座れないと

いう問題は QOL を圧倒的に下げるものである）通院もめちゃくちゃしんどい、お金はかかる、本当につらい

んですよ(泣) 

 この二年間ラグビー部で選手として試合に出て活躍する、これだけを考えていた私にとって全くスポーツが

できないこの状況は、いわばアイデンティを喪失したような、自分の生きがいを無くしたような、痛みと同じくら

い精神的にもつらい状況だ。怪我人として練習を見ていると、「自分だったらもっとこうできるのに」、「なぜ全

力で走ることだけなのに、声をかけることだけなのに、健康なお前が出来ないんだ」、「今の四年生と最後の

シーズンに出たかった」、「もしこんな大怪我してなかったらもっと選手として良くなれたのに」、とか本当毎日

ネガティブなことを考えてしまう。 

それでも何とか全てを放棄せず(心の弱い自分は何度もこれを考えてしまう)、生活を送り、部活動の練習

に参加しているのは、これまで自分にラグビーを教えてくれた過去の怪我人の先輩方だ。同じ辛い状況でも

自分の辛さだけを考えず、部のためにできる小さなことを腐らずにやっていた先輩たちの人間の大きさに身

をもって気付くことが出来た。その大きさに少しでも近づきたい、そして怪我人でもなんとか外からのアドバイ

スで、自分の部における存在意義を周りに認めさせたい。そう考えながらなんとか日々の練習に行くことが出

来ている。 

そして絶対に、怪我を治して元の健康な生活を享受したい。パワーアップして復帰して、周りの「終わった

人」というレッテルを覆してやる。この思いを何とか保ちながら日々を生きています。 
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心に響かせと人はいうけれど 

経済学部４年 高橋正幸 

 

さて、何を書いてもいいといわれると筆を取れない、ペーパーテストをやると高得点であるのに

自身の考えを論ぜよといわれると用紙と頭が真っ白になってしまう、そんな人のことを外山滋比古

は『思考の整理学』の中で「グライダー人間」と呼んでいる。 

 飛行機とグライダーは似ているが、飛行機と違って自力飛翔が出来ないところが重なるというわ

けである。 

 今回、テーマは何でもよいから心に響くものをという制約下で現役寮生が原稿をおのおの作成し

はじめた。寮生の中には俳句、短歌を詠もうと計画しているそうで、文化サロン待ったなしの寮に

いて三階の角部屋で部屋以上に窮屈さを感じているこの頃である。 

 現時点の OB方の心に響かせられるのであれば幸いだが、その自信もなく、ただ将来の自分とその

周辺世代がこの会報を読み直した時に響く、関心が向くこととして現時点における寮の姿や、国立

の景色をここで書き留めておくのが有用と考えた。 

 そこで、将来のぼくをはじめ同世代の寮生のノスタルジーに響くよう、コロナ禍で飲食店の多く

が国立からの退出をしていく中、ぼくがこの国立で愛用し、少なからず通ってきたいくつかのお店

を書き留めておこうと思う。 

 「ロージナ茶房」ここは老舗である。現時点の OBのほとんどがご存知かと思う。別に書くことは

ないが怠惰そうな店員のおじさんたちが辛さしか取り柄のないザイカレーを運んでくる。 

 「千成寿司」ここは旭通りの寿司屋である。鳩の湯へ昨年度卒寮した星さんといった帰りに寄っ

たことがあるのだが、店主の方と釣りの話を延々としながら、食べるだけ食べて映画料金程度のお

会計にしてくれたのはいい思い出である。 

 「珈琲屋大澤」ここは雑居ビル 2階の純喫茶である。このご時世に珍しく全席喫煙で、昨年度に

堂々退寮なさった大城さんはじめ現役の下野君まで何代にもわたって一部寮生はマスターのご厚意

に与っている。 

 「三春」これは旭通りのたまらん坂手前にある定食屋である。鳥天ぷら定食 550円は苦学生であ

る私のお腹と心を満たし続けた。寮生でチームを組んで矢川にある多摩川河川敷で野球した帰りの

お昼ご飯に寄ったのが初来店であり、その後もぼちぼちと通い、4年生となった今は店長がおまけ

にとうもろこしを付けてくださる。 

 「きよ多」恵比寿顔の店長とその奥さんが切り盛りしている。国立で最もおいしいかつ丼やであ

り異論の生じる余地がない。漬物の量とみそ汁の具で経営状況が何となくわかる。 

 ここまでで少なくとも社会人になって忘れたくないエピソードも添えて、国立のお店をいくらか

紹介した。これを忘備録から将来の僕らは思い出して、懐かしめたらと思うとともに、できれば今

後も寮生との思いでも絡めつつ、国立のお店を堪能したい。 
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YM 寮 ～もう一つの実家～ 

 

 岡本政之（平成 28 年経 平成 31 年公経） 

 

先輩後輩諸兄、大変ご無沙汰しております。2016 年卒寮の岡本政之です。まずは自己紹介、近況（市況）

報告をさせてください。私は昨年まで一橋の大学院に在籍しておりましたが、現在は金融機関取引仲介業

の BGC Partners という会社にて、為替デリバティブを取り扱っております。昨今の新型コロナウィルスに係る

混乱により、未だかつてないボラタイルなマーケットを新卒（？）１年目で経験しましたが、最終需要者である

貿易関係企業においては、これを逆手に取った取引等も見受けられました。日本は特殊なマーケットで、為

替デリバティブはマチュリティの長いものが好まれます。これは日米金利差によって、長期の先物レートが非

常に低いために、顧客提案交換為替レート（ストライクレート）が非常に良いものに映るからと考えられます。

デリバティブはレバレッジをかけることも可能で、リスクは大きくなりますが、売りポジションを大きくとることによ

って、完成したゼロコスト為替ヘッジスキームの持つストライクレートはさらに良いものになります。通常時で

はこういった取引が好まれますが、コロナ下の非常にボラタイルなマーケットでは、デリバティブの価格がどう

しても高く出てしまい、この時期に超長期のヘッジスキームを組むことが敬遠されました。一方で、有事の円

買いでスポット為替レートが 101円台まで下がったのも事実です。こういった際には、３か月ものといった通常

ではあまりなされない短期～中期の取引が盛り上がります。そうした波が過ぎ、現在は主要各国が利下げし、

金利差縮小によって長期のヘッジスキームでさえ、見栄えの良いストライクを作ることが出来なくなってしまい

ました。現在は従来主要であったマチュリティをさらに越え、10 年以上の超長期のスキームが目立ち始めて

います。また取引中間顧客では、利鞘の縮小や貸倒引当金の積み増しにより、利益を得るのが難しくなる中

で、最終需要者に対する魅力的な商品、新しいエキゾチックオプションの模索もしているようです。このような

形で、マーケットに翻弄されながらではありますが、非常に刺激的な日々を過ごしております。 

話は180度変わりますが、私は昨年まで国立におりました。合計で７年間過ごしましたから、馴染みの居酒

屋さんや常連の飲み友達がいます。国立を離れた今も、ついつい足繁く通ってしまうのです。（寮から一番

近い、諸先輩方も通われたであろう、黒おでんの美味しいあの居酒屋さんです。）その際にも勿論、ついつ

い YM 寮にも立ち寄ってしまいますから、ひょっとすると瀧さんの次に寮に行く OB かもしれません。暖かく迎

えてくれる現寮生の後輩諸兄にこの場で感謝も併せて伝えたいと思います。最早 YM 寮は、卒寮してもなお

特別で、私にとっては第二の実家のようにも感じます。（執筆時点で先週もお邪魔しました。）そこで、OB に

なってみて感じる YM 寮の特別さとは何か、この場を借りて私なりに書かせていただこうと思います。 

卒寮した OB にとっても、自治寮というのは特別です。大学運営の寮に卒寮した OB が訪ねてくるというの

は考えられません。そもそも、「安く住む」に特化した大学運営の寮は、私にとっては家を借りて住むのとあま

り変わりません。YM 寮は（誰も食堂にいないときもあるのですが）後輩がそこにいて、迎えてくれます。最近

寮で流行っていることや、就職活動の状況、コロナ下での授業が実際どうであるかなどが話のネタになります。

また、他の OB の先輩と一緒に訪問し、現寮生と一緒に料理をしたり、普通に大学を卒業しただけでは到底

不可能なイベントができるのです。話によると、コロナ前にはなりますが、私より大分前に卒寮された大先輩

が定期的に現寮生と飲み会をやっていたとも聞きます。（再開しましたら是非お誘いください！）寮で生活し

ていた我々からすると、先輩方が訪ねてこられて、一緒に食事したり、飲み会をするのが当然のように行われ
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ていたので、殊更特別とは思いませんが、よく考えてみれば、他の寮、あるいはサークル等の学生団体でも、

これはできそうもありません。我々の繋がりが縦横無尽に強固である背景にもなっていると感じます。YM 寮を

YM 寮たらしめる毎週の聖書研究もまた、寮に帰ると思い出します。考えてみれば全員が少なくとも４年間、

じっくりと聖書を熟読し議論した経験があるのです。私にとって同じ釜の飯を食った寮生は 30 人くらいかと思

いますが、同じ書物を読んだ寮生は全員であり、これはいつ寮に帰っても、後輩と必ず共通項として持つこ

とができます。今年の１年生はどの福音書を読んでいるのか、あるいはチャペル班（今はホール班になるの

でしょうか）は何を読んでいるのかなと、寮生時代を振り返ります。YM 寮が第二の実家のように感じるのは、

この大切な共通項と、作り上げてきた寮風あってこそ、と思います。 

上記のようにして培われた強固な繋がりは今も続き、一橋同窓の Key word でもある如水そのものであると

感じます。すなわち、君子の交わりは水の如しであります。 

同期の鶴井（塁兄）津崎（め兄）政木（♪兄）とは、今も頻繁に会い、一緒に飲む仲です。在寮中は週に 2～3

回は一緒に飲んでいました。しかし今は年に 2～3 回になってしまい少し寂しいものではありますが、それぞ

れ果たすべき役割をそれぞれの場所で持つのですから、当然でしょうか。。。現役時代はお酒、それもスピリ

ッツやらリキュールやらを大量に買い込み、Bar YM をやったのも良い思い出です。ゆえに、私が無類の酒好

きと知っている先輩方が、時々飲みに誘ってくださるのは非常に嬉しいものです。また諸先輩方が日本各地、

あるいは世界各国でご活躍の中、その土地に旅行や出張で訪ねていくと、代を跨いでさえその場で飲み会

が催されるのも大変素敵です。 

また、実は寮の外でも出来た YM 関係の繋がりは今も続いており、中央 Y、立教 Y の同期とは時々集まっ

て飲んでいます。嬉しい知らせとしては、２年生の時に参加した YMCA Europe Festival（チェコ・プラハにて

実施）で出会った日本が大好きなノルウェーの YMCA の友人が、コロナ後に来日し日本語を学ぶと連絡が

ありました。なんと日本語学校が私の現在の住まいの近くにあるのです。一度作った繋がりは、消えることな

くどこかでまた表に出てくるものです。在寮生の後輩諸兄にも、せっかくこのＹＭ寮に住み、一橋Ｙに所属し

ているのですから、世界規模の NGO である YMCA の広いネットワークを存分に活用し、積極的に色々な人

と交流してほしいと思います。また、上述の通り、先輩方が日本各地で、世界各国で活躍しています。旅行

や短期留学の時にも、その土地の先輩に声をかけてみてはどうでしょうか。 

未だ新型コロナウイルスは収束せず、予断を許さない状況です。なかなか皆で集まって何かする、という

訳にはまいりません。しかしそうであるからこそ、久々に会いたいという気持ちを温めながら、いつかきっと一

緒に飲めることを、そして皆様が今後も心身ともご健勝たることを願いまして、筆を置かせていただきます。収

束の折には、ぜひお声がけください。皆様とまたお会いできるのを楽しみにしております。 
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随想 

情報｢過多｣社会 

商学部 1年 角颯真 

 

大阪府出身、大手前高校卒業で一年生の角 颯真(かど そうま)と申します。国際部 debateと国立あ

かるくらぶ所属です。これから何卒よろしくお願いいたします。 

会報では日々感じるこの寮の素晴らしさを書こうと思ったのですが、被りそうだったので、最近自

分が考えていることを書かせていただこうと思います。 

現代は情報社会で、スマホ一つで何でも情報を得られて便利だといろんな人が言います。しかし、

この時代に生まれた私として、果たしてそれはいいことなのか？と違和感があるのです。むしろ、

私には、多すぎる情報に疲弊している意識すらあります。ここでは、特に SNS について私が感じて

いることを 2つ書きます。 

第一に、ネットは人間のネガティブな感情が暴走しやすい空間であると思います。現実では言い

にくい不穏当・非論理的な発言も、匿名の SNS(Twitterなど)だと気軽に発言できてしまいます。し

かも、そうした攻撃的な発言をする人がたくさん集まると、集団心理の効果でどんどんヒートアッ

プしていきます。こうした誹謗中傷は、最近もあるテレビ番組の出演者に起こり、悲しい結末にな

りました。身近なところでも、KODAIRA祭が中止になった時に、匿名で運営委員会の Twitterアカウ

ントに誹謗中傷が複数届いたということもあります。このように、SNSのタイムラインに流れる膨大

な投稿を見ていると、過激なものが多くてマイナスな気分になることがあります。 

第二に、特に Instagram に顕著ですが、大勢の人が投稿する｢充実｣を見ていると、なにか漠然と

しんどくなってくるのは私だけでしょうか。一人ひとりの投稿だけ見ると、自分の生活とそこまで

変わらないのに、それが複数集まると、誰が何をしているかの区別が曖昧になり、あらゆる人が、

毎日、とてつもなく充実した活動をしているように思えてきてしまいます。これは心が乱れるとい

う他ありません。しかし、本当は、それは幻想にすぎないのです。｢みんな｣が毎週ディズニーに行

っているように思えても、決してそんな「みんな」は存在しないのです。 

ここまで SNSのマイナスの点を書きましたが、もちろん、SNSには友達と遊びに行くきっかけにな

るなどのプラスな面も多くあります。 

多すぎる情報に振り回されずに、自分が使う理由は何かということを逐一考えて、SNSに向き合って

いきたいと思います。おそらく他の人とはかなり毛色が違う内容だと思いますが、読んでいただき

ありがとうございました。 
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人を愛するということ 

                      経済学部 1年 岩崎友哉 

 

今年度 YMCA寮に入寮させていただきました、岩崎友哉と申します。今年は新型コロナウイルスの

影響で大学に通うことができず、部活やサークルの活動も始まらない日々が続いていますが、この

寮に入ったことで毎日充実した日々を送ることができています。 

 さて、私は考えることが好き、というよりもむしろ、あれこれ思い悩む癖があり、いつも何かし

らについて考えているため、自発的に話すことはあまり無いですし、共有スペースである食堂に出

没することも少ないように思います。先日、廊下を歩いていたら橋田先輩から表情が無いとの指摘

を受けました。きっと何かを考えていたのでしょう。 

 そんな私が最近考えていることは、「人を愛する」という何とも抽象的で掴みどころが無いけれど

も、人間にとって本質的な行為で、キリスト教とも関わりがありそうな概念についてです。という

のも、夏休み中に高校時代の同期と会う機会が何度かあり、そうした場では恋愛の話になることが

多いのですが、ある友人は 30代のお天気お姉さんと付き合っていて、またある友人は最近話題の出

会い系アプリ Tinderで出会った専門学校生と付き合っていて、またある女友達は３人から言い寄ら

れていてどの人と付き合うか悩んでいるそうです。高校時代は浮いた話がなかった友人たちが私の

想像を超えた恋愛をしているという現実に直面し、誰かと付き合わなければと焦ると同時に、「なぜ

人は人を愛するのか」「そもそも愛って何なのか」という問いについて考えるようになりました。そ

して夏休みから現在にかけて愛に関する本を何冊か読み、自分の中のモヤモヤを解消する試みに出

ました。ここでそれらの本を読んで感じたことや考えたことを皆様に共有することは紙面の都合上

割愛させていただきますが、結局、愛についての本を読めば読むほど愛について分からなくなって

しまったのです（古今東西の哲学者や心理学者が愛を多様な形で定義しており明確な定義がなされ

ていないことが原因かもしれません）。やはり愛は考えるもののではなく感じるものなのでしょうか。

彼女を作ることも考えたのですが、愛についての本を読むうちに、私は一人暮らしに伴う単調さや

孤独に起因する寂しさを埋め合わせるための手段としてその人を利用しているのではないかという

罪悪感や、そうした態度で相手の時間を奪うのは相手に対して不誠実な態度ではないかという申し

訳なさが自分の中で肥大化してしまい、実行に移せていません。たまたまキリスト教系の寮に入っ

たのも何かの巡り合わせでしょうから、今後は普段の聖書研究を通してキリスト教における愛とは

何なのかについて考えるとともに、自分なりに日々悶々と愛について思考することを通して、愛に

ついての納得のいく解釈を行い、何らかの行動につなげたいと考えています。 

 「こいつこんなこと考えてるのか」とみなさんドン引きかもしれませんが、私自身も好きで考え

ているわけではなく、自然と考えてしまうのです。癖というか先天的な性質なのです。どうかこれ

からもよろしくお願いいたします。 
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二十歳 

                           商学部２年 桑江竜威 

 

12 月で二十歳になります。正直嬉しさよりも焦りの方が大きいです。あと 2 カ月で何が変わるわ

けでもないですがとにかくまだなりたくありません。「子供は無限の可能性を持っている」という言

葉をよく耳にします。何も感じなかった言葉ですが今では耳が痛い。19歳 10 カ月の僕と 20歳の僕

に大した差があるはずもないのですが、わずかばかりでも残っているかもしれない（と妄想してい

る）なんだかよくわからない「可能性」というふわふわしたものにすがるのを 20歳という事実はも

はや許してくれません。というかそもそも別に今までも何も行動せずに、その「可能性」とやらに

すがること自体許されるものではなかったのかもしれませんが、それを未成年と成人がやっている

のではやはり話が変わってくるでしょう。 

こんなにも二十歳になりたくないと思う一方時が経つスピードは明らかに加速しています。変化

のない日常を送っているからか加齢によるものなのかあるいは両方なのかはわかりませんがとにか

く速い。というかもう 1 日が短く感じます。なんとか 1 日を延ばすべく深夜まで起きてしまい翌朝

起きられない。その結果また 1 日に満足できず夜更かし。この地獄のサイクルから早く抜け出した

い。いっそのこと速すぎて時が経ったという事実にすら気づかなければこんなに焦ることもないは

ずです。しかし周りの変化が僕に時が経ったのだという事実を無理矢理認識させてきます。気づけ

ば寮に後輩がいましたし、着る服も長袖から半袖、そして再び長袖へと変化しています。極めつけ

は高校同期の変化です。ついこの前まではふざけた話しかしなかったのに、ひとしきりしゃべり会

話の熱が引いたと思ったら最近ではかなりの確率でだれかが急に「人生の意味」だとか「自分にと

っての幸せ」について話し始めます。長時間語り合った末の結論が結局「かわいい子と結婚出来れ

ばなんでもいいや」なのでまだ安心していますがとにかく変化は変化です。ただただ何も考えず何

も感じず暗記させられた平家物語の冒頭が、数年の時を経てしみじみと思い起こされます。 

なんやかんや今まで書きましたが、時が経つこと歳を取ることにこんなにも敏感にまた、嫌悪感

を抱くのは結局その延長線上に死があるからなのかもしれません。僕は本当に素直な気持ちで死が

怖いです。もちろん人生この先何があるかはわかりませんが、今の僕は死がはるか先のことと思っ

ています。しかし、幼き日の自分も成人すること、二十歳になることを同じようにはるか先のこと

と思っていました。しかも本当か嘘かわかりませんが体感時間的には「人は 20歳で人生の半分を終

えている」という話を聞きました。これが事実だとするならば耐え難い事実です。嘘であってほし

い。死ぬタイミングは二十歳と違っていつ訪れるかわかりませんが少なくとも今よりもポジティブ

なメンタルでそれを受け入れられていることを切に願います。 

非常にネガティブで愚痴っぽい駄文ばかりを書いていても状況は好転しそうにないのでとりあえ

ず「たかが 2 カ月、されど 2 カ月」という気持ちで二十歳を迎えるその日まで少しでも自分が納得

できるようできるだけの努力をしようと思います。強く生きたい。 

 

  



25 

 

誰かの上に立つものとしての考える 

         商学部２年 橋田陽平 

 

このコロナウイルスによってただでさえサークルに入ってもいない私は、1日のほとんどがフリ

ータイムとなりました。そこで特に勉強するわけでもないからいろいろと考えごとをしました。

今回はこの考えごとのうちの一つに関して書きたいと思います。今年は 2 年生になったこともあ

り、大学で初めて後輩ができることになりました。自分が先輩後輩を意識させられることになっ

たのは中学生からで、今までいろいろな先輩、後輩を見てきました。一般的に先輩、後輩の関係

は先輩の方が偉く、社会的に上位の立場となっています。今まで中学、高校で先輩を経験してき

ましたが、今回の空いた時間を使って改めて先輩、あるいは上司など、だれかの上に立ち、指示

などを行う人間であるならばどうあるべきかを自分なりに考えていました。 

その一つは、上下関係というものを意識しないことです。これは上下関係をなくして先輩後輩

関係なく仲良くするみたいな意味ではなく、後輩たちが自分の代わりに何かをやってくれたり、

自分の言った通りに何かをしてくれたりすることについて、無償の当然の行為であると思うこと

は断じてあってはならないということです。何かを無償でやってもらえるという考えが許される

のは小学生までで、それからはどんな親しい間柄だろうが、たとえ親族でも何かをしてもらうか

らには何かで返すのが大人としての当たり前の考えだと思います。ここで、自分の理想の優れた

人物像としては、先輩としてただ等価的なやり取りはするべきではなく、後輩から与えられたよ

りも多いぐらいにして返すことが必要だと感じます。上に立つものは権利に坐せず、誰よりも仕

えなければならないはずです。 

しかし、この理想像に実際になることは言うは易し、行うは難しです。すぐにこんなことを実

行できる人物になれるなら苦労しないです。けれども、行うのが難しいからといってこんな風に

なるのをあきらめてしまうのでは、凡人の発想だと思います。難しい目標を定めて少しでもそれ

に近づく努力をするのが人間的に優れた人物のすることです。現在の日本社会を見ても、このよ

うな人物はどれほどいるのでしょうか。実際に社会に出てみてないのでわからないところですが、

現実社会ではほとんどいない気がします。少し旧型の日本社会から脱却しようという流れはある

ものの、それでも立場が上の者は下の者に対して横柄に接していい、何か嫌なことを押し付けて

いい、といった考えは残っています。そんな社会に出ても決して染まらない、そんな先輩像をこ

こで追い求めたいと思いました。 
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自省録 

商学部３年 今川明人 

 

この文章は特に感動的でもないし、何か学ぶことのできる代物でもない。その為、他の人の文章

を読んでも時間が有り余るような暇な人以外は読まない方がいいと思う。この文章からは何も産ま

れない。産まれるとしたら虚無である。（虚無が生まれるってどういう意味？）とにかく、結論がな

い駄文である。ここまで忠告したうえで読む強者いるならそれはトップオブ暇人なのだろう。 

では、自らの恥をここに書き記していこうと思う。 

高校の卒業式の時に、恩師から「大学合格はゴールじゃない。大学合格は大学生活のための目的

に過ぎない。だから、大学生活は社会人になるための自分磨きをしなさい。そして、数年後その磨

かれた姿を見してほしい。そこまでいって初めて、僕たちは君たちを社会に出したことに安心でき

る」というような内容の手紙が送られてきた。（口調はもっと訛っていたような感じがする）当時の

僕は、そりゃそうだろう。大学は勉強するところである。勉強しない奴が大学に行くはずがない。

一橋大学を選んだのも喧騒から離れた郊外で勉強に集中するためである。当時の私は、とにかく大

学で勉学に集中することを夢見ていた。 

しかし、いざ大学に入学すると、特に面白さがわからない大学の講義・部活やサークルの新歓な

どで時間を潰された。そして、大学に来た当初の目標など忘れ、毎日陸上競技場で応援部員として

のどをからし奇声を発していた。この応援部も自分の体力がついていけなくなり、11 月にやめるこ

ととなった。部活を辞めたら、勉強に集中することができると思っていたが大間違いであった。昼

前に起きて単位の為だけに大学の講義に出席。夕飯後はひたすらアニメかゲーム。そして、3時ごろ

に就寝。このような生活をしていてはだめだという思いもあったが、これで最低限単位もとれてい

たため生活リズムを変えようという思いもわかなかった。 

そして、このような生活を３年生の前期までは当たり前のように過ごしていた。しかし、就活の

時期になると自分の今までの大学生活について焦りを覚え始めた。就活ではエントリーシートに「学

生時代一番頑張ったことを教えてください」や「あなたが仲間と協力して成し遂げたことを教えて

ください」というものを書かされる。大学生活を自堕落に過ごしてきた私にそのようなことを一つ

もない。その結果、あることないことを書くしかなかった。この時になって埋もれていた恩師の言

葉の意味がなんとなくだが分かったような気がした。恩師は大学を学生生活最後のユートピアと捉

えるな。勉強以外でもとにかく何か熱中できることを自分なりに見つけて必死に頑張れ。みたいな

ことを言わんとしていたのだろうか。今の私にはそのようなことを言っているような気がした。言

葉など受け取る側の都合の良いように捉えるので、私の捉え方でも別にいいだろう。しかし、この 3

年生の就活の時点で気づいても後悔先に立たず。殆ど大学生活 KO負けである。ただ、負け方にもい

ろいろある。完全に試合放棄して負けるか。それとも、無様にあがいて負けるか。ここまで書いて、

恐らく無様にあがいて負ける方を選ぶと皆様思うかもしれない。もちろん私も心の中ではそう思っ

ている。しかし、行動は後者である。心で思っていても行動に移すのは難しい。焦りはあるがその

焦りを行動に移すことができない。高校時代はこんなダメ男ではなかったと思っている。しかし、

人間は楽な環境に身を置けば置くほど、そのぬるま湯に慣れてしまう。今の私である。 
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この焦りを行動に移すことができるのはいつになるのだろうか。行動に移すことができていない

時点で焦っていないのだろうか。心の奥底では、何とかなると思っているのだろうか。何とかなる

という気持ちがある時は大抵、何とかならない。こういう気持ちを社会人にぶちまけても、社会人

は社会に出ることができている成功者の訳で「大学生活頑張れば、就活も社会生活も何とかなる」

としかおっしゃらない、気がする。勿論、他の意見がある人も多々いることは予想している。ただ、

その意見を聞いて私が心を入れ替えて頑張るということもない気がする。結局、人間堕落するのは

簡単で、這い上がるのはその何十倍も時間を必要とする。だから、頑張り続けなければならない。

堕落した私なら、ひしひしと感じる。努力するわけではないが。 

人生を頑張ろうと思う日はいつ来るのだろうか。恩師に会って安心させることができる日はいつ

になるだろうか。早く会いたいな。 
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無自覚の暴力性 

商学部 3年 鳥居大朗 

 

 私がこの 2 年半、アルバイトやサークルだったり、それこそ寮生活でも人間関係を営んでいく中

で感じたことがある。それは、人は知らず知らずのうちに目には見えない威力によって相手を従わ

せているということである。 

 例えばグループワークで先輩が後輩に何か提案をしたとする。上下関係のないフラットな関係で

あれば提案された側は「グループの利益になるか」という軸のみで考えることができるだろう。し

かしそこに上下関係が存在する場合、その軸に加えて「これを拒否した場合のリスクはどうか」と

いう軸も考慮に入れることになる。たとえ拒否された時に危害を加える意図が先輩になくても、で

ある。つまり、無意識に上下関係という恐怖感を感じている時点で、純粋に「自分のためになるか

どうか」の判断はできなくなるのである。 

 今先輩と後輩の例を挙げたが、このような無意識の恐怖感は親子間や男女間でも起こり得ること

である。親子間では子が親に見捨てられる恐怖から、男女間では男性の方が腕力が強いことによる

物理的な恐怖から、である。男女間についてはこのような意見を耳にしたことがある。 

「男性は生まれながらにして、その腕力によって女性に恐怖感を与えている。男性は自分がナイフ

を手にしているという自覚をもって女性と接するべきである。」 

あくまでネット上の意見で少々過激ではあるものの、本質的には近い意見であり、私の意見を分か

りやすく表した例であろう。 

 このような考えに対して、「実際には危害を加えられないのだから、勝手に恐怖を感じるのが悪い」

と切り捨てるのは簡単だろう。しかし純粋に相手のため・グループ全体のためを思うのであれば、

恐怖を感じさせる立場にある者（先輩、上司、親、男性など）はその恐怖感を感じさせない努力を

するべきではないだろうか。 
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人と酒 

経済学部 3年 小林莉季 

 

みなさんお酒は好きですか🍻？？ 

人とお酒との関係は決して切れることのないものだと私は思っています。お酒の歴史に関しては

諸説ありますが、ワインは紀元前 6000～5000年頃から醸造されていたのではないかといわれていま

す。そう考えると、人は約 8000年間もお酒を愛してきたのです。聖書においても「ぶどう酒」とい

う単語は繰り返し登場し、詩篇 104章 15節では「人の心を喜ばせるもの」として言及されています。

と同時にアルコールそのものについて、酒に酔うこととその影響を罪とし、また自分の身体を支配

されてはいけないとも言及されています。 

前置きはさておき、大学生活は二十歳になる時期ということであり、部活やサークルで飲み会な

どのお酒を飲む場があるかと思います。お酒そのものが好きな人、嫌いな人。酔った状態が好きな

人、嫌いな人。飲み会の雰囲気が好きな人、嫌いな人。本当にアルコールへの姿勢は十人十色です。

ちなみに私は趣味が飲み会だといっても過言ではありません。飲みの場を通して、友人の新たな一

面を垣間見たり、思いがけない面白いことが起こったりするからやめられません。酩酊状態になり、

モラルの低下した人間の行動は予想ができず、大変面白いです。私自身もお酒によって数多くの失

敗をしてきましたが、後悔は微塵もありません。 

もちろん「酒を飲んでも飲まれるな」というように節度を守った飲み方が推奨され、それが健康

面にもいいことは言うまでもありません。酒の飲み方は人それぞれです。人生を通してアルコール

への向き合い方を模索していきましょう。私たちは生きている限り酒との関わりを断つことはでき

ないのですから。 

「酒が人間をダメにするんじゃない。人間はもともとダメだということを教えてくれるものだ。」

という言葉があります。お酒との節度を守った関り方を考えるのも大事ですが、たまには果てるま

で呑んで、人間の醜い部分にふれるのも面白いのではないでしょうか。新しい寮室のカーペットを 2

度も汚した寮長のように（小声） 
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「教える」ということ 

経済学部 4年 北田志聞 

 

このコロナ禍の中で、本来 6 月に予定されていた母校(灘中学校・高校)における教育実習が様々

な状況が落ち着いてきたことから 9 月に行われました。この文章はそれが終わった直後に書いてい

ます。教育実習では、学校で教師が行っていることを一通り体験します。もちろん授業もそうです

し、行事運営(今年は体育祭が無事行われました)や部活指導も(簡単なものですが)行います。 

 その中で、「大人数の前で教える技術」を中心に指導していただきました。これまで家庭教師など

で個人に対して教えることはあれど、教室で大人数の前で授業をすることはなかったので、最初は

不慣れで指導教諭のみならず生徒からも(声が小さいだの文字が小さいだの)大変に批判をいただき

ましたが、経験を積んでいくにつれ改善していったようです。この技術は、ある意味において教師

の間に伝わる一種の「芸」のようなもので、教育について専門の教育を受けていない人にとってそ

のような技術を用いて、つまり伝わりやすく、また飽きさせないように授業することはとても難し

いものです。しかし、大学ではこのような教育を受けずに教えている人が多くいる(というよりは、

ほとんどである)のが実情です。大学の授業が退屈であるとか、(内容はともかく、出席して)受ける

価値がないと感じてしまうのは教員の「授業する技術」が高くないことが原因なのではないかと考

えています。 

大学は高等教育機関とよばれますが、そのようなことから大学は第一義には研究機関(および研究

者を養成する機関)であり、大学では「教育を受ける」のではなく、「自分から学ぶ」ことが重要だ

と重います。残り 1年半となった大学生生活ですが、今から何を学ぶのか、学部の枠にとらわれず(す

でにそうなっているという横やりが入りそうですが)考えていきたいです。 
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「豊かに生きる」 

高橋 伸輔（平成 15 年 法卒） 

 

コロナ禍の苦境がまだまだ収まりを見せない。健康面への被害はもとより経済活動も大きく制限され、

将来の見通しは不透明感を増している。世界中が薄暗い雲に覆われているようで何かと嫌な気持ちにな

る。 

 勤務先の社業は大変厳しく、売上げは落ちても仕事は忙しくなった。私はメーカーの購買部門で設備

購買の契約業務に従事している。コロナ禍以降、手掛ける案件数は設備投資の縮小により減ったものの、

案件単位に達成すべき低廉化額は大きく増えた。取引条件の見直しや、技術部門との設備仕様や立上げ

時期の見直し、国内外の新規ベンダーの調査・評価、取引先とのリモート会議での商談に日々追われて

いる。 

 収入は落ち込み、家計もダメージを受けている。小遣い制の我が家では真っ先にこれが削られた。ま

さに死活問題、こんなに頑張っているのにまだ身を削れと言うのかという心の叫びは残念ながら通用し

ない。週末も外出は極力控え（妻が医療従事者という事もあり慎重）、自粛生活を続けている。我慢、ひ

たすら我慢である。 

 しかし悪い事ばかりでもない。仕事は忙しくとも、購買部門としては新しい事に挑戦しやすくなった。

成果に繋がる事ばかりではないが新たに学ぶことも多く、自身の成長を感じる事ができる。また、在宅

勤務により家族との時間も増えた。ほんの出来心で妻の料理を手伝ってみたところ、意外とこれも面白

い（世間からは大分出遅れ感があるが）。悪い悪いと言っても、意外と豊かな時間を過ごせるものだなと

気付いた。そこで「豊かさとは何であろうか」という事を考えた。 

 

 誰しもが豊かに生きたいと考えるものと思うが、そもそも豊かさの構成要件とは何であろうか。広辞

苑では「豊かさ：物が豊富で、心が満ち足りているさま。財産がたくさんあるさま」とある。物、財産

という【経済性】と【精神面】が充足している状態を指すようであるが、この他の要素として【時間】

を加える考え方もあるようである。 

 どのレベル以上であれば満ち足りるかは個人の捉え方によって異なると思うが、「余裕を感じるかどう

か」が満ち足りているかの判断基準になると思う。その上で各要素について考えてみたい。 

 

 まず【経済的な余裕】であるが、これはそこまで重要な要素ではないように思う。勿論、最低限の経

済的安定性は必要不可欠であるし、経済的余裕は精神的余裕にも繋がる。しかし、経済的豊かさばかり

を追求しても本当の豊かさは得られず、それ以外の要素に依る方が大きいと思う。事実、今回の私自身

に当てはめても、収入減の中でも何だかんだ豊かさは損なわれていないと思っている（多少時間はかか

ったが小遣い削減も受入れられた）。更にはいつも金欠状態であった YM 寮時代は、私の今までの人生で

において結構幸せ＝豊かさを感じる 4 年間であった。まず野澤寮母さんの寮食のおかげで食うに困らず

というのがベースにあった。これは今でも心より感謝している。野澤さん本当にお世話になりました。

その上で（良いか悪いかは置いておいて）学業を疎かにした私には時間がたっぷりあったが、食堂に行
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けば寮生の誰かの他愛のない話ができ時間を持て余すこともなかった。そのような中で寮行事や聖書研

究、飲み会など大切な思い出を沢山作る事ができた。ついつい仕事の感覚の延長で経済的豊かさばかり

を重視してしまいがちだが、切り離して考えるべきだろう。 

 

 続いて【精神的な余裕】であるが、この要素が恐らく最も重要であると思う。それにも関わらず、現

代人は心のゆとりがないと良く言われる。ネットや SNS での誹謗中傷や、他者・弱者への無関心など社

会的にゆとりのなさを感じる事が多く、私自身を振り返っても常に何かに追われて心のゆとりを持てて

いない事が多い。しかし、心のゆとりは「気付き」に繋がる。転がっているチャンスを見落とさず、問

題が生じても小さいうちに手を打つことで大事化するのを防ぐことができる。心のゆとりがあれば、よ

り適切な初動が行え、結果的に物事を好循環に回していける。逆に言うと、切羽詰まった状態では良い

プレゼンスもなかなか発揮しにくい。 

 また心のゆとりがある人は魅力的である。余裕と自信があるため、自然と説得力と信頼性が増す。精

神的な充実の得方は人それぞれあると思うが、日々の仕事・生活でやらなければいけない事は多く、新

たな課題や問題も次から次に生じる。最後まで努力する事も大切だし、常に前向きに笑顔でという姿勢

も大切である。でも所詮は凡人、何時いかなる時もそうできる訳ではない。背負いきれない時には敢え

て諦める、他人を頼る事で次への余裕を生み出す事も時には必要なのだろう。 

 

 最後に【時間的な余裕】について述べたい。時間的余裕も精神的余裕に繋がるが、かと言って極端に

時間を持て余す状態も豊かとは言い難くそれなりのバランスが必要である。ただ、多くの人は時間が足

りないと感じているのではなかろうか。 

 IT の進歩は飛躍的に仕事を効率化させている。しかし、そこで生み出された時間は新たな仕事ですぐ

に埋まってしまう。私生活においても、これだけ情報が溢れる世の中である。新たな興味や欲求は尽き

る事がなく、時間は皆に平等に与えられたものだが、仕事でも私生活でも常に時間が足りないと感じる

方は多いのではないか。 

 そうした中において時間のゆとりを感じるかどうかは「自己のために費やしている時間かどうか」に

なると思う。ここで言う自己のためとは、自らが選択ないしは納得して費やしている時間かどうかであ

り、直接的に自分だけのためという事ではない。他者に言われて納得感なく、ただ付合いのために費や

している時間は豊かさには繋がらない。自己のための時間を最大化する事が豊かさに繋がるものと考え

る。 

 

 これまで挙げた【経済】【精神】【時間】の余裕は相互に影響しあう関係にあるが、どれか一つが欠け

ても豊かさを感じられなくなる。例えば人が羨むような経済的余裕を持っていても、仕事のプレッシャ

ーで精神的に追い詰められてしまっている状態は豊かとは言えないだろう。各要素ともプラス（＝余裕

を感じる状態）でないと豊かさを感じられないが、プラスであれば掛け算のように豊かさは増していく

と思う。 

 加えて、余裕があるとは選択肢を持っているという事にも言い換えられると思う。変化の激しい今の

情勢において、物事が悪い方向に傾いた時も次の選択肢を持っていれば豊かさを損なうことなく対応し

ていけると思う。 
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 豊かさを他社との比較だけで捉えると世知辛い。経済的な豊かさばかり目を奪われず、心の余裕、時

間的余裕を持てているかを振り返り、ゆとりを持てていればその事への感謝を忘れず、人生の選択肢を

増やして豊かに生きていきたいものだ。 

 

 

 

自問 

山田待雄（平成元年社卒） 

私は無教会派の家庭に生まれた。内村鑑三、矢内原忠雄、藤田若雄の系譜である。クリスチャンネー

ムはない。私の名前は、「すべて主を待ち望む者よ、強くあれ、心を雄々しくせよ。」（詩篇 31.24）から

つけられたものである。 

無教会派は、家庭集会と聖書研究会を信仰の拠り所としている。家庭集会では、日曜日の午前中、母

親と子供（私と妹）で聖書を読んだり、賛美歌を歌ったりする。余程のことがない限り、家庭集会は毎

週あるので、日曜日の午前中は遊びに行けないことが不満だった。 

最初の聖書は、「子どもの聖書絵物語」である。文章に絵が付いているので、視覚的に聖書を知ること

ができる。例えば、サムエルが神さまに初めて呼びかけられた場面（サムエル記上 3）、聖書では、『神の

ともしびはまだ消えず、サムエルが神の箱のある主の神殿に寝ていた時、主は「サムエルよ、サムエル

よ」と呼ばれた。彼は「はい、ここにおります」と言って、エリの所へ走っていって言った、「あなたが

お呼びになりました。わたしは、ここにおります」。しかしエリは言った、「わたしは呼ばない。帰って

寝なさい」。彼は行って寝た。主はまたかさねて「サムエルよ、サムエルよ」と呼ばれた。・・主はまた

三度目にサムエルを呼ばれたので、サムエルは起きてエリのもとへ行って言った、「あなたがお呼びにな

りました。わたしは、ここにおります」。その時、エリは主がわらべを呼ばれたのであることを悟った。』

とあるが、「子どもの聖書絵物語」では、『夜です。サムエルは眠っていました。でも、今は目を覚まし

ています。サムエルは、誰かの話す声を、聞きました。誰かが、「サムエル、サムエル」と呼んでいるの

です。サムエルは、エリが隣の部屋で、呼んでいるのだと、思いました。大急ぎで、エリのところに走

っていくと、「はい、ここにおります。何か御用ですか」と言いました。するとエリは、「いいえ、私は

呼ばない」と言いました。「では、誰が読んだのでしょう。」サムエルは、誰が呼んだのか、知りたいと

思いました。エリは、「それは、神さまが、サムエルを呼んでいらっしゃるのだよ」と言いました。』と

なって、そこには、サムエルがエリの側にあどけない表情で立っている絵が付けられている。それを見

ながら、「私も、神さまから名前を呼ばれるときが来るのだろうか。」と思ったりした。 

年齢が上がるにつれ、年齢に合わせた子供向けの聖書を使い、家庭集会は中学に上がるまで続いた。

私は、この家庭集会で、聖書と賛美歌を覚え、お祈りの作法も学んだのであった。 

一年の行事と言えば、元旦は家族で早天祈祷だ。日の出前にできるだけ東の方へ歩いて行って、畑の

真ん中あたりで聖書を読んで、賛美歌を歌って、父親がお祈りをする。これは、大学に入って寮生活に

なっても、社会人になって名古屋勤務となっても、暮れに帰省した時は、年初めの定番行事として私も

参加した。当時、朝の弱い私は起きるのに苦労したが、早天祈祷が終わった後は、清々しい気持ちにな
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ったものだ。 

なので、逆に私は大学に入るまで、初詣というものをしたことがなかったし、七五三やお盆といった

行事も無かった。およそ神社仏閣に関するものには意識的に近寄らないようにしていた気がする。 

また、父親は毎週だったか、月 1 回だったか、藤田若雄の聖書研究会に参加していた。藤田集会は年

に 2 度、夏は妙高で、冬は真鶴で全国的な集会がある。その時は、私（当時小学生）たち子供も一緒に

参加する。参加するといっても、子供は大人たちが聖書研究会をしている間は、子供たちで遊んでいれ

ばいいのであった。私は、小柄で色が白かったので、「ちびしろくん」というあだなを付けられた。今思

うと冴えないあだなであるが、年上の兄姉はとても可愛がってくれたし、皆で遊ぶのがとにかく楽しか

った。藤田若雄が亡くなったあとは、妙高での集会も無くなり、聖書研究会だけは小さな集会に分かれ

て行われていたようだ。しかし、私はどの集会にも参加したことは無かった。藤田集会の後継集会に参

加していれば、無教会の同志を得ることが出来たのかも知れない。 

私は、高校３年になって一橋を受験したが、残念ながら現役合格はできなかった。その不合格発表の

時に、ＹＭＣＡ寮があることを知って、寮に立ち寄ってみた。佇まいが気に入って、「来年受かったらこ

の寮に入ろう。」と思った。翌年、何とか合格し、計画通りＹＭＣＡ寮の門を叩き、入寮倍率はおよそ 1

倍くらいだったので、無事入寮することができた。当然、先輩諸氏はキリスト教信者であると思ってい

たが、半数以上は信者ではなかった。ＹＭＣＡ寮では、毎週火曜日に聖書研究会が開催される。聖書に

詳しいはずの私は、聖書研究会の中心的存在になるべきところなのだが、全くその役割は果たせなかっ

た。信者であるかないかに関係なく、自由な議論が交わされ、このとき初めて自分の聖書に関する知識

の幼稚さに気付くのであった。だからと言って、聖書の理解を深めるための勉強を始めたわけではなか

った。それどころか、信仰者に求められる勤勉の努力も怠り、大学の講義にはほとんど出席もせず、ク

ラブ活動（体育会ダンス部）と麻雀にいそしんだのであった。 

大学時代には、国立教会や他の教会にも顔を出してはみたのだが、教会通いは続かなかった。どうし

ても、教会の一員として振舞うことが出来なさそうなのである。結局、私は彷徨う信仰者のまま社会人

になってしまった。つべこべ言わず、教会の聖歌隊にでも入れば、また違う信仰生活が得られたのかも

知れない。 

両親がキリスト教信者である場合、その子供はほぼ必然的にキリスト教信者になる。ほとんどが教会

の一員となって、人生は信者から始まるのである。子供が大人になってからも、信仰を持ち続けるか、

捨ててしまうか、それは人それぞれである。私自身は、信仰を持ち続けているが、信仰に疑問を持った

ことは何度かある。その理由の一つは、信仰者が不幸せなことに遭うことを見たときである。病気や事

故で身内を亡くした信仰者の心情は揺れてはいないだろうか。私自身、小学校に上がる前、自分の不注

意で道路に飛び出し、車に引かれる事故に遭ったが、幸い肋骨にひびが入る程度の怪我で済んだから変

わりなく信仰を持ち続けているのであって、これが大怪我をしていたとしたら、どうだろうか。信仰の

危機は誰にでも訪れるだろうし、それを神さまから与えられた試練として受け止めるだけの強い心を持

つことが出来るだろうか。 

一方、キリスト教信者の家庭に生まれていない場合、信仰者になるということは、内村や矢内原がそ

うであったように、他の信者の言葉・行動に感銘を受け、または感化され、自ら信仰を選ぶことにした

のだ。信仰を獲得した者の強い意志は揺らがない。内村は娘ルツ子を 18 歳で亡くし、矢内原も妻を２４

歳で亡くしている。それでも、両人の信仰はより積極的になって行くのである。自分の理想とする信仰
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の形を追求し、ある時は同胞からも非難を受けながらもキリスト教の布教に努めたのである。 

私は無教会派を名乗っているものの、そういった先達からの遺伝子を受け継いでいるとは到底言えな

い。それに、メンタリティはキリスト教にありながら、教会に通わないということは、どうやって自分

の信仰を示すことができるのだろうか。無教会派の習慣に倣って、自分が父親となって家庭集会をする

わけでもなく、聖書を開いたのも数年ぶりという体たらく、「あなたにとって信仰とは？」と言われても

口ごもるしかない。 

 

私にとって、ＹＭＣＡ寮に居たことは、大きなしるしである。講義に出ずに同組の人からは忘れられ

た存在となっても、寮の食堂に居れば、話し相手はいつでもいるし、麻雀に負けてオケラになっても、

富田（寮母）さんの美味しい食事が待っているのだ。同期にも恵まれた。麗しのあの子からの偽の年賀

状で騙されたりして悔しい思いもしたが、海外旅行でホテルの 2 階のベランダに閉じ込められても、大

溝君が大声で「ヘループ！」と叫んでくれたお陰で助かったし、桜井君とは家族同士でスキーに行った

りして、楽しい親交が続くのだ。崔君にもまた会って、「崔遊記」時代の話をしたいものだ。他の寮生か

らもいろんなものを与えられた。ＹＭＣＡ寮も銀杏の木は無くなり、改築もあって当時の姿から変わっ

てはいるが、私の中の「教会」としていつまでも続いて行ってほしいと思う。 

 

 

 

 

 

私とボーイスカウト 

昭和 59 年商学部卒 境 紳隆 

 

 私がＹＭＣＡ一橋寮に入寮したのは、昭和５５年の秋だったでしょうか。同じクラスの安井禎君に「自

宅は横浜だけれどバス通学で、朝の渋滞時には開かずの踏切があってバスが動かず、大層時間が掛かる。

できれば近いところに下宿したいのだが。」というような話をしたところ、安井君から「僕の入っている

ＹＭＣＡ一橋寮に一部屋空がある。クリスチャンではなくても入れるよ。」と紹介して貰ったのが切っ掛

けでした。 

 私は幼稚園がキリスト教系で、小学校２年生まで日曜学校に通っておりましたので、キリスト教に対

する親近感があったこと、加えて小学校３年生から続けているボーイスカウトとキリスト教には深い関

わりがあり、ボーイスカウト運動に対する理解を深めることもできるのではないかという思いもあり、

入寮させて戴くことに致しました。 

 「ボーイスカウト運動とキリスト教とは関わりがある」と書きましたが、その説明をする為に若干紙

幅を割いてボーイスカウト運動の成り立ちについて説明させて戴きます。 

 ボーイスカウト運動の創始者は、ロバート・ベーデン・パウエル（以下「BＰ」）という英国の退役将
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校でした。ＢＰの名を英国内で一躍有名にしたのは、南アフリカで繰り広げられたボーア戦争（１９世

紀末から２０世紀初頭に掛けて、英国とオランダ系アフリカ人が南アフリカの植民地化を争った戦争）

におけるマフェキング要塞の防御戦でした。ＢＰは、少ない人数で交通の要衝であるマフェキングとい

う町を守り抜き、戦いを英国有利に導きました。その戦いにおける少年達の働きは大変にめざましいも

のでした。こうした軍人時代の経験を通しＢＰは、「少年でも適切な役割を与え、訓練を施せば大変に役

立つ」ことを学びました。 

 英国に帰国してＢＰが目にしたものは、産業革命による産業の高度成長と、その陰に広がる青少年の

非行でした。ＢＰは大英帝国の将来を担うべき青少年の頽廃を憂い、軍人時代の経験を基に青少年教育

に関する著作を幾つか発表します。その中で彼の代表作となるのが「スカウティング・フォア・ボーイ

ズ」（以下「ＳＦＢ」）という、青少年向けに書かれた野外活動の手引書で、教育関係者は勿論青少年か

らも大きな支持を得て大ベストセラーとなります。 

 「スカウト」とは、軍隊用語の「斥候」のことです。「斥候」とは、戦場の状況や相手の様子等様々な

情報を収集して指揮官に報告する役務のことです。言わば指揮官の目であり耳とも言えましょう。一た

び自軍を出発すれば自らの判断で行動して任務を果たさなければなりません。それ故、様々な知識と技

能を身に付ける必要があり、軍人の中でも優秀な者が選ばれたそうです。斥候を重要視したＢＰは、青

少年教育にこの「斥候」教育を取り入れ、少年達のことを「スカウト」、その活動を「スカウティング」、

当該教育に従事する人達のことを「スカウター」と呼称することにしました。 

 ＢＰは１９０７年８月に、８日間の実験キャンプを行います。現在の中学・高校生年代と思われる上

流階級の子弟 1０名・労働者階級の子弟１０名・合計２０名の少年達を集め、イギリス本島の南、プール

湾に浮かぶブラウンシー島という島に渡ります。野営技術、方位発見法、測量・通信技術、動物や植物

に関する知識、健康や安全に関する指導等斥候教育を基に様々な教育を行ったものと思われます。ＢＰ

がここで工夫したことは、参加者を階級の区別なく４つの班（パトロール）に分け、班対抗のゲーム形

式で教育を行ったことでした。ボーイスカウト教育の特長である「班内の年長者が年少者を教育指導す

る形」をこの実験キャンプを通して編み出して行きます。 

ＢＰはこの実験キャンプの成果を基に、１９０８年、前述したＳＦＢを著します。時は日英同盟が締

結されて間もない頃でもあり、ＳＦＢの中には「騎士道」と共に日本の「武士道」も度々紹介されてい

たようですが、第二次世界大戦を契機に「武士道」に関する部分は大幅に割愛されて現在に至っていま

す。 

ＢＰは自ら青少年教育の団体を設立することを目指していたわけではなく、青少年教育に資する参考

書籍を著すことが彼の目的だったようなのですが、ＳＦＢが当時の少年達に絶大なる支持を得、ＳＦＢ

に書かれていることを実際にやってみようという少年達が多数登場するに連れ、ＢＰはその中心に担が

れて行きました。 

この青少年運動は程なくして欧州は固より北米や日本等世界中に広がり、その発展拡大と共にそれぞ

れの国に適応するよう修正が加えられて行きます。冒頭ボーイスカウトは基督教と関わりが深いと書き

ましたが、それはＢＰの父親がオックスフォード大学で幾何学と共に神学を教える聖職者でもあり、Ｂ

Ｐ自身も敬虔なキリスト教徒であったことに由来します。ＢＰは各所で宗教心を持つことの大切さを説

いています。ボーイスカウト教育の特徴の一つに「進歩制度」があります。これは、一定の課目を修了

することで進級して行く仕組みです。（現在の日本では、初級章・二級章・一級章・菊章・隼章・富士章
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という順になっています。）この内の菊章を取得するには、「信仰奨励章」を取得しなければなりません

し、最高章となる「富士章」を取得するには「宗教章」※を取得することが原則となっています。※宗

教章は宗教・宗派毎に修めるべき内容が定められています。キリスト教章もあります。 

ＢＰも最初から世界運動にすることを思い描いていた訳ではなく、世界に冠たる大英帝国の行く末を

担う人材を教育しようというところから始めたようですが、この運動が世界的広がりを見せて行く中で

軌道修正を行ってゆきます。現在では、青少年の健全なる育成を通して個々の幸福なる人生の実現と世

界平和の希求を本運動の目的に掲げていますが、裏を返せば苦々しい経験に行き当たります。 

ボーイスカウトのような初心な青少年の団体教育では、やり方次第で自国第一の誤った愛国心を植え

付け、国勢拡大の先兵を養成する機関にもなり得ます。その代表例がドイツのヒットラー・ユーゲント

であり、ソ連のピオネールや中華人民共和国の中国少年先鋒隊などです。これらの団体は、班制度を始

めボーイスカウトの教育方法を基盤に、各国の政治的思惑を無垢な少年少女に植え付けて行ったものと

思われます。 

現在、ボーイスカウトにおいては、その組織や制服等象徴するものを政治活動に利用することは一切

禁じられています。 

長々と説明させて戴きましたが、私がＹＭＣＡ一橋寮に入寮した頃は、丁度スカウトから指導者にな

ろうとする過渡期のことでした。ボーイスカウトの教育は、その成長段階に合わせて①ビーバースカウ

ト（以下ＢＶＳ）隊（小学１・２年生）、②カブスカウト（以下ＣＳ）隊（小３～小５年生）、③ボーイ

スカウト（以下ＢＳ）隊（小６～中学３年生）、④ベンチャースカウト（以下ＶＳ）隊（高校生年代）、

⑤ローバースカウト（以下ＲＳ）隊（主に大学生年代～満 25 歳まで）に分かれています。私がスカウト

活動を行っていた頃は、①のＢＶＳ隊は無く、④のＶＳ隊は「シニアースカウト（ＳＳ）隊」と呼ばれ

ておりました。 

地域等にボーイスカウトの組織が立ち上がるには、先ずそれぞれ地域の中に「育成団体」が組織されま

す。その下に「団」が組織され、その団の中に上述した年代別の「隊」が組織されていきます。 

入寮した頃私は、上記⑤のＲＳであり、③ＢＳ隊の副長（隊の指導者は、隊長１名、副長・副長補各

数名で構成されます。）を務めておりました。当時は隊の活動（集会）が月に３回程度日曜日にありまし

たので、私はその都度土曜日の夕方横浜にあった実家に帰省しておりました。ですから、土曜日の夕方

以降は寮の活動もサークルの活動も粗すべて欠席させて戴いておりました。 

ボーイスカウトの特長の一つに、確立された指導者研修制度があると思います。スカウト経験者はベ

ンチャースカウトを卒業して指導者の入り口に立つと「指導者講習会」を受講して、本運動の基礎を学

びます。当時は一泊二日のコースでしたでしょうか。保護者から指導者になる人も同じ講習を受けまし

た。指導者講習会を受講しますと、「副長」になる資格が得られます。指導者講習会の上には「ウッドバ

ッジ（ＷＢ）研修所」という３泊４日の研修コースが、当時は各部門（ビーバー～ローバー）別に開催

されておりました。この「ウッドバッジ」という名称は、ＢＰがアフリカ時代に敵対するズールー族の

族長から勝ち得た戦利品の「木の飾り・ビーズ」を、その後指導者訓練を修了した人達に分配したこと

からその名がつきました。今でもＷＢ実修所（上級訓練）を修了しますとウッドバッジのビーズが支給

されます。）私は、当時ＢＳ隊の副長でしたので、まずＢＳ部門のＷＢ研修所（初級訓練）を修了しまし

た。 

その後大学を卒業して私は三菱地所に就職しました。その頃私は、前述したＳＳ隊の隊長を務めるこ
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とになりましたので、ＷＢ研修所ＳＳ部門も修了致しました。前述した研修は、共に山中湖畔にありま

したボーイスカウト日本連盟の山中野営場で、３泊 4 日の野営訓練方式で受講しました。 

会社に入って 3 年間は、自宅から通勤しておりましたので、ボーイスカウト活動は続けておりました

が、4 年目に仙台に転勤になったのを機に指導者を辞し、季節ごとのお手伝い（夏のキャンプや冬のスキ

ー訓練等）程度に活動を縮小しておりました。仙台で５年を過ごした後、東京にある本社に戻りました

が、バブルの影響が依然残っていて神奈川の住宅は高額過ぎて手が出ず、転勤を機に千葉に新居を求め

ました。千葉と言っても千葉市の東の端・緑区でしたので、暫くはひっそりとしておりましたが、その

内ボーイスカウトの先輩から復帰を求める声が掛かり、今度はＲＳ隊の副長として復帰しました。そし

て程なく隊長になることになり、ＷＢ研修所ＲＳ課程を受講しました。ＲＳ課程の研修所は既にキャン

プ実技等を身に付けた人達が多く参加するという配慮か、舎営で行われました。 

ＲＳ隊は、ＲＳ隊独自の活動は少なく、活発に活動している人は他隊の指導者として行動しているの

で、月に 1 回程度でしたが、活動のある都度千葉市緑区から自家用車で活動場所である川崎市中原区迄

通っておりました。その頃アクアラインが開通し、お金（当時はトンネルを渡るだけで３千円でした。）

を出せば楽に行き来できましたが、アクアラインの前後の高速代やガス代（片道約９０ｋｍ）を考える

と、１回の集会の都度約１万円を費やしていたことになります。ボーイスカウト活動は全てボランティ

ア（場合によって、実費を負担してくれることもありますが。）１万円を掛けて集会場所へ出向いてみた

ら、ＲＳが誰も来ていないという情けないこともありました。 

その後は、ＶＳ隊長を長く続け、ＶＳ部門のＷＢ実修所（上級訓練）を受講しました。並行して地区

役員（私の所属は「神奈川連盟」の「川崎地区」で、現在神奈川連盟には６地区があります。）や県連役

員・指導要員等を務めてきております。 

私は、兄が先に入っていたこともあり、小学校３年生（９歳）の時にＣＳ隊に入隊致しました。昭和

４３年の６月でした。爾来今日まで一時休隊していたこともありましたが、約５０年の長きに渡りスカ

ウト活動を続けて参りました。何故斯様に続けてきたのかと言いますと、一つには当時から今日まで続

く先輩・後輩の密なる人間関係故でしょう。ＹＭＣＡ一橋寮の人間関係に一部通じるところがあります。

寮の付き合いは濃密な４年間でしたが、ボーイスカウトの付き合いはもう少し薄いけれども５０年余に

渡る長さかもしれません。そして、指導者生活が長くなるにつれて人の子供たちの成長して行く姿がや

はり何物にも替えがたい生き甲斐になっているのだと思います。それと共にやはり野外でキャンプをし

たり登山やハイキング、時としてスキー等に皆で行くことが楽しいから続けているのだと思います。 

最後にボーイスカウトの特長として「国際交流」についても触れておきたいと思います。 

現在世界には、約４千万人のスカウト及びスカウターが居ると言われています。インドネシアやフィリ

ピン等学校教育に組み込まれていたりする国もありますので、厳密に数えるともう少し多いという話も

ありますが。今から５年前に、世界中（約１６０の国と地域）から約３万人のスカウト・スカウターが

日本の山口空港に程近い「きらら浜」に集まりました。４年に１回開かれるボーイスカウトの国際大会

で、「第２３回世界スカウトジャンボリー」と呼ばれるものです。私も派遣隊の指導者として参加したの

ですが、各野営地にはためく国旗の多様さには圧倒されました。私たちは日本・川崎地区の隊でしたが、

目の前はタイ・左隣は英国・右隣はドイツ、左斜め前はフィンランドの隊でした。会場を一回りすれば、

クロアチア・ボスニアヘルツェゴビナ・セルビア等過去に複雑な関係のあった国々も参加していました。

冷戦時代は加盟していなかったロシアやチェコ・ポーランド等東欧の国々も多数参加していました。 
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 昨年は、６０歳の定年を機に退職し、米国で開催された第２４回世界スカウトジャンボリーにも指導

者として参加して参りました。 

 この他、川崎地区は独自に川崎市の姉妹都市である米国・ボルチモア市（地区）と３０数年に渡って

スカウト交流派遣事業を続けて来ています。このプログラムは２週間余に渡るもので、半分を合同野営

や舎営で過ごし、残りの半分強をホームステイに合同プログラムを織り交ぜて行うものですが、中学生・

高校生年代のスカウトにとって得難い交流事業になっております。私はこの事業に派遣隊指導者として

過去３回参加したほか、受入事業には地区役員として種々関与して参りましたが、今では長年の友達と

なった指導者がボルチモアに多数おります。外国に友達ができることの大切さ・有難さを感じておりま

す。それらもまた、ボーイスカウト活動がもたらしてくれたものと深く感謝しております。 

 残念ながら私には子供がおりませんので、ひと様の子供たちの健全なる成長の手伝いができれば、私

がこの世に生をうけた役目を少しだけでも果たせるものと、還暦を過ぎた今も老体に鞭打って頑張って

おります。 

 

 

 

現在に生きる過去 

          

阿久戸光晴（1973 年社卒・1975 年法卒） 

 

 今私は、福岡女学院大学の現職の学長として新型コロナウイルスから、学生・生徒・園児・教職員・

学院指導者とそのご家族を守るため尽力中です。少し振り返れば、開成高 2 年次のクリスマスに教団滝

野川教会で受洗し、３年次に一橋大学の入学を許され、合格発表日に「一橋大学基督教青年会寮生募集」

とのチラシを受け取り、応募し、入寮を許されました。入学後大学は長期のストライキに入り、新入生

の私はモーツァルトやブラームスやマーラーなどの LP レコード愛聴やドストエフスキーやボンヘッフ

ァーなどの読書に励むしかありませんでした。でも一番の私の人格形成は、毎日の朝拝・当時毎週火曜

日夜の聖書研究会が糧であり、また学年を超えた寮生たちとの豊かな語り合いでした。そこから受けた

発想や紹介された書籍は数え切れません。マックス・ウェーバー、ヴィクトール・フランクル、エーリ

ッヒ・フロム、デイヴィッド・リースマンなどの名はすぐ出てきます。 

 大学を卒業して住友化学法務部に就職しました。商法改正への対応や海外ジョイントヴェンチャー法

務や独禁法や製造物責任法理などへの対応が課題でした。一方出席教会は教団大阪教会でした。そこで

の教会学校で、一人の交通事故による課題を抱えながら一所懸命に御言葉に集中する一少女の姿に信仰

の原点を教えられた体験があります。会社ではその後東京勤務となり、アルミ製錬部門の分離に伴う膨

大な元工場敷地の遊休地としての処分を担当しました。企業経験も慣れてきたと思われた矢先、学校法

人聖学院から 4 年制大学開設のための準備室開設メンバーとしての招聘を受け、私にとって未経験の教

育界に移りました。その際長年の夢であった東京神学大学にも入学しました。多くの課題がありました

が、何とか聖学院大学開設にこぎつけ、新生大学にセールスポイントを付けるため、アメリカジョージ

ア州アトランタ市にある米国中堅のオグルソープ大学と提携でき、定期的な留学生交換と同大敷地を活
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用しての「聖学院アトランタ国際学校」での教鞭と運営にいそしみました。そして 5 年後帰国して聖学

院大学に勤務しました。 

 20 年以上の長きにわたって勤めた聖学院大学での教鞭（最後は学長でした）と同法人の理事長・院長

の任期を終え、私は教団滝野川教会での牧師として生涯を終えるつもりでした。ところが九州・福岡女

学院大学の寺園院長と十時理事長からの懇請を受け、私はもともと悪かった足の不具合を思い神からの

召命と受け止め、受け入れた次第です。2018 年 4 月より同大学長に就任しました。同大では日々の職員

礼拝・全学礼拝を重んじ、「学生と地域に奉仕して行く大学」をモットーに微力を尽くしてまいりました。

その矢先に迎えたのが新型コロナウイルスの試練です。 

 見回せば、当地を含めプロテスタント・カトリックを問わずキリスト教会も教育機関も地方自治体も

今回のコロナ禍に希望を失い、打ちのめされているように見えます。しかし人類とウイルスとの戦いは

歴史的に続いてきました。中世欧州の当時の総人口の 3 分の 1 を死亡させその近代化を促進したと言わ

れる「ペスト(黒死病)禍」、数千万人を犠牲にしつつ第一次世界大戦の終戦を急がせたと言われる「スペ

イン風邪」、中国の周代と明代を政権交代に至らしめ、オスマントルコ帝国の首都イスタンブールを苦し

めた「謎のウイルス」、日本でもかつて予防接種の激しい痛みで知られ封じ込めに成功したと言われる「日

本脳炎ウイルス」等々。いずれも細菌よりもはるかに小さく、治療ワクチンにすぐ耐性を持つ進化の早

いウイルスだけに厄介です。言葉を選ばないといけませんが、これらウイルスとの戦いを経て人類は大

幅に衛生環境を向上させてきました。今回のウイルス禍でも、手洗い・うがいの励行や 3 密対策の徹底

により、他のインフルエンザや通常の風邪の罹患が激減していると言われます。また衛生環境とは無関

係ですが、業務のオンライン化の促進により、押印・署名制度からデジタル押印制度への移行が各企業

で検討されています。しかし私たちに一番問われている課題は、このようなウイルスが時々人類に与え

られる意味であります。思うに、個人も国家も「○○ファースト」などと言って他者を顧みようとしな

い世界への警鐘ではないのか、人類がますます協力し合うべき時ではないのか、と。 

 そして今後新型コロナウイルスよりもはるかに恐るべきは AI ではないでしょうか。今回のコロナ禍は、

終息後世界の衛生意識を飛躍的に向上させるでしょうし、各種業務のオンライン化を促進すると思われ

ます。歴史が私たちに教えるのは、人類にとっての試練が人類社会の利点を産み、逆にその利点が人類

にとって恐るべき危険性への入り口を開くと言うことです。各種業務のオンライン化の促進はとにかく

合理的に有効ですし、AI が大きな役割を果たすことでしょう。しかしその場合、人間の判断という出番

はなくなるのでしょうか。またコロナ禍は、人と人との接触による相互協力の尊さよりも、3 密などその

危険性を訴え、人に代わり AI 管理による超合理的支配を容認させ、為政者らによる“Stay Home!”の叫び

により、人間各人の孤立化・ひきこもり化へ引き込んでいくと思われます。 

 『AI 崩壊』という映画を当地で鑑賞し、衝撃を受けました。それは AI が人間のコントロールが効かな

くなって暴走するのですが、AI が理詰めで現在の食料残量と医療の飛躍的進歩による高齢者人口の膨大

化を秤にかけて後者の生命維持装置を機械的に打ち切ると言う場面でした。超近代の「爺・姨捨山」で

す。AI は超合理的思考の極限像です。今はさすがに政・財界でもあまり言われなくなりましたが、「リベ

ラル・アーツ（文科）系大学無用論」もこの延長上にある議論と思われます。しかし聖書が私たちに教

えるのは、非合理的思考の豊かな世界です。神の子イエス・キリストが私たちの救いのため十字架にか

かられ、三日の後に復活されるなどというメッセージは、AI には到底理解できないでしょう。今私がお

仕えしている文科系大学が取り組んでいるのは、AI も知らないであろう、こうした非合理的思考の豊か
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な世界です。私はこうした思考のもととなる感受性を「一橋大学 YMCA 寮」で豊かに培われたことに、

深い感謝をもって思い返す次第です。最後に私が深い感謝を申し上げたい方々の名を書き記させていた

だきます。(順不動・敬称略・含召天者) 

先生方 宍戸牧師・通木先生・田上名誉教授・斎藤忠利教授 

寮母様 大堀様・松本様 

８年先輩 高橋(旧姓城取)先輩(今当地でその甥御様と仕事をしております) 

3 年先輩 樋口先輩 

２年先輩 江藤先輩・斎藤金義先輩・中村先輩・桜井先輩・儀賀先輩 

1 年先輩 鈴木望先輩・加藤先輩・千保先輩・西浦先輩 

同学年 岩谷君・市村君・荒木君 

1 年後輩 寺師君・飯島君・長瀬君 

２年後輩 勝山君・永井君・青崎君・関君・関屋君・安藤君 

3 年後輩 内藤君・八代君・大芝君・吉田君 

（法人でお世話になった大先輩の方々も記憶しておりますが、当地に資料がなく書き切れなかったこと

を、深い感謝とともにお断りいたします。また米国より帰国時 2 年ほど本尞の聖研チューターや特別講

義をさせていただいたこともあり、また東大 YMCA 寮からの依頼を受けてしばらく聖研チューターを

し、また東京 YMCA の理事を務めさせていただきましたが、それらについては別の機会に触れること

といたします。） 

以 上  

 

 

随想：「聖書と鍬」 

                          山本 通（1970 昭 45 経卒） 

 

一昨年、私は「英国チョコレート企業間の競争と協調：1761～1988」と題する研究ノートを書いた。昨

年は「カカオ栽培前線の歴史的展開」と題する研究ノートを書いた。いずれも神奈川大学『経済貿易研

究』のそれぞれ 45 号と 46 号に掲載され、ウェブサイトで閲覧できる。そして今年、私は「キリスト教

宣教とイギリス帝国主義」という大きなテーマを追いかけはじめようと思っている。そのきっかけは、

カカオ栽培の歴史を勉強する中での大変興味深い 1 つの論文との出会いである。以下では、その論文 J. B. 

Webster, 1963, ‘The Bible and the Plough’ in Journal of the Historical Society of Nigeria, Vol.2, No.4. 

の要点を紹介したい。 

 

 1840 年に刊行されたサー・T・F・バクストンの『アフリカの奴隷交易とその矯正法』はアフリカの歴

史にとって非常に重要であった。その思想はヘンリ・ヴェンによって発展させられ、西アフリカへのキ

リスト教宣教を通して伝搬され、20 世紀に至るまでアフリカ人知識人のアフリカ開発論の中心となった。

アフリカでは古くから奴隷制が行なわれており、ヨーロッパ人と交易するために奴隷を彼らに売ること

が行なわれていた。バクストンは、アフリカ人にキリスト教の福音を宣教しつつ、商品作物の栽培を教
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えることによって、アフリカ人に奴隷制を廃止させよう、という。バクストンはアフリカにキリスト教

宣教会のセツルメントを建設し、福音宣教を行なうとともに、農業技術実演のための模範農場を維持す

ることを提唱する。宣教会はさらに、アフリカ人を教育するために産業学校を維持・経営するべきだ、

というのである。輸出用商品作物の栽培が軌道に乗れば、アフリカ人はもはや奴隷交易を必要としなく

なるだろう。 

これがバクストンの「聖書と鍬」の思想の要点であるが、ヨーロッパのキリスト教宣教師たちは、バ

クストンとは逆に、商品作物の栽培・輸出の奨励がアフリカ人に福音を伝道し、文明化させるのに役立

つと考えた。このような考え方を発展・普及させたのが、教会宣教会 Church Mission Society の総書記

に就任したヘンリ・ヴェンであった。ヴェンはアフリカ社会の発展のためには、その農業・商業・工業

を担うアフリカ人中流層の育成が必須であるとし、キリスト教宣教会が人材育成のための産業教育を担

うべきだとした。また、アフリカのキリスト教会は産業教育と歩調を合わせて発展しなければならない。

すなわち、アフリカ人の聖職者や職員を育てて、自治的・自助的・自己増殖的な教会を育てなければな

らない。それはアフリカ人の民族教会として、アフリカ人の祭りや儀式を取り入れたものとなるべきだ、

というのである。 

「聖書と鍬」の理論は、ヴェンの存命中に西アフリカ海岸地域の多くの場所で実践された。ナイジェ

リアのアベオクタではヴェン自身が友人たちの協力を得て、またセネガルのジャオルではコウベス主教

の主導の下で、綿花栽培と産業学校と宣教活動が実施され、一定の成果を上げたが、いずれも数年後に

は失敗に終わった。失敗の原因は作物の種類にあった。綿花はこの地域の気候に合わなかったのだ。し

かし、黄金海岸で「聖書と鍬」の理論を実践に移したバーゼル宣教会の宣教師たちは、綿花に代えてカ

カオを栽培することによって成功した。 

 しかし Venn が 1872 年に死去すると、教会宣教会の後継者たちはヴェンの理論を「二グロひいき」と

批判して政策転換し、白人の現地宣教師委員会に権力を集中させた。産業学校は廃止され、アフリカ人

のイギリスでの研修も禁止され、アフリカの教会の要職からアフリカ人は排除された。これに反発して

アフリカ人キリスト教徒の知識人たちは、アフリカ人によるキリスト教の民族教会 African National 

Church を設立し、ヴェンの理論を自分たちで実践に移した。ヨーロッパ人の教会宣教会はアフリカ人の

教会を異端視したが、アフリカ人たちの試みの幾つかは成功した。 

 特にナイジェリア南西部のアゲゲで J・K・コウカ―が実践したカカオ農園経営は大成功した。彼の父

はヴェンの下でアベオクタの事業に参加した人物であった。アゲゲのコウカ―の農園は 1914 年には約 2

万ポンドの年収を上げ、産業学校と教会が設立されて、教育と宣教の事業も活発に行なわれた。この成

功を見て、多くのアフリカ人がコウカ―の下に集まり、内陸に向けて「聖書と鍬」の実践を拡大してい

った。莫大な収益によってアフリカ人教会の財政は支えられ、また、内陸に建設された教会が海岸近く

の農園に労働奉仕団を送り込み、宣教と輸出用作物の生産が互いに助け合う関係が生まれた。まさに自

治的で自立的な「聖書と鍬」の理論が実現したのである。ただしコウカ―はアフリカ人の教会にヨーロ

ッパ人の「文明」を持ち込むことを嫌った。コウカ―は聖職者であり精神的指導者であるとともに、ア

フリカ人の部族長であり、多くの妻と 30 人を超える子供を持っていた。 

 

 以上がウェブスター論文の要旨である。この論文には 2 つの大きな論点がある。1 つはアフリカの経済

発展に福音宣教会が大きな役割を果たしたということである。実際、カカオ栽培とキリスト教宣教会と
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の関係は深い。16 世紀以後ブラジルのアマゾン河流域でカトリックのイエズス会士たちがカカオ豆の採

取・流通に携わっていた。カリブ海のトリニダード島に 18 世紀中ごろにクリオレ種カカオを持ち込んだ

のはスペイン（アラゴン）の（カトリックの）カプチン会修道士たちであった。アフリカのカメルーン

には、1858 年に初めてバプテスト派の宣教師たちがカカオの苗木を植えたと言われる。これらの宣教師

たちがそれぞれの地域にカカオ栽培を持ち込んだ意図については、よくわからない。しかし、西アフリ

カにおけるキリスト教宣教師たちの商品作物栽培奨励活動は「聖書と鍬」という明確な理論に基づくも

のだった。「カカオ栽培前線の歴史的展開」の中で私が書いたように、黄金海岸（ガーナ南部）のカカオ

栽培の端緒はバーゼル宣教会（恐らく改革派）の宣教師たちであった。これに触発された黄金海岸東部

のアフリカ人たちが 19 世紀末にカカオ栽培をはじめ、さらに黄金海岸中部の熱帯雨林地域に大挙して移

住してカカオ栽培前線を拡大するところから、ガーナ経済の発展が始まることになった。 

 もう 1 つの大きな論点は、「聖書と鍬」の理論についての受け止め方において、白人宣教師たちとアフ

リカ人との間に相違があった、ということである。多くの白人宣教師たちの最大の狙いはアフリカ人の

「文明化」であった。彼らはアフリカ人たちの社会だけではなく、習俗や文化も「遅れた」「野蛮な」も

のと見做し、それらを「聖書と鍬」によってヨーロッパ化しようとした。他方、教会宣教会総書記ヴェ

ンは白人でありながらも、アフリカ人の習俗や文化を尊重し、アフリカ人の自治的で自立的な経済活動、

教会運営、宣教活動を容認した。ヴェンの死後、白人宣教会がアフリカ人の教会を異端視するに及んで、

アフリカ人宣教師たちはヴェンの理論の実践を展開し、両者の亀裂は決定的となった。その後の両者の

動向が興味深い。 

 「聖書と鍬」の理論とは直接関係しないが、アジア・アフリカ・中南米へのキリスト教宣教について

の根本的な問題は、それがこれらの地域へのヨーロッパ諸国政府の帝国主義的侵略を助けたのではない

か、ということである。もちろん、宣教師たち自身が帝国主義者であったわけではない。しかし、キリ

スト教宣教が仏教やイスラム教やその他の土着宗教との戦いであるならば、そしてまた、宣教師たちが

有色人種に対するヨーロッパ「文明」の優越感を持っていたとすれば、彼らが帝国主義的侵略に手を貸

す場面があったのではないだろうか。 

私は、以上のような問題意識を持ちながら、しばらく「キリスト教宣教と帝国主義」という領域の諸

問題を勉強してみたいと思っている。 

（2020・1・16） 

 

追記 

この文を書いてから、すでに 8 カ月以上経った。ここに紹介したような、宣教を「文明化」と一体とし

て進めるという方式は、海外宣教の有力な戦略であったが、それがすべてではない。海外宣教のもう 1

つのパターンとして、「文明化」と切り離して純粋に福音宣教のみに注力する、という方式が昔からあり、

それは 19 世紀後半から有力となってきた。英米の様々なグループがそのようなタイプの宣教を展開した

が、YMCA の運動もその一翼を担った。「イギリス帝国と福音宣教」の複雑な関係については、さしあた

って『経済貿易研究』（神奈川大学）第 47 号に掲載予定の拙稿を参照されたい。ウェブサイトで無料で

の閲覧が可能である。（2020・9・3） 

 



44 

 

海外だより 

「アフリカとの関わり」 

川浦秀之（平 3 年経卒） 

月日の流れるのは早いもので、「アフリカの仕事がしたい」と現在の勤務先に入社して 30 年が経とうと

しています。この 30 年間で都合 13 年 4 ヶ月をアフリカ諸国で駐在員（3 カ国、計 4 回）として過ごす

機会に恵まれました。コロナ禍の影響で赴任が遅れていますが、5 回目のアフリカ駐在を目前にして、私

のアフリカとの関わりを振り返ってみたいと思います。 

 

「アフリカとの出会い」 

経済学部を卒業しましたが、元々私はどちらかといえば理系科目が得意な「オタク少年」で、小学校 5

年の時に転任してこられ担任になった先生が学級文庫に寄贈して下さった、当時流行のアマチュア無線

の本に夢中になり、翌年に電話級アマチュア無線技士（現在の第四級アマチュア無線技士）を取得、NTT

（当時は電電公社）に勤務し無線通信設備の仕事を生業にしていた父はこちら方面に理解があり、小学

生の玩具としては相当高額な無線機とアンテナを買い与えてくれました。 

インターネットが普及した今、もはや海外とのコミュニケーションに希少性はありませんし、コロナ

禍でインバウンドの観光客が減ったとはいえ、日常的に外国の方を見かける今となっては隔世の感があ

りますが、地方在住者にとって海外は「遙か彼方」、外国の方と触れる機会がほとんどなかった当時、「海

外にいる人と直接話ができる」というのは極めて魅力的で、何故か物心ついた頃から近所の教会（日本

キリスト教団須坂教会）の英語教室に放り込まれたおかげで（洗礼は？ 教会活動は？．．．という突っ込

みはご勘弁ください）わずかながらも英語が理解できた少年がこの趣味に嵌まるのには時間がかからず、

中学・高校時代、暇さえあれば無線機の前にかじりついていました。 

短波帯の電波の伝搬状況は太陽黒点の数に比例して 11 年周期で変化するのですが、当時は非常に伝搬

状況が良く、わずか 10W の電波でも、タイミングが良ければ世界中と交信ができる状況でした。そんな

中、西アフリカのリベリアに ODA 関連で赴任されていた富士通の方と交信することができ、その時「い

つかは自分もアフリカに行って、アマチュア無線をやるんだ」と思ったのが、私のアフリカとの出会い

でした。 

 

「次はアフリカの時代が来るはず」 

アマチュア無線にどっぷり嵌まった結果、浪人を余儀なくされ、東京での浪人生活の後一橋大学に入

学した頃にはアマチュア無線熱・アフリカ熱をすっかり冷めていましたが、就職活動をするにあたり、「さ

て、自分は社会人として何がしたいのか？」と問い直したところ、「アフリカ」がむくむくと頭をもたげ

てきました。 

アフリカと関わりたいのであれば外務省や JICA などを目指すのが当時としては王道でしたが、サーク

ル活動（一橋 YMCA を含む？）とアルバイトに明け暮れ、3 年次に 5 科目落としていた私にはそんな選

択肢はありません。当時民間企業でアフリカに関われるのは総合商社ぐらいしかなく、成績も顧みずア

フリカに拠点があった商社で「次はアフリカの時代です。アフリカの仕事がしたいんです」とアピール
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しまくった結果、拾ってくれたのが現在も勤務する住友商事でした（バブルに感謝）。 

「『いつかは』アフリカの時代が来る」という想いは今も変わりませんが、アフリカを知れば知るほど

「話はそれほど単純ではない」ことが、嫌が応にも解ってくるもので、残り少なくなってきた会社生活

の中で、会社に利益貢献しながらアフリカの為に何ができるのか思い悩んでいる今日この頃です。 

 

「コートジボワール」 

アフリカの仕事がしたいという念願が叶い（まあ、そんなことを言って入社してくる人間は私以外皆

無だったようですが）、入社直後に自動車をアフリカ向けに輸出する部隊に配属になりました。今でこそ

商社の仕事の軸足は事業投資に移っていますが、当時はまだトレードビジネス（メーカーから商品を買

い、現地の代理店に売る）も盛んで、最初に担当したのは西アフリカのガボンへの三菱車の輸出でした。

入社 2 年目に人生で初めてパスポートを取り（卒業旅行で初海外旅行、を目論んでいたのですが、湾岸

戦争が勃発して叶いませんでした）、初めての海外旅行（出張）の目的地はガボン・カメルーン・コート

ジボワールの 3 カ国でした（直行便は当時も今もありませんので、初めて降り立った海外の地は乗り換

え地のチューリッヒでした）。 

当社には語学研修制度があり、当時部内の先輩が毎年一人ずつ、「日本で 3 ヶ月・パリで 9 ヶ月研修→

アビジャン事務所（コートジボワール）で 1 年修行」というローテーションが回っていましたが、その

後担当した東アフリカの英語圏への駐在を希望していた私は、フランス語の語学研修に敢えて手を挙げ

ませんでした。ところが「このままではアビジャン事務所の自動車出身の駐在員が不在になってしまう」

ということになり、ある日突然「明日から毎日 3 時間、業務中にフランス語を習いに行け」との命令が

出て、四谷の大学書林（当時）に通うこと 2 ヶ月（因みに第二外国語はドイツ語）、フランス語がほとん

ど話せないまま、1994 年 4 月からコートジボワールのアビジャンに駐在することになりました。 

赴任後半年はフランス語に苦しめられてノイローゼ気味となり（常時英語の話せる現地職員を通訳と

して同行）、担当国で唯一英語圏だった隣国ガーナへの月一回の出張が心の拠り所でしたが、人間必要に

迫られるとなんとかなるもので、2 年間の駐在期間中に「自動車のビジネスに関してだけは」フランス語

で対応できるようなり、帰国後、上司が勝手に申し込んだ社内のフランス語検定でも B 級（の最低点で

した）を取ることができました（これが後々、ややこしいことを引き起こすことに．．．）。 

 

「ケニア（1 回目）」 

アフリカをはじめとする「生活が厳しい地域」では、通常の有給休暇の他に、「特別休暇」というフリ

ンジがあります。先進国に出て健康診断・物資調達をして鋭気を養え、という趣旨ですが、アビジャン

駐在時代、「折角アフリカに居るんだから」と、ケニア→エジプト→フランスという休暇を取りました。 

アビジャンはギニア湾沿いに位置する、一般的に想像される「アフリカ」そのものの高温・多湿な都

市ですが、ケニアのナイロビはほぼ赤道直下ながら標高が 1700m 程度あり、涼しく、乾燥した、常春（は

ちょっと言い過ぎですが、自宅では冷房も暖房も不要でした）の地です。1995 年当時アビジャンには存

在しなかった日本食レストランもあり、同行した家内が旅行中に「次はケニアがいいなぁ」とつぶやい

ていたのですが、はからずしてそれが実現することとなり、アビジャンからの帰国後 2 年経った 1998 年

7 月からナイロビに駐在することになりました。 

赴任後 1 ヶ月が経った 1998 年 8 月 7 日、アメリカ大使館爆破事件が発生しました。当時当社の事務所
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は事件が発生した場所から直線距離で 200m、爆発音の直後、事務所の窓から階下を見ているとアメリカ

大使館の方向から避難する人の波が押し寄せてきたことをいまだに鮮明に思い出します。後述の通りナ

イロビには 2 度、都合 9 年弱駐在しましたが、2 度目の駐在の時にもテロ事件があり、良くも悪くも今

までの駐在地では最も印象に残っている駐在地です。 

当社のアフリカ域内の支店・駐在員事務所は概ねどこもそうなのですが、事務所の数が限られるため、

当該国だけではなく、周辺国も担当することになります。 

アビジャンの時は、事務所としての担当国は 22 カ国、全ての国に自分の担当のビジネスがあるわけで

はありませんが、モーリタニア・セネガル・ブルキナファソ・ガーナ・ナイジェリア・チャド・カメル

ーン・ガボン・コンゴ（共和国）・中央アフリカ等に足を運び、年間 120 日前後は出張で国外に出ている

という生活でした。ナイロビ事務所の担当国は当時（確か）12 カ国、当初ケニアに大きな仕事がなく、

必然的に周辺国で食い扶持を稼ぐことになり、駐在当初はエチオピア・タンザニア・ウガンダ・ジブチ・

ルワンダ・ブルンジ・ザンビア・ジンバブエ・マラウィ・セーシェル・南アフリカ等、年の半分ぐらい

は国外を飛び回っていましたが（毎回ビザを取るので、パスポートは毎年更新）、21 世紀に入るぐらいの

タイミングで比較的大きな仕事が取れ、体力的には大分楽になりました。商社の自動車のトレードビジ

ネスは減少傾向にありますが、この時取れたビジネスは今も続いており、今現在はコロナの影響を受け

苦しい時期にありますが、今後さらに大きなビジネスになって欲しいと考えています。 

 

 

「ナイジェリア」 

2003 年 1 月にナイロビから戻り、入社後初めてアフリカ以外の地域（中東）を担当することになりま

した。サウジアラビアを代表とする産油国は市場規模も大きく、また、ヨルダンやシリアは歴史が古く、

出張の合間に訪れた遺跡の数々は大変興味深く、「次は中東駐在も悪くないな」などと思っていましたが、

2005 年になり、またもやアフリカに引き戻されることになります。当時当社の自動車部隊は総合商社の

中では比較的アフリカを一生懸命やっていたのですが、そこに目をつけたメーカーから、現地資本のナ

イジェリアの代理店に出資して、人を出してコントロールして欲しいという話が舞い込みました。諸事

情があり、そのビジネスはアフリカ部隊とは別の部署が担当していたのですが、駐在員はアフリカ部隊

から引き抜かれ、アフリカ部隊は大変憤慨していました。私はすでに「アフリカから足を洗った」状態

でしたので、よもや自分に白羽の矢が立てられるとは思っていなかった（担当部が別で、「そういう話が

あっても、うちの部長が自分を手放さないだろう」と高をくくっていた）のですが、2005 年 4 月に、ナ

イジェリアの担当部と中東の担当部が合併し、私は「部内の担当替え」として、辞令もなく、次の駐在

員含みでナイジェリア担当になってしまいました。ナイジェリアはアビジャン時代の出張で良い印象が

なく（パスポートコントロールで賄賂を要求する係官を無視し続け、一時間ほどにらみ合ったこともあ

り．．．）、「行きたくない」国の筆頭だったのですが、ここで断ってはアフリカ屋の沽券に関わると引き受

け、2006 年の 1 月より、ナイジェリアの商都ラゴスに駐在しました。 

この駐在は駐在員事務所への派遣ではなく、事業投資会社への出向でした。前述の通り、この会社へ

の出資はメーカーから依頼された現地資本の会社への出資だったのですが、現地会社のオーナーは当社

の出資（マイノリティー出資ですが）を快く思っておらず、派遣員はいわば persona non grata、オーナ

ーのお家騒動に巻き込まれたこともあって、会社生活の中ではかなりしんどい経験となりました（輸入
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代理店業務を現場で実体験できたことは大いなる財産ではありますが）。救いだったのは、経済環境にも

助けられ、毎年対前年比 50%増の成果が上がったこと（その後リーマンショックを経て市場は縮小、現

在は、油価の下落もあり、為替が当時の 3 分の 1 に切下がってしまったことから、自動車市場全体がピ

ークの 10 分の 1 程度となってしまったと聞いています）。また当時、日本大使館は首都のアブジャにあ

ったことからラゴス在住の日本人企派遣員は約 20 名にすぎず、結果として結束が強く、帰国後 10 年以

上が経った今日でも親交が続いていることでしょうか。無論アビジャン・ナイロビ時代の人たちとも親

交は続いていますが、ラゴスは環境が厳しかっただけに結びつきが強く、このような友人を得られたこ

とは私にとってかけがえのない財産になっています。 

 

「ケニア（2 回目）」 

2008 年 8 月にラゴスより戻り、しばらく日本側でナイジェリアの担当になりましたが、2009 年 4 月

より再び中東を担当することになりました。中東はリーマンショックの影響が甚大で、ラゴス赴任前に

は隆々としていた各国の代理店が、支払の延期を求めてくるのはまだ良い方で、オーダーのキャンセル

（当社がメーカーに発注したものは原則キャンセルできない契約なので、代理店がキャンセルすると、

当社の在庫になってしまう）なども発生し、引継書類と同時に 1300 台のキャンセル在庫を引き継ぐ事態

になりました。（前任者が作った在庫だという開き直りもあり）なりふり構わず在庫を転売し、ようやく

商売が落ち着いてきた 2010 年末、またもや「ナイロビに」という話を頂き、東日本大震災直後の 2011

年 4 月、2 度目となるナイロビ事務所に赴任しました。 

8 年ぶりのナイロビは一見前回駐在時と変わらぬ佇まいでしたが、新しい道路が造られていたり、ビル

が小綺麗になっていたりと slow but steady に発展していました（ナイロビの次に、2015 年に移駐した

カンボジアのプノンペンで、ナイロビの発展の速度がいかに遅々としているかに気づかされ愕然とする

のですが、その話はまた別の機会に）。 

この赴任は所長含みの赴任で 2012 年 10 月に所長の任を拝命し、本業である自動車のみならず、建設機

械、鉄鋼、農業資材等、様々な分野の営業に加え、事務所の総務経理の監督を担当することになりまし

た。また、ケニアの日本人会は各商社の所長が会長を持ち回るというルールがあり、2012 年に日本人会

長、翌 2013 年には商工会長を務めさせて頂きました。公の立場でケニアの閣僚や外遊で来られる国会議

員の方々とお話をさせて頂く機会は、大変貴重な経験となりました。 

 

「某国」 

2015 年 4 月にカンボジアのプノンペンに移駐（ラオスのビエンチャン事務所を兼務）、2017 年 5 月に

帰国し、現在は住友商事がコンサルティング会社との合弁で設立した「自動車総合研究所」で主に電動

パワートレーン（がビジネスにどういう影響を齎すか）の研究に従事しています。「アフリカ屋が自動車

のコンサルティング？」という思いは、他の誰よりも本人が感じております（笑）。 

評議員をお引き受けしていたこともあり、一部の方にはすでに事情（行き先も）をお話ししています

が、アビジャンから帰任した直後に受験した仏語の社内検定の成績がフィルターに引っかかってしまい

（25 年も前なので実際はもうすっかり忘れています）、本来ならば今年の 6 月より、アフリカの某国（仏

語圏）に 5 回目の赴任をしているはずでした。コロナ禍で国際線の商用旅客便の運航がいまだ休止して

いることから赴任はもうしばらく先になりそうです。 
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（自戒も含め）大陸全体を一括りにして話されることが多いアフリカですが、実際にアフリカ 3 カ国

に駐在してみると、国によって事情は驚くほど異なります。「アフリカ経験が長いから、この国でもやっ

ていけるだろう」というのは誤解も甚だしいのですが、折角の機会なので、4 カ国目のアフリカ駐在を楽

しんで来ようと思います（今回はアマチュア無線の機材も引っ越し荷物に入れて行きます。赴任前です

が既に免許が下りています）。帰任した折にはまたこの会報で何か書かせて頂く機会を頂戴できれば幸甚

に存じます。 

 

 

 

 

 

 

規格外の人生行路、はや還暦 

 

                        今橋 隆（いまはしりゅう 1981 年商卒） 

 

 思い出すことなど 

  国語の授業で、人生を四季にたとえる用語を教わりました。人生 80 年とすると、いま 61 歳の私は、

玄冬の入り口に佇んでいるところ、です。41 年前、YMCA 寮に入ったとき、青春ただ中であったのを思

い起こすと、朱夏、白秋はすでに過ぎ、須臾の感しきりです。数年前の本田茂さんあたりを嚆矢として、

年に 2，3 人ずつ、鬼籍に入る友人たちがいて、そのたび、昔のことを思い出します。そういう年齢にな

った、ということでしょう。訃報に接すると、「あんなことも、こんなことも話しておけばよかった」と

感じますが、あとの祭り、です。フランス語では、l’esprit d’escalier というそうで、後悔先に立たず、

というのは洋の東西を問わず、普遍的な感情とみえます。 

 私が入寮したのは、3 年生の時です。そのころ、教養課程を小平分校で過ごすシステムでしたから、「国

立に進学するのだし、どうせなら市内の寮に入ろう」というような軽い気持ちで応募しました。自分は

そうでなかったのですが、母方の祖父は英国聖公会の信者でしたから、それほどの違和感はありません

でした。もともと、18 歳まで育った神戸や阪神間というのは、明治以降、西欧を中心とする海外との交

易で繁栄した都市圏で、コスモポリタンというか、根無し草的な気風があります。  

 入寮時に面接があり、あまり素行のよからぬ私は落ちるな、と懸念しましたが意外にも入ることがで

きました。4 人が定員のはずでしたが、早期に退寮した方がいたので、同じ学年は 3 人です。本田さんが

亡くなったため、現存しているのは、盛岡さんと私になりました。入寮時の寮長は 1 年上の中山泰吉さ

んで、よく運動のために重い棍棒を上手に振り回していたことを思い出します。 

 寮の主役は、やはり信徒の方なのでしょう。聖書研究会や合宿があるたび、後輩ですが熱心な信者の

小栗さん、稲永さんに圧倒されつつ、聖書を斜め読みしては「論理的じゃないなあ」と、小賢しい理屈

をこねていたことなど、懐かしく覚えています。アメリカ文学、とりわけ黒人作家に精通された斎藤忠

利先生が研究会で指導され、その深い学識と敬虔な信仰には、悪童もおもわず襟を正していました。大
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平正芳、城山三郎など、錚錚たる一橋 YMCA の先輩たちの足跡も、仰ぎ見る思いでした。 

 新しい寮には寮母さんが必要だということで、先輩の加藤順さんがお骨折りされ、来てくださった富

田信子さんにはたいへん、お世話になりました。もともと、寮にある備品と什器はどちらかといえば家

庭用で、火力や容量という面で、大人数の調理はご苦労が多かったようです。仕事の合間にいろんなお

話をしてくださり、後年、3 度にわたる単身赴任時代、その耳学問がとても役立ちました。 

 副寮長や理事会会計などを担当しましたが、会計学は不案内で、中島省吾先生のご自宅まで伺い、指

導いただいたのも、貴重な経験でした。今はマンションが増えたようですが、当時の久我山は緑の多い

住宅地で、夏の夜の帰り道、大学の先生というのは書物に囲まれて暮らすのだなあ、と実感しました。

が、自分がそうなってみると、研究室、自宅、資料室のどこにその本があるか判然とせず、同一の文献

を二重に買ってしまい、間抜けの実在を露呈したような次第でしたが・・。 

 2 年次から杉山先生のゼミでミクロ経済学を学んでいたため、3 年からはそのまま、杉山ゼミで交通の

経済的分析を専攻しました。後に 2004 年から 6 年間、学長となる杉山先生の講義は緻密で、毎回、思考

力を問われているように感じ、真剣に取り組んだ覚えがあります。田島壮幸先生の生産管理、木村栄一

先生の火災保険などでも、講義する側の切れ味や博引傍証に感銘を受けました。なかでも、教員となり

何度も反芻したのは、仏文学の担当だった高橋安光先生の言葉です。「大学の教員で大事なのは、よい読

書案内をすることです。自分の頭で噛みしめることはもちろんですが、君たちのレベルであれば、それ

は当たり前。読書の質と量が、その人を作るのです」・・。折にふれ、自分の講義メモを読み返すと、恥

ずかしくなります。専門の垣根が低く、学生に分け隔てなく接してくれた先生に恵まれ、ほんとうによ

い大学を選んだと思います。 

 印象深いのは、4 年生の夏に、AIESEC（国際経済商学学生連合）の援助をいただき、ユーゴスラヴィ

ア（現スロヴェニア）に 6 週間、その後、欧州を 10 日ほど漫遊したことです。この援助に関して、寮の

友人であった小林さんには、とてもお世話になりました。ユーゴでは、ALPETOUR という旅行会社に

勤め、今でいうインターンシップを体験しました。各国から集まった学生たちは、リュブリアナという

美しい都市の学生寮で暮らします。美しいのは都市で、学生寮はそうでもなかったのですが。オースト

リア、オランダ、ベルギー、デンマークなど欧州の小国から来た学生はみな英語が達者で、当時の拡大

EC がやがて EU に発展する基盤がどのように形成されるのか、理屈ではなく実感したものでした。 

 2 年半の保険会社勤務を経て、思いがけず大学院で交通論を専攻することになりました。学生の時から

感じていたのですが、どうも私は「規格外」のようです。YMCA 寮では信仰を持てず、一橋卒業生の伝

統的な生活様式である「一流の商社や銀行に入り、専業主婦と結婚し、いわゆる標準世帯を形成する」

ような王道をそっと避け、「人の行く裏に道あり山桜」という人生を、淡々と歩んでゆく、その岐路がこ

の頃だったのでしょう。経営戦略論や財務会計など、商学研究科（旧称、現在は経営管理研究科）の花

形に位置する専門でもありませんでした。配偶者は大学の 2 年後輩で、区役所勤務を続けてくれて子ど

ももいなかったため、はたから見れば大胆といわれるような、人生の選択ができました。 

 

 世界いろいろ、五大州あっちこっち 

 30 歳から 7 年間、2 つの私立大学で専任講師の職を得ました。担当したのは、経済学と交通経済論で

す。教員とくに文科系の場合、日本には珍しい「job 型」になっており、担当科目に基づいて、少なくと

も建前では、業績を中心に教授会が審査をし、もっとも適切な人材を選択する仕組みです。もっとも、
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教授会で「適切と有能とは異なる」と名言を吐いた御仁もおられましたが。今では過半数の大学で業績

本位になっていると思いますが、当時の実感は、「指導教授のおかげだなあ」でした。とりわけ、最初の

任地など、当初、先方は「会計学の講師をいただけませんか？」であったのに、当時の学部長が「優秀

なのを選びますから、財務管理と交通論も引き取ってください」と豪胆な交渉を成功させたのですか

ら・・。、名大教授をしていて、会計学会の重鎮である N さんには、いまも頭が上がりません。とはいえ、

若手教員には研究や教育以外の用事も積みあがるのは世の常でしたが、若かったので、さほど苦にもせ

ず、体力で毎日を過ごしていました。東京に戻って農大（経堂にある私立の方）勤めのころなど、カリ

キュラムの都合で週 8 コマ、非常勤を入れると 10 コマを担当した年もありました。 

 そうこうするうち、幸運に恵まれ、法政大学の経営学部に助教授として赴任します。この就職を含め、

すべて、杉山武彦先生の骨折りによるもので、学会の先輩から、「いくつになっても乳離れしないで、し

ようがないね。もうすぐ 40 歳だろ」などと揶揄される次第でした。ただこの大学、少数の法政出身者は

いるものの、本郷から来る教員あり、学歴などものともしない業績を誇る強者ありで、さすがに「重す

ぎる看板だな」と、思っていました。のちに総長となる清成忠男先生をはじめ、自動車産業論、経営史、

流通論など、それぞれ学会を代表する論客が学部に勢揃いし、どうなることやら、と心細さも感じまし

た。ついでながら、40 歳の時に教授に昇任しましたが、助教授の時は「採用」でしたから、後にも先に

も、「昇進」の経験はこれだけで、やはり規格外なのでしょう。 

 時は 90 年代後半、世間では「規制緩和」が叫ばれ、交通はその大渦の中心でした。恩師を筆頭に、慶

応大、東京女子大、専修大などに勤務する友人と共に、運輸省（現国土交通省）、公取委、経済企画庁（現

内閣府）といったところの委員を掛け持ちし、市ヶ谷と霞が関を分刻みで往来する、怒涛の日々が始ま

りました。ゼミの学生には、「先生、いつも部屋にいないですね」といわれつつも、就職活動で官庁を回

った時には、「公取委の課長さんが、くれぐれも教授によろしく、といってました。先生、えらいんです

ね」と、やや面目を施し、ひと安心です。振り返ってみると、この頃、論文や学会報告も、量産状態で

した。舞台がよかったのと、体力があったからでしょうが、今となってみると、よく身体がもったなあ、

と感じます。銀行や証券会社が破綻し、先の見えない世相もあり、緊張の解けない日々を過ごしていま

した。 

 研究や教育に加え、学内でも新研究棟の建設、研究所の拡充、保健体育審議会など用事は山積し、読

書どころか、昼食をする時間も満足にない有様です。見かねた学部の先輩方が、「1 年、研究休暇をとり

なさい」といってくれました。財政改革や規制緩和の先例となった NZ か、公企業の情報開示に熱心な

カナダか、どちらにするか迷いましたが、先に承諾してくれた NZ に行くことに決め、2001 年の 4 月か

ら翌年 3 月まで、1 年間を北島のワイカト大学で過ごすことになります。 

 その 4 年ほど前、シドニー大学で国際学会があり、多忙を極めていた一橋の山内弘隆先生に代わって

発表したのですが、それから、調査や学会報告など、なぜか同様の用事が増加し、豪州、ベルギー、イ

ギリス、ドイツといった諸国に短期で往来していました。しかし、まとまった期間となると、大学院の

時に経済的規制の歴史を調べるため、1 月ほどロンドンに滞在したくらいでした。多少とも英語を使える

ようになったのも、若いころにそうした体験をしたからでしょう。齢を重ねた今、覚えるより忘れる方

が早くなってしまいました。 

 ワイカト大学では客員教授として、修士論文指導以外に目立った教育上の責任もなく、のびのびと研

究に時間を使えました。帰国後、2 本ほどの論文にまとめましたが、その後は雑事にかまけて、手を加え
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ていないのが残念です。 

 

 南半球の小国で 

 2002 年の 3 月末に帰国してから、大学は学科再編や新学部の増設が相次ぎ、こちらも 40 代の（今か

ら思えば充実した）気力と体力で、研究科長や研究所の副所長など、学内の行政的な仕事に忙殺される

ようになりました。それとともに感じたのは、外から見た日本の社会の特殊性です。新卒一括採用、管

理職登用における多様性の欠如、メンバーシップ型雇用への固執など、かつて礼賛された日本的経営は

制度的疲弊が目立ち、この当時、喧伝された小泉・竹中改革も結局は多少の延命を実現するにとどまり、

GDP や生産性といった指標をみれば、ここ 20 年の混迷は明白です。 

 さらに、90 年代に相次いだ企業の破綻は、投資や起業に関する人々の意欲を冷え込ませ、自らの雇用

や権益に拘泥しすぎる、後ろ向きの心理を増幅したようです。利子率は成長の果実を分配することです

から、延引された人為的なゼロ金利政策は、むしろ、低い成長の帰結ともいえましょう。問題は、それ

が積み立て方式の公的年金を直撃することです。 

 私のとった対策は、一種の攻勢防御で、NZ への移住によって高い実質金利（当時おおむね 3%、現在

は 1.8%）を活用し、生活費の大半を円ではなく外貨建てにして為替リスクを回避する、というものです。

移住して 13 年になり、その間、日本でも客員教員や研究所の幹部研究員を経験しました。そのような「出

稼ぎ」状態だったためか、その場での同僚たちには迷惑だったでしょうが、こちらは常勤教員の時より、

ストレス少なく過ごしてきました。資産運用に頼る生活も、リーマンショックやコロナ禍に影響されつ

つも、まずまずの成績となっています。 

 一貫して「規格外」の人生も残り少なくなりましたが、平穏に過ごしています。その基盤を養ってく

れた一橋大学、そして生活の支えであった YMCA 寮に心からの感謝を表明して擱筆いたします。 
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私の本棚 

弓削達『ローマ帝国のキリスト教』河出文庫（世界の歴史５） 

                                   山本 通 

 

 私は 2019 年の夏に『一橋大学 YMCA130 年史』に収録されることになる「一橋 YMCA の 132 年」を

書いた。そのために『一橋基督教青年会：百年史』の中の「後半の五十年」と題する文を熟読するうち

に、その著者の弓削先生の息吹を感じる思いがした。そして、この際、先生が書かれた歴史書を１冊読

んでみようと思い、多くの作品の中から、題名に惹かれてこの本を選んだ。 

 弓削先生は、1947 年に東京商科大学（学部）を卒業されたのち、青山学院、神戸大学、東京教育大学、

東京大学で教鞭を執られたが、東京大学定年退職後、中島省吾先生が待つフェリス女学院に移られるま

での３年間、神奈川大学短期大学部で「法制史」を担当された。この世話をされたのは一橋大学の学長

を務められた山口茂先生の息子さんで、一橋大学に強い人脈を持つ神奈川大学経済学部の山口徹先生だ

った。私は神奈川大学の経済学部に所属しており、弓削先生とは学部が違ったが、世界史の入試問題作

成会議で何度かお目にかかりお話を伺う機会を得た。それでも、研究対象の時期と時代が全然違うので、

これまで弓削先生の本を読んだことは一度もなかった。しかし本書は、期待に違わず、素晴らしく面白

い本であった。 

 本書の原本は河出書房「カラー版・世界の歴史」シリーズの１冊として 1968 年に刊行された。当時、

弓削先生は 44 歳。東京教育大学で教鞭を執られていた時期の作品である。この頃、東京教育大学を新設

の筑波大学に吸収するという文部省の方針をめぐって、学内で紛争が起こっていたが、弓削先生は筑波

に行くことを拒否して失業の危機に晒された。しかしすぐに東京大学文学部に招かれたのは、本書を含

む先生の業績が評価されていたからだろう。それから約 20 年後の 1989 年に、本書は文庫本になって再

版された。カラー版の時に本書が何刷を重ねたのかは定かでないが、文庫本は 2013 年までに 14 刷を重

ねている。長く広く読み継がれることが名著の条件であるとすれば、本書はまさしく名著の名に値する。

一橋 YMCA の卒業生と在学生はぜひ本書を読まれたい。 

 「私の本棚」は読者の皆さんに対する読書案内のコーナーなので、以下では敢えて内容の要約を行な

わず、本書の特徴や注目するべき点だけを、箇条書きで示そうと思う。 

① 著者が「あとがき」で明言しているように、本書の最大の特徴は「ローマ帝国」と「キリスト教」を

対等の主役として扱っていることである。ローマ帝国の歴史家は、キリスト教史を単なるエピソード

として扱い、キリスト教の歴史家は、ローマ帝国を単なる背景として扱う傾向があった。著者が両者

を対等の主役として扱うことができるのは、国家や帝国のイデオロギーや宗教の問題を議論の焦点と

しているからである。 

② 本書は、都市国家からローマ帝国の成立とその衰退までの歴史と、ユダヤ教からキリスト教が生まれ

て、ついにローマ帝国の国教になるまでの歴史の二つの流れを絡み合わせて描くので、それらの流れ

の中の１つ１つの史実が複合的な視点から明らかにされる。読者の皆さんには、次のような問題意識

を持って、本書を読むことを勧めたい。例えば、小アジア（現在のトルコ）出身のギリシャ語を話す

ユダヤ人であるパウロは、なぜローマ市民権を持っていたのか。また例えば、コンスタンティヌス大
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帝は、なぜ前の皇帝が激しく迫害していたキリスト教に改宗したのか。実は著者は、これがコンスタ

ンティヌス大帝の「誤解」に基づくものだったとしているのだ。 

③ 史実の検証についての著者の方法は興味深い。著者は「ある事実を事実として認めることが不利であ

るような立場にある人びとが、その事実を事実として認めるか暗黙の前提にしている場合、・・われ

われはその事実を疑いえない事実として考えてもよい」という。この基準によって著者は、普通の人

の「常識」に基づく判断を超えるのである。例えば、イエスが行なった数々の奇跡の多くは、ユダヤ

教の当局者にも認められ、イエスは危険な魔術師と見做され、迫害の対象とされた。また、イエスが

十字架刑で殺されて葬られた後、その死体が消えてしまったことを、ユダヤ教当局者も認めているの

である。したがって、これらを著者は事実として認定する。ただし、イエスが復活して、数次に亘っ

て多くの弟子たちの前に現われたことについては、ユダヤ当局側は認めていない、という。とすれば、

「イエスの復活」は「事実か否か」ではなく、「信じるか否か」の問題だ、と言えよう。 

④ 著者の「ローマ帝国とキリスト教」の歴史研究の裏面には、現代的な課題がある。それは「大日本帝

国とキリスト教」である。読者には、それが本書の行間から透けて見える。数々の守護神を崇拝する

ローマの宗教と日本の神道は、構造的に非常に似ている。ローマが単なる都市国家から帝国に発展す

ると、ローマの宗教には西アジアの皇帝崇拝や太陽神信仰の要素が混入してくる。日本でも神道は大

日本帝国の発展と共に国家神道に変質していった。国家神道は太平洋戦争の敗北によって崩壊したが、

現在の日本では「大日本主義」が頭をもたげつつある。それが要求するイデオロギー的な基盤とは何

か。読者の皆さんは、これについて注意深くあって欲しい。 

⑤ キリスト教的な清貧や禁欲は、ローマ帝国の宮廷の豪奢や欲望と対照的である。ローマ帝国の下でキ

リスト教徒が過酷な迫害に晒され、しかしそれにもかかわらず信者数が増大していったことは、よく

知られている。しかし、ローマ帝国での権力闘争やすさまじい風紀の乱れは、高等学校の「世界史」

ではあまり教えられない。未成年にとって教育上好ましくないことだからだろう。しかし、特に帝政

初期のローマの宮廷人たちは際限のない欲望に身を焦がす。それは野獣以下の浅ましさである。著者

が、そのような側面についても、余すところなく描いていることに、私は何故か、感心してしまった。 

⑥ 歴史研究は基本的に、史料に基づいて執筆されるのだが、歴史が古くなればなるほど、依拠すべき史

料は少なくなる。その欠陥を埋めるのは、歴史家の推理力であり、論理構成力であり、筆力である。

本書は古代の天文学者の話で始まり、アウグスティヌスの『神の国』の思想的意義の説明で終わるが、

読者は本書を読み始めると、その面白さに引き付けられて、途中で止めることができなくなる。もの

すごい構想力と筆力である。弓削先生は、その意味でも、まことに卓越した歴史家だったのである。 

 

（2019・10・22） 
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随想：『反日種族主義』を読む 

山本 通 

 

本会の理事長、齋藤金義さんから紹介されて、李栄薫編著、2019 『反日種族主義』文芸春秋を読んで、

感銘を受けました。本書は、一言でいえば、真摯な現代韓国経済史家が、その優れた学術的研究の成果

を基に、韓国で通説となっている日韓関係史の理解が「嘘の塊」であることを説得的に論証し、その背

後にある心性を「反日種族主義」として断罪する憂国の書です。編著者は李栄薫（イ・ヨンフン）で著

者は彼を含む 6 人の仲間です。彼らによれば、韓国現代史についての「嘘」の体系は 1960 年代中頃から

形成されて次第に国定教科書に取り入れられ、今や「嘘の塊」を常識として持つ人々が大法院の裁判官

としてとんでもない判決を下すまでになりました。 

1965 年に、日本と韓国の政府の間で日韓請求権協定が締結されましたが、その交渉の経緯と内容につ

いては、第 9 章で詳しく説明されています。交渉は 1951 年に連合国と日本との間にサンフランシスコ平

和条約が締結された後に始まりました。注意するべき点は、朝鮮半島は日本の植民地であったので、韓

国が「賠償」を要求する立場になかったことです。したがって当時の李承晩政権は財産返還の請求を行

ないました。これに対して日本政府は、日本人が朝鮮半島に残してその後韓国に接収された財産の返還

を要求しました。会談が膠着状態に陥ったので、アメリカ合衆国が調停案を提示しました。結局、日本

が韓国に無償 3 億ドルの経済援助を行なうという形で両国は合意し、以後両国と両国民はいかなる請求

権も主張できない、と定めました。これ以後、日韓両国は互いに協力し合って、経済発展を遂げていっ

たわけです。 

ところが韓国には、この協定に不満を持つ人々が多くいました。日本が朝鮮王国を 1910 年に併合した

こと自体を恨む人たちです。併合当時の朝鮮半島の歴史的状況を正しく認識するならば、これが逆恨み

だ、とするのが本書の編著者の立場ですが、ともかく、そのような不満勢力を代弁する歴史家たちが、

自らの先入観に基づいて、史料的根拠なしにさまざまな反日的な歴史解釈を展開してきたのです。本書

は、そのような反日的な歴史解釈を 1 つずつ、資料に基づいて論破していきます。韓国全土の 40％が日

本の朝鮮総督府によって収奪されたという嘘。戦時中、コリアン（私はこの後を、韓国人と朝鮮人を含

む概念として使います）が強制徴用されて奴隷労働を強要されたという嘘。そして膨大な数のコリアン

婦女子が日本軍によって拉致され、従軍慰安婦という名の性奴隷として虐待された、という嘘。その他

の妄想を論破する著者たちの議論は切れ味鋭く、読んでいて痛快です。 

本書では「反日民族主義」ではなくて、「反日種族主義」という用語が使われています。その理由につ

いて編著者は次のように説明します。「韓国の民族主義は、西洋で勃興した民族主義とは別のものです。

韓国の民族主義には、自由で独立的な個人という概念がありません。韓国の民族はそれ自体で一つの集

団であり、一つの権威であり、一つの身分です。そのため、むしろ種族と言った方が適切です。隣の日

本を永遠の仇と捉える敵対感情です。ありとあらゆる嘘が作られ広がるのは、このような集団心性に因

るものです。すなわち反日種族主義です。これをそのままにしておいては、この国の先進化は不可能で

す」と。 

 ところで、「反日」の最大のテーマである慰安婦問題について決定的な役割を果たしたのは、吉田清治

の証言です。彼は日本の軍人として 1943 年に済州島で 200 人以上の「慰安婦狩り」を行なった、とある
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本の中で証言しました。ところが済州島の現地では、このことを覚えている人がおらず、『済州新聞』は、

しばらくしてから、「この証言はおかしい」と報道しました。のちの 2000 年代に吉田清治の息子が、自

分の父親が書いたことは全て嘘だった、と明かしました。要するに吉田は、カネ目当てで出鱈目な話を

捏造したのです。 

 この箇所を読んで、私は自分がかつて翻訳したノーマン・コーンの『魔女狩りの社会史』（岩波書店）

を思い出しました。魔女狩りは 15 世紀末から 17 世紀末まで西ヨーロッパで展開し、数百万人の無実の

人々が隣人たちによって告発されて捕えられ、拷問によって自白を強制されて処刑されました。コーン

によれば、悪魔の弟子であり、人間に災いを齎すために魔術を駆使する魔女のイメージは、15 世紀に造

られた 2冊の偽造文書と、裁判官養成のために私的に作られた 1冊の練習問題集から生まれたのです。『魔

女狩りの社会史』には書いてないことですが、この捏造された魔女存在説は、封建制から資本制への社

会の大変動、全人口の 3 分の 1 を奪ったペストの流行、テムズ川が凍るような寒冷な気候による凶作な

どの不安によって煽られ、それらの災難の原因を探し求めていた大衆によって受け容れられたのです。

大衆の集団ヒステリーに支えられて、カトリック修道士（特にドミニコ会修道士）や裁判官たちが、熱

心に魔女狩りしました。16 世紀以後は、熱狂的なプロテスタントたちも魔女狩り運動を進めました。 

恐るべき歴史的事実ですが、魔女狩りと同様の現象は現代にも存在します。『魔女狩りの社会史』の著

者であるコーンは『ユダヤ人世界征服陰謀の神話』という本も書いています。これは、そのようなユダ

ヤ人の陰謀説をでっちあげるために、ナチスが『シオン賢者の議定書』という文書を捏造したことを明

らかにしました。この文書を根拠とし、ユダヤ人に対するキリスト教徒の民衆の反感を利用して、ヒッ

トラーは何百万人ものユダヤ人を収容所に送って虐殺したのです。両大戦間期のドイツの経済は悲惨な

状況にありましたが、金融業や製造業の中枢がユダヤ系の人々に握られていたために、大衆はさらにユ

ダヤ人に敵意を抱き、ヒットラーはその富を横取りしようとしたのです。 

 「反日種族主義」の心性が敏感に反応する虚構の話はここまでにして、次には、編著者が「反日種族

主義」を糾弾する真意について考えましょう。先ず著者たちは、誤った歴史解釈によって闇雲に日本帝

国主義を非難し、謝罪を要求するのではなく、かつての日本帝国主義による朝鮮半島支配の目的と方法

を、正しく理解することが大事だと説いています。それと共に、植民地にされる以前からの（シャーマ

ニズムに支えられた儒教的な）コリアンの心性が現在までも朝鮮半島の北と南に強固に根付いていて、

それが「反日種族主義」を支えていることを指摘しています。朝鮮半島の本当の解放のためには、「反日

種族主義」を克服しなければならない、というのが、編著者の主張です。もう 1 つ重要なのは、「反日種

族主義」が国内政治や外交に非常に危険な影響を及ぼしている、という著者たちの指摘です。この最後

の点については、更なる説明なので、私なりに考えてみます。 

 徴用工や慰安婦についての嘘が大衆によって信じられて、韓国の政権が反日感情をあおるのには、そ

れ相応の理由があるのでしょう。反日感情が特に強くなったのは、1990 年代からです。それは、世界史

的に見ればロシアや東欧諸国で社会主義政権が崩壊した時期。韓国では軍事政権が崩壊して、金泳三（キ

ム・ヨンサン）政権、つづいて金大中（キム・デジュン）政権が誕生した時期です。「革新派」ないし「民

主派」の政権です。しかし、このころから韓国の経済はうまくいかなくなりました。貧富の格差は極端

に広がり、経済界は財閥によって牛耳られ、それらの財閥は日本企業と繋がっていました。他方、キム・

デジュンは「太陽政策」を掲げて、北朝鮮との政治的融和を図り、経済援助を開始しました。北朝鮮の

政権は、これを利用してその後 30 年間、着々と核兵器とミサイルの開発に励んできたわけです。相手は
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狡賢く、したたかでした。ノ・ムヒョン大統領（退任後、投身自殺した人です）や現在のムン・ジェイ

ン大統領も「太陽政策」を受け継いで、南北融和を図っていますが、これらの「革新派」ないし「民主

派」の政権は、その反面で「反日」政策を強化してきました。「反日」政策は自らの経済政策や外交政策

の失敗から、国民の目を逸らせる絶好の手段だからです。そのために、「保守派」ないし「自由派」のイ・

ミョンバク大統領やパク・クネ大統領でさえ、「反日」のポーズをとることがありました。 

 しかし、朝鮮半島（韓半島）の南北の民族的統一国家の建設は、可能なのでしょうか。国境線の北の

国の正式名称は「朝鮮人民民主主義共和国」ですが、この名称とその政体は全く異なっています。それ

は人民民主主義の国家ではなく、朝鮮労働党幹部と軍隊将校という一部のエリートが大衆を搾取するソ

連型の「軍事プロレタリア独裁国家」として成立しました。これらエリート階級は、自らの支配の正当

性を裏付けるために、はじめ金日成（キム・イルソン）を担ぎ上げましたが、いまではその孫の金正恩

（キム・ジョンオン）が世襲３代目の支配者として君臨しています。そのため。この体制は、いまや専

制絶対主義国家のようになっています。製造業も商業も発達せず、農村の大衆は極貧の状態に繋ぎとめ

られて来たので、国内には体制を覆す勢力が育つ余裕はありませんでした。北朝鮮の現体制を脅かすの

は、外部勢力、とりわけアメリカ合衆国と韓国ですが、これら外部の敵から体制を守るために、北朝鮮

の支配者は核兵器とミサイルを開発に注力したのです。 

 アメリカ合衆国は北朝鮮の核兵器とミサイルが、自国の安全の脅威になるので、それらを放棄させる

ために、同盟国とともに経済制裁を行なっています。兵糧攻めです。ところが、韓国のムン政権は北朝

鮮とアメリカ合衆国を和解させようと努力しました。しかし、和解は不可能なことです。核兵器とミサ

イルについて、両者に妥協の余地がないからです。さらにムン政権は北朝鮮に経済協力をすることによ

って、自国との友好関係を築こうとしています。それは、体制の違いを超えて同一民族の国家間の融和

を図りたいからでしょう。かつてキム・デジュンは北朝鮮の金正日（キム・ジョンイル）に対して「両

国の体制を保持したままで連邦国家を作りましょう」と提案したそうです。しかし、それも不可能なこ

とです。全く異なった政体の 2 つの国家が、連邦国家として共通の憲法や法律を持つことができないの

は、当たり前でしょう。ムン政権は、不可能なことを追求することによって「悩む力」（姜尚中の著書名）

をずいぶん鍛えたことでしょうが、その憂さ晴らしを「反日」の政治政策でやられたら、迷惑千万とい

うものです。 

 そもそも「一つの民族が一つの国家を作るべきだ」という民族自決主義は、19 世紀に生まれた考え方

であり、また現状では間違った考え方だ、ということが明らかになっています。北米・中南米の国々も、

現在のほとんどのヨーロッパの国々も多民族国家です。逆に、民族自決主義こそが、イスラエルの建国

によって中近東に政治的不安をもたらし、ボスニア・ヘルツェゴビナの民族浄化のための大量虐殺を引

き起し、クリミア半島でのロシアとウクライナの戦争を呼び起こしたのです。しかし、韓国では、「愛の

不時着」という作り話の流行に示されるように、同一民族が統一国家を作ることを夢見る人が多いよう

です。そして現在のムン大統領自身が、そのような夢想家なのです。 

『反日種族主義』の著者たちは、韓国人がそのような夢想から目覚めて、大韓民国の建国以来の歴史

を正当に評価し、未来を冷静に展望するべきだ、と訴えています。著者たちは韓国人たちに、反日デマ

ゴーグのプロパガンダに惑わされないコスモポリタン的な自由人になれ、と呼びかけているのです。こ

れは真に重い提言です。そして日本の大衆もコスモポリタン的な自由人を目指すべきです。そして、愚

かにも単なる「嫌韓」に陥るのではなく、また愚かにも「悩む力」を鍛えている人たちに情緒的に同情
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するのでもなく、歴史を科学的に見定める努力を続けて、日本の政治家たちが注意深く情勢に対処する

よう、世論を喚起していく必要があると思うのです。 

（2020・7・29） 

 

 

 

 

最近の読書から 

 宮岡五百里 （昭 43 社） 

 昨年４月から５月にかけて、新「年号」切り替わりに伴い 10 連休があったことなどは遠

い昔のような気分にさせられる昨今の世情です。私事ではありますが、その連休の初日に腰

椎圧迫骨折をして人生初の入院経験(約 1 ケ月間)をすることになってしまいました。１年半

が経過し幸いほぼ回復していますが、体力だけは自信のあった私には人生、健康、年齢等を

考える良い機会にもなりました。予 「々入院でもしてゆっくり読書できる機会を得られたな

ら」という不遜なことを広言していたのですが将に鉄槌が下されまた。 

 しかし結果的には腰痛と闘いながらその入院時を中心にいつになく集中力を持って読書

ができました。そこで原稿依頼に対して、面白く読めた数冊を紹介することを思い立ちまし

た。 

これまでにも当会報では毎号のように論考、書評、紹介が掲載されており、寮訪問時に読

書も話題になるものの、会報も含め必ずしも読まれていないとの実感があります。ネット社

会になり新聞購読者も減り、電子図書が出現し「読書」文化も変化していますが、私は「時

代遅れ」に甘んじています(電子辞書やパソコンのワープロ機能は活用)。 

 以下①～⑯(順不同)、スタンスが一定していませんが雑駁な紹介、寸評。 

①  生きる思想 イリイチ著 桜井直文訳 藤原書店 1991 
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訳者の桜井兄、助言者の江藤兄共当寮で１年間同居。桜井兄が訳者とは知らずに手にした。

「生きる意味」「生きる希望」は数年前に親友から拝借したが積読状態で、断片的に目を通

していた程度。入院見舞いにその親友が２０冊ほど届けてくれた中の１冊が「生きる思想」。 

Ivan Illich(1926-2002)。オーストリアの神学者、哲学者で、近代文明の評論家。 

以下印象に残ったキーワードやポイントを少し記載 

・反=教育/技術/生命------副題にもなっている 

「資源化」に関連するが、生命をも含め「資源化」していることへの批判が基調 

・食糧事情を例に、希少故に価値がある訳ではないとして希少物が「資源化」し商品化へ 

・車庫付家宅と高速道路を前提とした社会経済システムでは、共有空間=コモンズの「資源

化」 

・コンピューターは効率的管理即ち現代社会の象徴としてのコンピューターエコロジー 

 <文字によって物事を考える精神を揺るがす(レイ・リテラシー)> 

   ↓ ↑ 

 <サイバネティクス(人工頭脳)的精神即ち具体的身体的に準拠しない認知システムに替え

てしまう(コンピュータ リテラシー)> 

・教会への「企画」持ち込みは許されない→生命の「資源化」は偶像崇拝に繋がる。 

  「生命」は、the life であり a life ではない｡ ←ヨハネ伝 11-25, 14-6 

②  須賀敦子全集 全 3 巻  河出文庫(2005～2008) 

・「ヴェネチアの宿」 

若い頃にこの作品だけは読んでおり、父との葛藤を描かれていたとの記憶あつたが---。      

最初の留学先はフランスで、題名はパリに向う前夜の宿泊地での思い出から付けられたら

しい。ブルジョア一族の４男坊の父は仕事よりむしろ趣味に生きがいを感じる人だが娘の

教育には理解のある男。家族親戚との交流を描き、舞台となる自宅の芦屋、岡本近辺は私

にとっては馴染みのある土地でもあり私小説風との感覚なくさわやかな随想。 

・「ユルスナールの靴」 
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 ユルスナール(1903-1987)は、フランスの女流作家。その代表作「ハドリアヌス帝の回

想」をなぞりつつ、当初の留学先フランスからイタリアへ移住することになる自身の回想

を重ねた晩年の作品。 

ハドリアヌス帝(76-138)の時代を「神々はもはやなくキリストは未だ、人間が１人で立

っていたまたとない時間---」という言説をフローベル書簡集から引用している箇所が印

象的。武のローマからギリシア文明回帰し、未だキリスト教が定着していない時期との認

識。 

・「トリエステの道」 

  カトリック左派の拠点にもなっていたミラノのコルシア書店の中心人物が、早世してし

まう著者の夫ペッピ－ノ｡夫妻を取り巻く夫の一族、書店仲間との交流を描く。夫の父が

反ファシストの鉄道員でその鉄道官舎が濃やかに描かれており昔のイタリア映画を思い

出させる。 

・「ミラノの霧の風景」 

  イタリア在住 13 年間の思い出を全般的に。  

日本での出版が受賞作となり著名作家に名を連ねることになる。 

  一通り読んでみると分ることだが、日本での家族親戚、イタリアでの家族親戚と書店仲

間及びそれに連なる人々との交流を作品毎に仕分けしながらも重複を承知で綿密に描い

てる。併せて多くの死との遭遇、人間観察、各地での習俗風景も。自然体に構え近くにも

遠くにも目を向け、半端な思想や歴史観の吐露を控えており次第に須賀敦子の世界に引き

こまれる。  

③  言葉がひらかれるとき  竹内敏晴 ちくま文庫 1975 

竹内敏晴(1925-2009)は師岡倉士郎の影響を受け演出家として劇団「ぶどうの会」主宰。

木下順二「夕鶴」の演出で有名。その前段では教育家。 

 ・声と言葉と身体との関係性を重視。自身の幼年少年時代の聾唖状態からの変化、発達 過

程で特に「喋る」苦痛を自覚しその矯正に向けて努力を積重ね。 
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 ・声を出すことの重要性を認識。声の出し方を研究。隣の教室にいる人にも聞こえるよう

な発声法を自身の教室で実践教育。ハンディを背負いながら一高東大文科に進むがその

ことについては本書では詳述していない。 

 

 ・演劇を通じた「からだとことば」ワークショップを主宰。野口三千三の体操指導とも 

  連携。次の④で紹介の林竹二を岡倉士郎に次ぐ師と仰ぐ。 

④  授業～人間について ＜教授学叢書１＞  林竹二  国土社 1973  

林竹二(1906-1985)元宮城教育大学長。東北大の学芸学部の切り離しに反対し、結果

的に分離された大学の学長に就任。 

 ・「人間とは？」をテーマに、教え子の勤めている小学校でその教え子の担任教室で臨時 

  授業。「ケーラーの動物実験」等に触れながら。子どもたちの反応に注目し全員の感想 

文総括。全国の他の学校でも同じ試みを展開。本書にもその全感想文を掲載。 

⑤  タネがあぶない  野口勲    日経新聞 2011 

著者野口勲(1944-)は飯能市に店を開く種苗業者３代目、種苗研究家。手塚治虫漫画に

幼い頃どっぷり浸かり、大学を中退し手塚の許で２年間編集者。手塚の世界観、社会的

視野にも私淑したことが生き方の原点。  

・タネには、固定種と F1(一代限り)との２種類があり、現代の市場では殆どが後者。 

・動植物、人の細胞にも存在するミトコンドリアの機能をはじめ、除雄/雄性不捻/遺伝 

子組替等の生物学用語の理解が必要。生物が苦手科目の私には結構読みづらいが--。 

遺伝子組替え等の生命工学が農業にも及ぶということ？イリイチの指摘にも通じる。 

・科学の進歩と並行して、食料の改竄？も進んでいるということ。干ばつ等自然災害、被

曝、農業の大資本化以外にも、食料危機の懸念材料があることを現場から訴える。 

・昨年から問題にされている種苗法。他の事件問題に紛れ未だ審議成立していないが本書

は約１０年前から農業の寡占化進行に絡めて問題提起。 
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⑥  1Q84 全 3 巻 村上春樹   新潮社 2009～2010 

村上春樹(1949-)の１０年前のベストセラー小説。単行本３冊で 1600 頁の大作。 

・手にした長編作品は、「ノルウェーの森」「色彩をもたない多崎つくるとその巡礼の 

年」に次いで３冊目。図書館の除籍本入手していたが「積読」。敢えて一切の予備知識 

を排し読んでみる。「色彩を---」で少し理解しかけていたが、偏見を廃する為に。 

・とにかく読ませる。内容は未読の方のために詳しくは触れないが。 

 恋愛小説のようでもありオカルト風でもあり一気に読ませる構成力、文章力に脱帽。 

 序盤に次の展開の序曲のようなヤナーチェク作曲「シンフォニア」が登場。それほど 

 の名曲とは思わないが、１、4 楽章に登場するファンファーレは印象的。村上の頭に 

ある小澤征爾指揮の CD が手許にあり、昨年読んだ小澤=村上対談集でも取り上げて 

いる。 

・題名の 1Q84 は、1984 年のもう一つの世界という位置づけか？ 

・山岸会とオウム真理教も一部モデル。完全犯罪者をヒロインとした現実離れの設定。 

・前述の予備知識排除にも絡むが、村上のノーベル賞騒ぎには辟易としており結果とし 

 て彼の作品を忌避していたが、そのことを忘れさせるものではあった。騒いでいる人 

たちは村上ファン？ノーベル賞ファン？脱線するがここ数年の受賞者では、アレクセ 

 –ヴィッチとイシグロ・カズオには納得。ボブ・ディラン、本年受賞のグリュックは読 

んでない。 

・村上の目指しているものは何なのか？内なる欲求が何なのか？単に読ませることなの 

 か？は今回も私には見えては来なかった---。読ませる作家であることは認めるが。 

⑦ 中世の秋 ホイジンガ著 <世界の名著 55> 堀米庸三編・堀越孝一訳 中央公論社 1967 

学生時代からの読んでおきたい本の代表格の一つ。古い版は字が小さく読みづらいの

で図書館で改訂版(1971 版)借り出してみると、堀米の名は消えていていた。堀越の訳は 

原典オラダ語版。文章は読みやすいが何故か熟語も含め平仮名が多いのが気になる。 

Johan Huizinga(1872-1945) オランダの文明批評家、文化史家。 



62 

 

 ・中世後期をルネサンスの前段と捉えてきたブルクハルト Burckhardt(1818-1897)等の

定説に疑問を抱き、王侯貴族から庶民に至るまで徹底的に戦争、騎士道、実生活、習俗、

文化、信仰の現場に着目。その実証として、当時の年代記や吟遊詩人、写実画家ファン・

アイク Van Eyck(1390-1441)をうんざりする程取り上げる。はじめは退屈するがその

執拗さに次第にホイジンガの言わんとすることが見えて来る。 

 ・取り上げた文章、詩、絵画から牽強付会しない論の進め方が好感持てる。 

 ・絵画は図書館で「北方ルネサンス世界美術全集」(小学館)を借り出し逐一参照。 

 ・年代記や絵画から見えて来る中世末期社会の実相、特にキリスト教界では教会幹部か 

  ら庶民に至るまで教義の誤解、誤認、独善的解釈が横行し宗教的儀典、慣習も形骸化 

  が進行、と指摘。16 世紀の宗教改革も宜なるかなと思わせる。 

⑧  賛美歌--こころの歌 阪田寛夫  日本キリスト教団出版局 1998 

阪田寛夫(1925-2002)。作曲家としては、讃美歌 21 の 372 番、童謡「さっちゃん」。

昭和 50 年には「土の器」で芥川賞受賞。 

・私の当面の関心事「讃美歌～日本洋楽の源流～」の関係から最近 2,3 年でかなりの関 

連書を読んだがそれらの中でも出色。謙虚な物の見方、論調は当然として、事実関係 

の渉猟にも意欲的且つ正確な情報発信ができている。同じく賛美歌関連の著書多数の 

熱心なクリスチャン大塚野百合(1924-2019)とは又一味ちがう視点。  

⑨  完本-春の城  石牟礼道子  藤原書店 2017 

石牟礼道子(1927-2018)。水俣病を取り上げた「苦海浄土」があまりにも有名である。 

 晩年に時間労力を掛けた本書はその取材や執筆過程も含めた 900 頁余の大著。天草・島 

原の乱を描いているが巷の歴史大河小説とは一線を劃す。重いテーマであり、「簡潔」と 

したい本稿ではその内容紹介無理と考え別の機会としたい。  

  鈴木一策兄(S48 修。当寮で 2 年間同居)が、田中優子、町田康、赤坂真理と並んで解説

担当。彼の実践女子大の公開講座も受講。 
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⑩  新版 賛美歌—その歴史と背景 原恵・横坂康彦 日本キリスト教団出版局 2004 

原恵(1927-)・横坂康彦(1956-)共に賛美歌研究の大家 

 ・キリスト教礼拝音楽学会(通称賛美歌学会)の江原美歌子氏に薦められて購入したもの。 

  江原美歌子氏は、賛美歌作曲家、作詞家。新生讃美歌では、323 番の作詞・作曲はじ 

め多数の翻訳等を手がけられている他著作、研究活動にもご活躍中。 

・「讃美歌～日本の洋楽の源流～」が私の近年関心事であることを知った我が寮の同級生 

川勝兄が同じ教会員であることから紹介してくれた次第。未だお目にかかれていない 

がメール等を通じて何かとご教示頂いている。 

 ・本書は、賛美歌のことを知りたければ先ずこの本をと、氏が挙げられたもの。 

 ・構成としては、 

1 章 詩編と新約聖書の賛美歌、および東方教会の賛美歌 

2 章 古代からの中世のラテン語賛美歌 

3 章 ドイツとスカンディナビアの賛美歌 

4 章 カルヴァンと詩編歌 

5 章 イギリスの詩編歌時代と 18 世紀の賛美歌 

6 章 イギリスの 19 世紀の賛美歌 

7 章 アメリカの賛美歌 

8 章 日本の賛美歌 

9 章 20 世紀における新たな展開～ヒム・エクスプロージョンと世界の賛美歌～  

・私の関心事からでは、8，9 章だけが対象と思われるかも知れないが、「日本の洋楽」 

などという狭い視野にとらわれず 幅広く学ぶことができた。 

・ともすれば音楽としての「曲」にばかり目が行きがちな私だが、あらためて歌詞とし 

ての詩の重要性、詩編との関係性等を学んだ。しばしば曲が入替えられたり、1 歌詞 

に 2 曲が当てられたりその逆もあるが、「曲」は二の次とも言い切れない歴史、背景が 

  あることも。 
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・現在の賛美歌は基本的には 4 声部にしているが形式も時代と共に変化していること。 

・この分野でも時代区分は大きな意味を持つが、第 2 次大戦後の 1950 年代からの賛美 

歌のルネサンスとも呼ばれる時代は、将に我々が生きてきた時代でもあり世界中でゴ 

スペル、あるいは軽音楽界とのつながり等もできて、福音歌も併せて展開発展。 

・現役の学生諸君が、寮の会合等で率先して歌う賛美歌が AMAZING GRACE であるこ

とに以前は多少の違和感(「讃美歌(1954 年)」では選外)があったが、今やゴスペルの代

表格として時には歌謡番組にも登場するほどの人気。本書や関連図書であらためて納得。 

・巻末の参考資料は、賛美歌史系統図、人名索引等が極めて有用。 

・「讃美歌 21(1997 年)」の編纂には両著者も深く関わっていたことから、本書での賛美  

歌参照では、他賛美歌集に優先させている。賛美歌改訂に際しての諸課題の内エキュ 

メニカルな事項は別にして、口語化、差別用語差替え、曲調の選別等では説明不十分の

部分もある。 

⑪  反日種族主義—日韓危機の根源  李栄薫編  文藝春秋社 2019  

著者李栄薫(1951-)は経済史学者で元ソウル大教授。李承晩学堂<初代大統領(1875- 

1965)の業績の再評価を目的とした機構>の校長。学堂メンバー3 名の他 3 名の大学教授 

の共同執筆。本書は翻訳ではなく 2018 年韓国で出版されたものをベースに李氏が日本 

 語版を作成発行したもの。 

・李承晩は我々世代には徹底した反日親米主義とのイメージがあり、彼を顕彰する組織 

が本書の如き内容のものを公刊することは意外な印象。現代韓国の保守革新の対立軸 

はその意識では理解しがたい。最後に李承晩著「自由論」を紹介。現政権が憲法にあ 

る「自由民主主義」から「自由」の文言を削除する憲法改正を目指しているとのこと 

。日本の憲法改正の論議との対比で興味深い。 

 ・漠然とした知識、理解を根底から覆す徹底した研究、史実の提示には圧倒される。 

 ・構成・概容は、 

  第 1 部  種族主義の記憶 
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  *人気作家趙廷来の小説「アリラン」での「日本官憲の横暴」過剰描写  

*強制動員の実態 *「強制動員」の神話*労働者生活実態と賃金差別 

*陸軍特別志願兵とは *請求権協定の真実  

  第 2 部 種族主義の象徴と幻想 

  *白頭山神話の内幕 *反日種族主義再興の象徴としての独島(竹島) *鉄杭神話と風水 

  *旧総督府取り壊し *建国当初の反民族行為者処罰から親日清算への転換 

第 3 部 種族主義の牙城 慰安婦 

 *慰安婦という用語の厳密な分類 *公娼制の成立と文化 *日本軍慰安婦問題の真実、 

女子挺身勤労隊との混同 *解放後 40 年間、慰安婦問題は存在しなかった *韓日関 

係破綻迄の挺対協の活動史 

 ・本書を、反日対嫌韓の論戦材料とするよりは今一度冷静に歴史をどの様に省みるか？ 

  民族、国家、植民地とは？ 慰安婦問論議の前に「慰安婦」とは何か？売春とは？ 

という時代を超えての問題を考える契機とすべき。 

 ・著者の論調にもその問題意識は窺える。日本国内での本書の評価は、韓国人がよくぞ 

言ってくれた!!という嫌韓論の後楯としか捉えない意見が多いのは残念。続編も刊行。 

 

⑫  聖書の読み方  大貫隆  岩波文庫 2010 

 大貫隆(1945-) 聖書研究家。何と一橋社会学部の同級生。東大名誉教授。 

当会理事会で、寮敷地内に建設された YMCA 一橋ホールの柿落しに大貫先生の講演会

を企画(儀賀理事発案)したことがきっかけで本書を手にすることになった。(一橋祭で実

現か？) 

・Ⅰ章 聖書の読みづらさ----青年たちの声と私の体験 

  *正典と古典であるが故の宿命 *文書配列の不自然 *異質な古代的世界像  

*神の行動の不理解 

 Ⅱ章 聖書をどう読むか----私の提案 
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  *キリスト教という名の電車―降りる勇気と乗る勇気 *目次を無視して文書毎に 

  *異質なものを尊重しその心を読む *当事者の労苦と経験に肉薄 *即答を求めない 

 Ⅲ章 聖書の読書案内 

  *旧約聖書(39 文書) *新約聖書(27 文書) *グノーシス主義文書 

 ・目次構成は前記の通りだが、Ⅰ章に就いては前段の「はじめに」で実に明解に整理。 

1. 聖書全体を通読するようには構成されていない  

2. 神が主語として話が進む。長大悠久な歴史の叙述集。マルコ伝 8-31～33 を例に、 

表面的な話に引きずられずに、背景にある語り手の人間としての経験に肉薄し理解へ 

3. キリスト教会の伝統的規範的な読み方が一般の読者にまで意識的あるいは無意識的 

 に及ぼす影響。新約が書き下ろされた時点から、旧約をイエスの生涯とその出来事 

に対する「予言」としてよむ解釈が始まっていること。  

 ・1～3 を受けて、自己規制や思い込みから離れての自主的な読み方 →書き手のそれぞ 

れの「経験」から、神、人間、世界、歴史について語っていることを先ず「理解」す 

ること。 

 ・当会には錚々たる聖書研究者や聖職者、キリスト者がいらっしゃる中で、今更何をと 

 と言われそうだが、私には大いに啓発された案内書。  

⑬  どう読むか、聖書 青野多潮  朝日新聞社(朝日選書)1994 

 青野多潮(1942-) 神学博士。聖書研究家。 

⑫に触発されて後、川勝兄に薦められたもの。 

 ・全体としては⑫「聖書の読み方」に比較して、更に内容解釈を一歩進めた内容。 

 ・私の浅薄な知識からは、バプテスト派青野氏がブルトマンと近く？革新的に聖書を捉 

えていることには驚き。 

 ・2～4 章で、イエス自身の聖書観、旧約と新約の関係、「復活」等に関して、「歴史的・ 

批判的読み方」を具体的に展開。 

 ・十字架に関して新約においてもその記述が少ないことの他、4 福音書とロマ書始めパ 
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ウロ書簡集の「役割」分担、聖書編纂の時代認識、等々を教えられる。  

⑭  国難来  後藤新平  藤原書店 2019 

後藤新平(1857-1929)  医者、官僚、政治家。 

 関東大震災の翌年 1924 年、東北大学での講演内容に自から手を加え小冊子を出版。 

 ・今次の出版は、約 90 年後の東日本大震災後の混迷と当時の状況との内外環境の酷似 

に藤原書店が着目したもの。 

 ・後藤新平の評価については、コスモポリタンとしてのスケールの大きさから毀誉褒貶 

が交錯するが、藤原書店が社を挙げてその業績・顕彰に取組中で、その中核を務める 

鈴木一策兄(⑨前出)が本書の編集・解説。 

 ・巻末の「後藤の動き」、「日本の出来事」、「世界の出来事」の当時の比較年表は有用   

 ・難しい本ではないので、多くの図書館にもあり、後藤新平の名すら知らない若い世代 

には是非読んで欲しい。 

⑮  徳田靖之弁護士活動 50 周年記念講演録 講演実行委員会 2020(非売品) 

徳田靖之(1944-)ハンセン病はじめ、冤罪、死刑反対等一貫して人権派として活躍中。 

法曹界の「頂点」である「最高裁判事」の任命固辞は、その面目躍如たるもの。 

・本講演で触れている事件等は、 

*薬害スモン *薬害エイズ *ハンセン病 *みどり荘事件 

 *飯塚事件 *伊方原発差止 *障がい者関連取組み 

・講演では事件での法的争点や「勝訴の自慢話」を抑えて、常に自己反省しながら人間 

を見据えて取組んできた活動を淡々と語る。上から目線を意識的に排する。 

・私の小学校、高校での同級生。頭脳明晰は当然として、その人格・品格に関しても 3 年

間同じクラスであった高校時代から変らない。 

・三権分立も怪しく、近年も法曹界が混迷する今の世に、こんな弁護士が存在するとい 

うことは救われる思い。 
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●80 頁余の小冊子であるが、関心ある方にはお譲りするつもり。現在手許には 2 冊あり。 

⑯  占領と引揚げの肖像～BEPPU1945-1956 下川正晴  弦書房 2020 

 下川正晴(1949-) 元毎日新聞論説委員。 

・東京新聞のコラムで紹介されたもの。著者は九州駐在が長く本書発刊の誘因か。                        

・別府は私の第二の故郷で 1947-1970 年の間実家のあった町。 

・標題が少し斜に構えているのは、単なる地方史や別府の町を「語る」ないし「懐かし 

む」本と誤解されたくないという思いが込められている。「一地方史と捉えられてしま 

うと限定された地域でしか(図書館も含め)読んで貰えない。」と著者自身が私に語って 

くれた。→首都圏の図書館でも置いている所多い。 

  ・その弁の通り、故郷を懐かしむという次元の本ではなく、戦後(我々世代の幼年時代)の

歴史、社会史、生活史を「占領」と「引揚げ」とを視座の中心に据えその舞台として 

別府を選んだもの。世に氾濫する「地方史」とは一味違う。元新聞記者らしくウラを 

取る姿勢も一貫しており、文献、資料の範囲も広くその渉猟振りは半端ではない。 

 ・標題にある 1945～1970 年は、別府市街地の 1/3 をアメリカ軍が占領し駐留。一方、 

  満州、韓国等からの引き揚げ者や我が家のような東京はじめ全国からの「流れ者」が 

  多い地方都市。それだけに様々な人々が本書に登場するのも興味深い。元々縁のある 

人は当然として、一橋大教授永原慶二、詩人寺山修二、作詞家阿久悠、作家太宰治、 

水上勉、映画監督山田洋次他の知られざる縁も紹介される。 

 ・特に九州に馴染みのある方にお薦めしたい。 

                                   以上 

                        <2020.10.30> 
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修養会 

夏季修養会に参加して 

                              経済学部 1 年 岩崎友哉 

 

9/9.10 の二日間、山梨県小淵沢町にて開催された夏季修養会に参加させていただきました。ここでは

夏季修養会に参加した感想を綴りたいと思います。実は山梨県小淵沢町というのは私の地元であり、私

の実家は二日間ご一緒させていただいた桜井様のご自宅から車で 10 分ほどの距離にありました。そのた

め、私は帰省するようなふわふわとした感覚で 9/9 に寮を出発したのですが、夏季修養会は非常に刺激

的で実家にいては味わえない貴重な経験をすることができました。9/9 は八ヶ岳 PA で昼食としてお蕎麦

をいただき、夕飯で使用する、ほうれん草を探す旅に出ました（実は前もって国立の西友で購入してお

く予定だったのですが、あいにく品切れだったのです）。ですが驚いたことにどこにもほうれん草がなく、

挙げ句の果てに空芯菜という聞いたこともない野菜を購入しました。その後、桜井様のご自宅にお邪魔

し、マイケル・サンデルの『それをお金で買いますか』をテーマに読書会を行いました。私は哲学系の

話が好きで以前からこの本を読んでいたのですが、やはり自分だけで著者の言わんとすることを理解し

たり自身の考えを深めたりするのには限界があり、悶々としていました。今回は桜井様が以前大学で哲

学を教えていらっしゃったということで、非常に参考になるお話を聞けたとともに、理事長や正幸先輩

の意見を伺うことができ、充実した時間になりました（読書会中に理事長がうとうとしていらっしゃっ

たなんてとても言えません）。さて、読書会を終えて日が沈んだところで近くの温泉に行きました。寮の

最大のデメリットが浴槽の欠如だと考えている私にとっては至福の時間でした。その後は桜井様のご自

宅で夕食をいただきました。先ほど購入した空芯菜は意外にもおいしかったです。あれこれ話が盛り上

がり秋の夜長を楽しむことができました（正幸先輩が奥様の話中に寝ていたなんてことも口が裂けても

言えません）。２日目は朝起きるとすでに朝食が用意されているではありませんか！！！最近自炊に辟易

していた身としては非常にありがたかったです。そしてその日は日向山登山を行いました。私は４人の

中で最年少にもかかわらず結構キツかったのですが、桜井様と理事長はなんてことはない様子で頂上に

到達しました。残念ながら曇天でしたが雲海が眼下に広がり幻想的な景色を拝むことができました。下

山後、近くの温泉に入り疲れを癒して帰路につきました。帰りの車の中では３人ともが睡魔に襲われま

したが、最後は今川寮長の話で盛り上がり睡魔は何処かへ行ってしまいました。 

 以上が夏季修養会の概要と感想になります。この二日間は非常に密度が濃く充実したものであり、参

加して良かったと心から思っております。この会を企画してくださり、二日間同伴してくださった理事

長、ご自宅に宿泊させてくださり貴重なお話を聞かせてくださった桜井様、そしてまさかの寮生の参加

者２名という状況の中で共に二日間を過ごした正幸先輩、本当にありがとうございました。ぜひ他の寮

生の皆さんもこのような機会がまたありましたら参加してみてください！ 
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2020 年度夏期修養会感想文 

経済学部４年 高橋 正幸 

 

去る 9 月 9,10 日の一泊二日で齋藤理事長、岩崎くん、僕の三人は夏期修養会と称し、山梨県の桜井先

生の別荘へ向かった。この夏期修養会は齋藤理事長が寮で僕らを拾い、ナビにランドマークである「絵

本の樹美術館」をセットし、アクセルを踏んだ瞬間から始まったのではない。正確には、理事長から近

所のスーパーで欠品中であったネギとほうれん草を調達するように、とメールを受け取り、ほうれん草

を求めて国立駅前を徘徊した前日の深夜から始まる。 

ほうれん草は他の葉物に代替されたものの一行は無事に桜井先生の別荘へたどり着き、題材となって

いたマイケル・サンデル「それをお金で買いますか」について感想や疑問について述べ合うかたちで読

書会がもたれた。レクサスレーンから自由診療まで、様々なトピックを用いながら、あらゆる財・サー

ビスが金銭を介した市場取引の対象とされることについて疑問を投げつける本書だが、効率性のはなし

ばかりで公平性は棚上げの経済学部生として少しは学んでいたのか、そもそも無知なままなのか本書の

挙げる“問題”についてあまり問題だと認識できなかったのが本当のところであった。 

しかし、読書習慣の定着を目的とした金銭的なインセンティブなど引っかかるトピックもあり、「市場取

引を介することで陳腐化する価値が、現実には多数存在している。」と僕なりに結論を見出して、なんと

か読書会において実を結べたと感じている。 

岩崎君はそのまま桜井先生と“善”について熱心に語っていた。その二人を眺めつつ、僕は先生の出してく

ださったコーヒーを啜ることに口と脳を集中させ、コーヒーのおかわりをいただいて窓越しに別荘地の

景色を楽しんでいた。 

きりがついたところで温泉へ行き、夜はほうれん草不在のすき焼きを囲んで、さまざまに話つづけた。

最も話していたのは桜井夫人で「若いうちになんでもやるといいわ。」という旨の激励をいただいたと思

う。ひとまず、海外経験と語学についてこれまでの怠惰を悔み、今後は夫人に負けず劣らずに世界を股

にかけて行こうと決心しつつ、牛肉を噛み締めた。 

次の日は、「書を捨てて、山
・

に出よう。」ということで空模様を心配しながらも山登りへ出向き、見たこ

とのない山草や昆虫を横目に人生初の登山を楽しみ、頂上ではコーヒーを淹れようか悩んだ末、珈琲飴

をなめることにして時間短縮とした。次は、のんびりコーヒーを飲みたいと考えつつ、山を下る。途中、

「何故降りるのに登るのか。」と聞いてみると「下(平野)で起こっていることが些末に見える。」とおっし

ゃるので、下山を渋りたくもなったが無事下山した。そして、温泉に浸かり、すべての予定と寄り道を

果たし、国立へ戻った。 

 読書会の内容は特別聖書研究でも取り扱うそうなのであまり述べず、それ以外はこの修養会の一場面

をとりとめのないながら、感想文としてまとめました。学校の授業と同様で講義内容よりも先生の雑談

ばかり印象に残るように、ふとした場面や会話ばかりが印象に残っていますが、無駄な時間はなかった

ですし、今後もそう思えるよう、読書会で述べあったことから夕食の団欒、山登りまで今後の自分の糧

として活かしていきたい。 
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聖書の世界 

三位一体の神に生きる 

齋 藤 金 義 (昭 46 経・48 法) 

ヨハネによる福音書 14 章 1 節～14 節 

14:01「心を騒がせるな。神を信じなさい。そして、わたしをも信じなさい。 14:02 わたしの父の家には住む所

がたくさんある。もしなければ、あなたがたのために場所を用意しに行くと言ったであろうか。 14:03 行ってあ

なたがたのために場所を用意したら、戻って来て、あなたがたをわたしのもとに迎える。こうして、わたしのい

る所に、あなたがたもいることになる。 14:04 わたしがどこへ行くのか、その道をあなたがたは知っている。」 

14:05 トマスが言った。「主よ、どこへ行かれるのか、わたしたちには分かりません。どうして、その道を知ること

ができるでしょうか。」 14:06 イエスは言われた。「わたしは道であり、真理であり、命である。わたしを通らなけ

れば、だれも父のもとに行くことができない。 14:07 あなたがたがわたしを知っているなら、わたしの父をも知

ることになる。今から、あなたがたは父を知る。いや、既に父を見ている。」 14:08 フィリポが「主よ、わたした

ちに御父をお示しください。そうすれば満足できます」と言うと、 14:09 イエスは言われた。「フィリポ、こんな

に長い間一緒にいるのに、わたしが分かっていないのか。わたしを見た者は、父を見たのだ。なぜ、『わたし

たちに御父をお示しください』と言うのか。 14:10 わたしが父の内におり、父がわたしの内におられることを、

信じないのか。わたしがあなたがたに言う言葉は、自分から話しているのではない。わたしの内におられる父

が、その業を行っておられるのである。 14:11 わたしが父の内におり、父がわたしの内におられると、わたし

が言うのを信じなさい。もしそれを信じないなら、業そのものによって信じなさい。 14:12 はっきり言っておく。

わたしを信じる者は、わたしが行う業を行い、また、もっと大きな業を行うようになる。わたしが父のもとへ行く

からである。 14:13 わたしの名によって願うことは、何でもかなえてあげよう。こうして、父は子によって栄光を

お受けになる。 14:14 わたしの名によって何かを願うならば、わたしがかなえてあげよう。 

 

イエスが弟子たちに別れを告げる際、イエスはイエスご自身が神そのものであることを弟子たちに伝えるのだ

が、弟子たちにはそれが理解できない。確かに、神を見た人は誰もいない。私たちにとって、神の概念ほど

複雑で多様で捕らえどころのないものはない。ある人は言う、神は人間の創った幻想である。そんなものは

存在しない、ありえないと。現代人にとって、神なき時代、神がいなくても困らない時代に生きているように見

える。しかし、本当だろうか？人は必ず死ぬ。また、人の生きる意味は、それは誰にとっても難しい問いであり、

その生き様は何よって確かめられるのだろうか？悠久の時の中で、人は絶対的な存在である神の前で、自

身の儚さ、小ささ、不完全さ、意味なき存在であることに慄くのである。そういう時、イエスという人間として生

き、苦しみ、愛し、癒し、平安の中に生きた見える神を思い起こす。古代人、否現代ですら、神を称する神殿

は権力者の権威、権力を象徴するものとして造られた。そこでは、権力者が民を跪かせ、自らの支配を誇示

した。しかし、イエスの示した神は全く異なる。イエスは言う。神殿には神はいない。そうではなく、人は直接、

神と結ばれるのだから、神殿や偶像を拝むのではなく、神の国はあなた自身のうちにあることを教えた。そこ

に人間の無限の自由があり、そこには真実と愛があることを理解する。イエスという仕える人、自らを低くし、

人々や弟子たちに仕え、自らが食べられて、食べられることによって、人々の中でイエスが蘇り、生きている

ことを示された。これは普通の権力者が考える神や神殿とは全く異なるものである。私たちにとって重要なこ
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とは、自由と真実、この二つである。そしてそこにこそ無償の愛、かけがいのない本当の愛がある。イエスは

だからこそ神であると断言して何らの不都合がない。 

２千年前に顕れた人であり、神であるイエス、そのイエスと２千年後の私たちとを結びつけているのが、聖霊

である。この聖霊の働きなしに、私たちはイエスも神も捉えることが出来ず、永遠に理解することも出来ない。

知識や知恵だけではイエスも神も私たちの内に宿ることはない。祈りの中、聖霊の働きの中で、私たちは神

とイエスに出会うのである。だからこそ、一人になって、心静かに、神を待ち望むのである。父なる神、その御

一人子イエス、そして聖霊の働き、キリスト教のお題目であり、根本的な教理であるこの三位一体の中にある

真実を、私たちは人生の毎日の生き様の中で、探し求め、確認するのである。 

 

 

 

寮生・OB 合同クリスマス会 

１．日時 2019 年 12 月 21 日（土曜日）  午前 11 時～午後 2 時 

２．場所 如水会館 2 階 オリオン・ルーム」 

第 1 部 午前 11 時～11 時 55 分 

クリスマス礼拝  説教者 日本福音ルーテル教会引退牧師 江藤直純氏（昭和 46 年社会学部卒） 

第 2 部 クリスマス祝会 午前 12 時～午後 2 時 

３．出席者 
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はじめに、江藤直純牧師により、説教「天使のお告げは誰に」と題して、クリスマスのメッセージが語られまし

た。特に、中村哲氏がアフガニスタンで不幸にも命を失われましたが、中村哲氏は医師であると同時に、ア

フガニスタンの人々の暮らしが成り立つよう、黙々と感慨や農地の整備を行い、その献身はアフガニスタンの

人々から感謝されたこと、中村哲氏がクリスチャンであり、言葉ではなく、行動によってキリストの愛を示され

たことが、語られ、感動しないではいられない説教でした。その後の祝会は立食パーティ方式により賑やか

に行われました。 

 

 

 

 

 

2019.12．21．一橋大学 YMCA クリスマス礼拝説教 

天使のお告げは誰に 

ルカ 2:1-20 

江藤直純（昭 46 年社） 

１． 

「まきびとひつじを見守るその夜」（『讃美歌 21』258 番）、この歌詞で始まる讃美歌は長いこと親しまれてき

ました。寒い冬、澄み切った夜空、満天にきらめく無数の星、なんと美しい光景でしょう。そこで焚き火を囲み

暖を取りつつ何十匹もいる羊たちを野の獣たちから命懸けで守る男たち。彼らのことを「まきびと」という、広

辞苑第七版にも載っていない、つまり、日常では使わないような雅やかな言葉で謳いあげると、この情景は

ますます美しく，幻想的で、まるでメルヘンの世界のように思われます。わたしも讃美歌以外では「まきびと」

という言葉は使ったことはないと思います。この言葉を使うことでルカが描くこの状景がさらにさらに特別な雰

囲気を帯びてきます。 

その彼らに向かって「はじめて天使はノエルを伝えた」のです。ノエルとは元々はフランス語で、「（キリスト

の）生誕の」を意味するとのこと。この説教の後にみんなで歌う讃美歌「あれ野のはてに」を耳にし目にすれ

ば、クリスマスの出来事の中でも最も印象的なこの場面を鮮やかに思い浮かべることができるでしょう。 

ところが、そう感じるのは皆さんが今ここにいて、クリスマス礼拝を守っているからに他なりません。もしもそ

うでなかったら・・・。そもそもクリスマスとは何でしょうか？ すっかり日本社会に定着し、日本人の生活とは切

っても切り離せない関係になってしまったクリスマスです。小さい子どもたちは、なにも教会附属の保育園で

なくてもお寺が経営している幼稚園でもクリスマスを祝います。小中高の生徒たちも、サンタクロースを信じて

いてもいなくてもプレゼントをもらって喜びます。若者たちは、クリスマスと言えば無理算段してでもディズニ

ーランドや USJ などでデートをするそうです。繁華街は何万何十万、いえ、それ以上の数え切れないほどの

色とりどりの LED ランプを用いたイルミネーションで彩られています。中年になれば山下達郎の「クリスマス・

イブ」を、私たちよりも年長ならばビング・クロスビーの「ホワイト・クリスマス」を毎年のことながら聴いて楽しみ

ます。さらには、日本中でいったい何千の人々がヘンデルの「メサイア」をこの季節に合唱し何万何十万の

人々がホールで聴くことでしょうか。歳時記を見ればクリスマスは間違いなく俳句の冬の季語に入っていま

す。 
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しかし、どれほどクリスマスがわたしたちの日常生活に入り込んできても、いえ、入り込んで来れば来るほど

でしょうか、クリスマスからクリスマスの本来の主人公が背面へ背面へと退いていくように思えてしかたがありま

せん。言うまでもなくクリスマスとはクリスト・マス Christ-mas、キリスト・マス、そうです、キリスト＝メシア（英語で

はメサイア）＝救い主の降誕を祝うマス＝祭り、あるいは礼拝からできた言葉です。そうならば、キリスト抜きの

キリスト・マス＝クリスマスなど意味がないことになります。それはちょうど天皇抜きの天皇の即位の礼がありえ

ないのと同じことです。 

幸い私たちは今、クリスマスをキリスト・マスとして迎えていますので、聖書が、今日はルカ福音書２章が語

る出来事に耳を傾け、思いを凝らしてみたいと思います。 

２． 

それでは改めて「まきびとひつじを」や「あれ野の果てに」という讃美歌に誘われて、この物語に登場する

羊飼いたちに特に目を注いで見ましょう。 

先ずわたしたちが「羊と羊飼い」と聞くとすぐに想像してしまうのは、広々とした緑の牧場とそこにのどかに

平和そうに放牧されている羊の群れという、まるでニュージーランドか北海道のような風景でしょう。しかし、そ

のような情景を一度スパッと切り捨てなければなりません。実際のイスラエルは乾燥していて、石地や砂地の

でこぼこの荒れ野が多く、その所どころにオアシスがあり、その周辺に草が生えている程度です。ですから、

だから、有名な詩編23編が謳う「青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださる」と

いう情景は、荒れ野のごく限られた所々にあるだけです。だからこそ羊飼いがそこまで伴ってくれなければ羊

たちは生きてはいけないのです。日本のように国土の 7 割が緑に覆われていて至る所できれいな水が豊富

に流れている自然環境とはおよそかけ離れた、人間にとっても羊にとっても生きていくのに過酷な環境、そ

れが聖書の世界なのです。 

それだけではありません。そのような状況で働く羊飼いたちはもちろん貧しかったのです。社会の底辺で

生きている人たちです。もっとも経済的な貧困というだけなら彼ら以外にも貧しい人たちはいたでしょう。しか

し、羊飼いたちがさらに苦しみを増し加えられていたのは、羊の世話と野の獣たちからの保護のために、24

時間 365 日働いていなければならず、そのために、十戒に記されているように週に一日確実に安息日を守り、

神の民にふさわしく律法を遵守することなどできなかったからでした。宗教と社会生活とが渾然一体となって

いたイスラエル社会では律法をきちんと守れない人たちは、宗教的社会的指導層の人たちからはもとより、

その下でかろうじて律法を守っている人たちからも、宗教的に非難され、社会的にさげすまれ、見下され、普

通の生活から排除されていたのです。＜地の民アム・ハアーレツ＞と呼ばれていました。経済的に貧しいだ

けならまだ我慢ができます。でも、宗教的にまともな神の民とは認められず、むしろ貶められ、社会的に輪の

外に置かれていることは辛いことです。 

 経済的にも、社会的にも、さらには宗教的にもその価値が低く評価され、その存在が少しも認められていな

い人間、そもそも人々から関心を持たれていない人、そのような命を生きることを強いられていた人間、それ

が羊飼いだったのです。そして、なんとその様な扱いを受けていた羊飼いたちのもとにあのお告げがもたら

されたのでした。 

３． 

このような羊飼いという人々のことを思い巡らしていたときに、なぜかふと思い至ったのは、あの中村哲医

師と彼が 30 年間にわたって共に生きてきたアフガニスタンの田舎の人々のことでした。わたしたちはアフガ

ニスタンという国の名前や位置などは知っていても、普段から関心も親しみもとくに持っているわけではありま
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せん。はるか遠く紀元前数世紀にまで遡るガンダーラとかバーミヤンとかの名前、近くは 1979 年の当時のソ

ビエト連邦（現ロシア）によるアフガニスタンへの軍事侵攻、2001年の同時多発テロをきっかけに起こったアメ

リカによるアフガン戦争、タリバンとかアルカイダとかさらにはイスラム国（IS）とかニュースでは知ってはいても、

わたしたちにはやはり遠い世界のこととしか感じられなかったのです。そこに住んでいる一人ひとりのことを

思い浮かべることなどはおよそないままに、彼らと比べたらはるかに豊かで平和な暮らしを享受していたので

す。 

「一日三度の食事がしたい」「安心して故郷で農業をしながら暮らしていきたい」そういうささやかな、人間と

しての最低限の願いすら叶えられず、国や部族の指導者たちは戦争に明け暮れ、大国は自国の利害のみ

に執着し政治的軍事的観点からのみ干渉・侵略します。そこにいる庶民は世界から忘れ去られた、無力な、

貧しい、人間らしく生きることを蔑ろにされた人々だったのです。 

けれども、そのとき誰に強制されてでもなく、儲けのためでもなく、自らそこに赴き、人々の只中に住みつき、

最初は専ら医療活動に従事し、しかしやがて「飢えと渇きは薬では治せない」「百の診療所よりも一本の用水

路のほうが必要だ」と認識するようになり、自ら土木工学を学び、重機の運転操作を身につけ、現地の人々

の先頭に立って共に汗水流して働き、とうとう夢としか思われていなかった大事業を完成に到らせた人がい

ました。その貢献により国を挙げて感謝されながら、去る 12 月 4 日に銃撃されて、志半ばで地上の生を終え

た人がいました。それが、皆さんよくご承知の中村哲医師でした。 

二枚の写真を見ながら思いを馳せます。一枚は大干ばつに襲われ、戦争のために手を加える人もいなく

てただただ見渡す限り荒れ地が広がっている光景。もう一枚は、全く同じ場所なのに、青々と緑がこれまた

見渡す限り一面に広がっている光景。そうです、たくさんの井戸を掘り、また離れた川から水を引き 20 数キロ

の用水路を作ったお蔭で、東京の 23 区の半分に匹敵する広さの土地が耕せるようになり、きれいな水でた

っぷりと潤い、農作物が育つようになったのです。貧しい村の人々がどれ程喜んだことでしょう。「これで戦争

に行かないで農業ができる！」「一日三度の食事ができる！」「家族と共に暮らせる！」。 

この夢のような「緑の大地プロジェクト」を成し遂げたのが中村哲医師だということは今や日本中の誰もが

知るようになったことですが、彼が中学 2 年生の時に初めて教会に行き、中三の時に福岡にある日本バプテ

スト連盟香住ヶ丘教会での初めての受洗者になったキリスト者であることはあまり知られていません。医学部

の学生時代は九州大学 YMCA のメンバーでした。中村先生が初めてパキスタンに送られたのは、日本キリ

スト教海外医療協力会というキリスト者の医療者たちの団体によってでした。そのあとアフガニスタンに移りま

す。 

国民の 99％がイスラム教徒の国で、イスラムの神学校を建てたり学校を作ったりして、現地の人々の信仰

や文化を尊重しながら、ただ黙々と、その死に到るまで奉仕を続けた中村医師をその魂の一番深いところで

突き動かし、支え、導いたのは、彼が生涯信仰していた聖書の神さま、御独り子イエス・キリストをもお与えに

なるほどに世を愛され今も愛し続けておられる神さまだったとわたしは信じます。 

中村先生の口癖「困っている人がいたら、助けないではいられない」、この心とその行動を聖書は「愛」と

呼びます。イエス・キリストの降誕と生涯と十字架の死によって身をもって実践されたのが神さまご自身の「愛」

でした。その「愛」によって生み出されるのが「平和」なのです。この「平和」は軍事力によってではなく、また

経済力によってでもなく、ただこの「愛」からのみ生み出されるのです。クリスチャンドクター中村哲先生はそう

信じ、そのように生きたのでした。 

４． 
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ルカ福音書 2 章の 1 節から 7 節までは赤ちゃんイエスさまの誕生の経緯が簡潔に記されていますが、そこ

では母マリアはベツレヘムの宿屋の馬小屋で出産し、イエスさまは飼い葉桶に寝かされたと述べた後、一言

こう書いています。「宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである」と。キリストは、支配者はもとより普通

の人たちの生活からも締め出された人たちの境遇を生まれたときから味わわれたのです。 

そして、そのようないわゆる救い主のイメージを 180 度ひっくり返した、まことの救い主の誕生という「民全

体に与えられる大きな喜び」を天使が告げた相手が、ほかでもないあの羊飼いたちだったということは、「この

救い主は誰のために生まれたのか」「この救い主は誰と共に生きるのか」という根本的な事柄を端的に示して

います。「民全体に与えられる大きな喜び」を民全体を代表して最初に聞かされるのは、皇帝でも総督でも

王でもなく、大祭司などといった宗教的指導者でもなく、そのような社会のヒエラルキーの最底辺で生きる

人々、貧しく、宗教的にもさげすまれて、人間として蔑ろにされている＜地の民＞と言って貶められていた羊

飼いたちを神さまは「大いなる喜び」の第一の受け取り手として選ばれたのです。もちろん神さまの救いの約

束はすべての人に向けられていますが、先ず第一番目に受け取るべき人として神さまが選ばれ、そのお告

げを伝えるために天使を遣わされたがこの羊飼いだったのです。そこに神さまの御心があるのです。 

お告げの後、天の大軍は神を賛美してこう言いました。「いと高きところには栄光、神にあれ、地には平和、

御心に適う人にあれ」。彼らこそが御心に適う人であり、平和が約束された人々でした。彼らは天使のお告げ

を素直に信じ、ベツレヘムまで出掛けて行って幼子を探し当て、人々に証をし、神をあがめ賛美しながら、ま

たあの過酷な現実へ戻って行ったのです。でも、たとえこれからも同じ現実を生きていくのであっても、心は

喜びに満たされ、日々愛と平和を味わいつつ、神を見上げながら生きていったのです。 

中村先生はそのような神さまの御心を知ったので、神さまが第一に選ばれた人たちのもとに赴き、キリスト

がそうなさったように、その人々のために生き、その人々と共に生きたのでした。実は中村先生を通してキリス

トがそうなさっているのです。 

2000 年前、イエス・キリストはこの世に誕生し飼い葉桶にすやすやと眠られました。今年はわたしたちの心

という飼い葉桶に宿っていただきましょう。クリスマスの出来事が今ここで起こりますように。キリストの心がわた

したちの心になりますように。                                         アーメン 
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理事会だより 

理事長 齋藤金義 

2020年6月20日、新しく完成をみた YMCA 一橋ホールにおいて、2019年度の定時評議員会（総会）を開催

した。今年はコロナ問題で総会をどう開催するか色々議論があったものの、ZOOM による TV 電話会議を併

設することにより、理事、監事及び評議員以外の OB は出来る限り TV 電話会議でのご出席をお願いし、密

を避けての総会となった。また、恒例となっていた記念講演会も今回は見送りとした。 

開催日：令和2年6月20日（土曜日）午後1時～3時30分 

場所：東京都国立市東1-20-12  YMCA 一橋ホール及び TV 電話会議の併設 

出席評議員：堀地史郎、青崎敏彦、金子衛、川添 淳、川浦秀之、崔勇 

TV 電話会議での出席：岩谷滋雄、寺師並夫 

出席理事 齋藤金義、儀賀裕理、加藤順、関和義、佐藤周一、縄田克之、安藤誠 

出席監事 宮五百里 

 

評議員会は、堀地史郎評議員会会長が議長となり、例年どおり事業報告及び計算書類等の報告審議が行

われ、特に問題なく承認可決された。今年の評議員会での報告審議事項では、増改築工事が無事終了し、

その増改築工事の概要及びそれに伴う増改築募金の結果について、詳細な報告が行われた。今回、何と

言って特筆すべきことは、総額80百万円を越える増改築工事費の費用を、全て自前の寄附金で賄えたこと

である。当会の歴史130余年の中で、これだけの工事金額を自前の募金活動で凡そ賄えたことは大変意義

のあることである。昭和54年当時の寮舎再建時には、募金活動は約10百万円に過ぎず、約50百万円は土

地の売却で賄わざるを得なかったことから考えれば、自力で土地売却に頼ることなく、工事費金額を賄えた

ことは今後の当会の存続発展を考える上でも、大変意義のある成果であったと申せましょう。ここに役員、評

議員及び多くの心ある会員の皆様のご支援に対して心より御礼を申し上げます。特に、募金活動のきっかけ

を遺贈の形でご用意頂いた中島省吾元理事長、その志を同じ国立教会の長老として引き継がれた堀地史

郎元理事長（現評議員会会長）、前理事長須部浩右氏夫人及び瀧浦満夫人らの献身的なご協力無くしてこ

れは達成されなかったことは間違いないことである。この場をお借りして改めて御礼を申し上げたい。 

なお、事業報告及び計算書類等は当会ＨＰの情報提供にてご高覧ください。 

公益財団一橋大学基督教青年会 HP :http://www.hitotsubashiymca.or.jp/ 

 

１．増改築工事完成報告について 

次ページの増改築工事の内訳表にあるとおり、今回の増改築工事費総額は、当初80百万円の予算で始め

たものの、その後のオリンピック工事や災害復旧工事が重なる中で、工事費の高騰及び工事作業要員の確

保が難しくなり、工事の第1期は、株式会社興建社により、工事費3,125万円で寮舎の内外装工事及び水回

り工事が行われ、その後、チャペルの解体、玄関の移設とYMCA一橋ホールの建築は株式会社東京組によ

り工事費3,850万円で行われ、工事完成は2020年4月となり、総工事費は設計料などを含めて8,414万円とな

った。設計及び監理の重責を全うされた田代洋志一級建築士はじめ工事関係者の皆様に対して、心からの

御礼を申し上げたい。 
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２．増改築工事のための募金活動の結果について 

79 ページの増改築工事募金活動の成果総括表にあるとおり、今回の増改築工事のために集まった募金申

込金額は 2020 年 6 月末で 7,859 万円と目標 80 百万円に対して 99%の達成率となった。また、実際に振込

まれた寄附金総額は 2020 年 3 月末で 7,351 万円となった。寄附金申込金額を年代別に見ると、昭和 40 年

以前の卒業生合計で 3,345 万円、昭和 41 年以降で 3,985 万円、会員以外で 528 万円となっている。また、

会員 210 名の中での応募率を見ると、全体平均では 45%と約半分近い会員が応募された。これはこの種の

団体では極めて高い応募率であり、当会に対する会員の帰属意識が極めて高いものであることを示してい

る。勿論、年代別に細かく見ると、課題がない訳ではない。特に、子育てと仕事で多忙と思われる平成 6 年

～同 15 年の働き盛りの年次の応募率が 23%と低いことが課題となっている。それより若い世代の参加率は

40%と予想外に高い参加率であった。金額の寄与は大きくないものの、応募率が高いことは今後に繋がる希

望である。 

なお、増改築募金に応じて下さった会員等のご芳名はＰ80 の通りである。ここに記して感謝を申し上げた

い。 

単位：円

追加工事費 1,447,200

興建社　工事費　合計 31,255,200

設計監理料 田代一級建築士 10,303,200

80,058,400

寮室内家具備品 ロフトベッド、マットレス、デスク用ライトなど（家具大正堂） 1,901,840

オルガン修繕費 ムサシ楽器 514,200

家具備品 寮室ワードロープ 168,480

ホール椅子 オフィスバスター（中古品）23脚 162,360

ホール看板表札 社会福祉法人　泉会（日の出舎）送料別 147,000

支払負担金 寮生工事中の一時避難（登戸学園など） 474,600

測量、地盤調査など 測量；291,600、地盤調査64,800、確認申請手数料：183,500 　 539,900

軽微な変更手数料 アウェイ3,300円、ミームズ22,000円 25,300

建築確認検査料 検査済証発行手数料（アウェイ建築ネット株式会社） 155,500

4,089,180

84,147,580

増改築工事費　内訳（消費税込み）　期間　 2019年2月～2020年5月

　内装、寮室、シャワー、食堂、台所 29,808,000

上記　小計

総工事費及び家具備品　合計

YMCA一橋ホール新築、玄関周り、ルーバー、ベランダ既
存礼拝堂撤去、駐輪場移設、台所屋根防水工事

興建社工事（第1期工事)
2019年2月1日～2019年3

月14日

38,500,000
東京組工事(第2期工事）

2019年6月29日～2020年3
月31日（残工事あり）
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3. 評議員3名の選任及び理事1名の選任について 

議長は、現在6名の評議員は令和4年の評議員会終了の時まで任期が残されているものの、現状評議員の

うち海外赴任などにより評議員の任期が全うできない評議員がいることや評議員会の若返りを図るため、下

記のとおり３名の評議員を選任した。また、今年6月の評議員会終了の時点で任期満了となる理事について

下記のとおり1名の退任と7名の再任及び１名の新任を承認可決した。 

 

 

４．女子寮運営について 

現在、一橋大学の学生の約3割が女子学生である。こうした大学の現状を鑑み、現在、女子寮の運営を検討

中である。来年6月の評議員会（総会）に向けて具体化を図り、2022年春には実現を図るべく検討を進めて

いる。 

人数 参加率 金額
2014
年度

2015
年度

2016
年度

２０１７
年度

2018
年度

2019
年度

19/33 57.6% 3,345 1,226 70 210 703 776 145 3,130 215

74/183 40.4% 3,986 303 203 685 755 1,227 520 3,693 293

6 - 528 320 0 0 0 208 0 528 0

99/216 45.8% 7,859 1,849 273 895 1,458 2,211 665 7,351 508

74/183 40.44% 3,985 303 203 685 755 1,227 520 3,693 293

昭和４０年代（４１
年～４９年） 23/30 76.7% 2,090 243 186 531 311 518 261 2,050 40

昭和50年代(５０年
～５９年） 19/39 48.7% 798 5 7 50 205 404 85 756 42

昭和６０年～平成
５年 15/35 42.9% 743 50 0 98 195 220 95 658 85

平成６年～平成１
５年 8/34 23.5% 211 5 5 0 35 61 75 181 30

平成１６年以降
18/45 40.0% 143 0 5 6 9 24 4 48 96

増改築工事募金活動の結果　総括表　　　　　　2020年6月末

昭和41年以降卒業

昭和
４１年
以降
卒業
内訳

昭和40年以前卒業

昭和41年以降卒業

会員以外

寄附申込
2019年
度末

累計実
績

2020年
度以降
見込み

実績(単位：万円）

上記計
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ＹＭＣＡ一橋読書会の試行について 

                                            理事 佐藤周一（昭 54 法） 

１．企画発案の経過 

 2020 年 3 月、ＹＭＣＡ一橋寮の附属施設として「ＹＭＣＡ一橋ホール」が竣工しました。このホールは公益

財団法人の事業目的遂行に資する集会施設として、寮生及びＯＢ間の交流・修養等の促進を第一義として

いますが、空いている時間には近隣住民や大学のサークル等にも活用可能な「開かれた施設」として位置

付けられています。 

 そこで竣工初年度のホール活用策として私は「読書会」を発案し、近隣の読書好きな市民をお招きし、文

化・教養の涵養を図りたいと考えました。寮生にも参加してもらい、学生間に広がる活字離れに歯止めをか

けたい狙いも持っていました。 

 ホール建設中から理事会でも本件概要のお話をさせてもらい、あくまで私個人の企画行事として初年度は

試行的に寮ＯＢでもある城山三郎氏の作品を読み込むことにしました。 

２．参加者募集について 

 「市民に開かれたホール」として、国立市民から参加者を募るべく、２月下旬の国立市報に募集広告を載

せることにしました。無料の「掲示板」は数行程度の告知に限られるので、已む無く有料広告を掲載しました。

８㌢×４㌢ほどのサイズで８万円を負担しました。この広告を見て応募された方が４名。平均年齢は７５歳で

男女半々でした。 

 応募された方には読書会の主旨や会則等を送付、詳細な案内をさせて貰いました。会則には、ＹＭＣＡ一

橋はキリスト教の宣教を事業目的としているが、読書会はそれとは一線を画し、特定の宗教や思想を喧伝す

る場としない「不偏不党」を旨として、様々な宗教や文化についても自由に意見交換できる場として位置付け

を行いました。 

３．読書会の実施経緯 

 当初は４月から開始予定でしたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、６月下旬からスタート。

第１回の課題図書は『雄気堂々』。２０２１年のＮＨＫ大河ドラマ主人公であり、一橋とも縁の深い渋沢栄一の

前半生を描いた伝記小説。第２回は９月中旬に城山氏の絶筆である『そうか、もう君はいないのか』を取り上

げました。最愛の奥様を亡くされた後、出会いからの思い出を紡がれたエッセイで、それを基に城山氏の没

後にＮＨＫが制作したＴＶドラマ映像も視聴しました。１１月中旬に開催した第３回の課題作品は『落日燃ゆ』。

氏の４０歳代後半の作品で、伝記小説のスタイルが確立されたとして毎日出版文化賞や吉川英治文学賞を

受賞した記念碑的作品。極東軍事裁判のＡ級戦犯で、唯一文官として絞首刑になった広田弘毅の物語。い

ずれの回も参加者は熱心に意見交換し、活発な読書会となりました。残念だったのは毎回の案内にも係ら

ず寮生に一人も参加してもらえなかったこと。寮ＯＢの城山作品に触れて欲しいという願いは叶いませんでし

た。 

 ４．今後について 

 初年度の「城山三郎記念読書会」は、ひとまず終了とし、次回は２０２１年３月頃から再開する予定でいます

が、課題図書は参加メンバー間で話し合って決める予定です。会員募集の広告も検討中ですが、コロナ拡

大が止まらないため、当面は少数精鋭？でも良いかなと考えているところです。いずれにしろ、次回には寮

生の参加を期待したいところです。  
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会報編集後記（学生分） 

橋田陽平 

 

今年の会報の学生執筆部分の編集作業もいよいよ大詰めとなりました。今年度は新型コロナウイ

ルスによってさまざまな不便を強いられ、寮としても多くの行事を中止せざるを得ない結果となり

ました。これは非常に残念なことではありますが、個人的には寮という組織としての対応能力が試

された年でもあったように感じますし、コロナの影響により寮生と OBの皆さん方の関係も疎遠にな

ることなく続いている点ではコロナにも負けない YMCAの団結力を感じました。ただ、やはり一年生

は YMCAの行事にあまり関わることなく一年を終えてしまうほかにも、このままでは寮母の皆さんや

学生 YMCAとの交流を全く経験することがなくなってしまうので、来年からは平常になっていること

を願います。東京では特にコロナウイルス猛威を振るって、学内にも感染者が出ているなか、幸い

これまでコロナウイルスによる健康被害は寮生、OBの方々ともに耳に入っていないため、これから

も心身ともに健康な集団であり続けられることを祈ります。 

 

 

 

会報編集後記（卒業生分） 

山本 通 

 

 今年度からは、例年別々に纏められていた「学生号」と「卒業生号」を合併して一冊にして発行

することにしました。学生諸君の文については 2年生の橋田陽平さんが編集長として纏めてくれま

した。例年のようにテーマを設定するのではなく、全員が各自自由に執筆するようにお願いしまし

たが、その結果、学生諸君の青春の息吹が感じ取れる良い文がたくさん集まりました。学生諸君と

橋田さんに感謝いたします。 

 本号は、こうして集められた学生諸君の文をベースにして、それに卒業生の文を追加していく方

法で編集しました。卒業生の文は、もちろんいずれも自由論題なのですが、その内容は多彩なので、

本号全体としては何時になく充実したものになりました。寄稿された卒業生の皆さんにも深く感謝

いたします。 

 ところで、卒業生の皆さんの労作を集めるために、今年から卒業生号の編集委員の体制を一新し

ました。新しい編集委員の皆さんは、1974年卒の寺師並夫さん、1980年卒の中山泰吉さん、1985

年卒の滝澤英一さん、1989年卒の大溝日出夫さん、1991年卒の鈴木宗徳さん、2003年卒の岡秀樹さ

ん、2006年卒の杉山晶彦さん、2013年卒の堀内晴来さん。以上の 8名です。これらの編集委員の方々

の働きなしには、本号は充実したものにはなりえなかったでしょう。皆さんに支えられて仕事がで

きたことを、心から感謝いたします。今後とも、よろしくお願いします。 
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