
一橋大学基督教青年会 

会 報 
 

 

 

 

 

 

 

 

第 71 号 2019 年 7 月 

 



1 

 

一橋基督教青年会会報 第 71号 目次 (2019年 7月) 

巻 頭 言 ................................... 理事長 斎藤金義 (昭 46経・48法)2  

寮長挨拶 ........................................ 寮長 高橋正幸 (3年 経済学部)4 

寮生によるテーマエッセイについて ................. 編集者 今川明人(2年 商学部) 5 

これからの寮・大学生活について ......................... 下野治 (1年 経済学部) 6 

自己紹介と寮での目標.................................. 清野紘大 (1年 経済学部)7  

待ちに待った寮生活 .................................... 橋田陽平 (1年 商学部) 8 

YMCA一橋寮でこれからどうしていきたいか ................ 桑江竜威 (1年 商学部) 9 

今川明人にとっての寮................................. 今川明人 (2年 商学部) 10 

感情と正論はバランス良く............................... 鳥居大朗 (2年 商学部)11  

寮で共同生活するということ .......................... 小林莉季 (2年 経済学部) 12 

一年間の変化と後輩に伝えたいこと .................... 弓場耀平 (2年 社会学部) 13 

自己の再発見と人間の「幅」 .......................... 松原悠紀 (2年 社会学部) 14 

国立三年目に思う ................................... 北田志聞 (3年 経済学部) 15 

二番手の寮長 ....................................... 高橋正幸 (3年 経済学部) 16 

私の三年間 ........................................ 前田雄飛 (4年 経済学部) １7 

寮の貴重さ ............................................. 星和樹 (4年 法学部) 18 

寮生活を振り返る ..................................... 菊岡義洋 (4年 商学部) 19 

混沌に見出す多様性とヒューマニズム .................... 川畑輝 (4年 経済学部) 20 

院生による院政 .................................. 大城幹雄(院 1年 社会学部) ２1 

寮生活での学び ............................................ 大崎友裕(平 27商)23  

講演録 ..................................................................... 25 

理事会だより ............................................................... 27 

編集後記 ....................................... 編集者 今川明人(2年 商学部) 31 

 

 

 

 

 

 



2 

 

巻 頭 言 

三位一体の神について 

理事長 齋 藤 金 義 (昭 46 経・48法) 

総会を開催した時、聖書の以下の箇所、ヨハネによる福音書の 14章 1節から 14節を

拝読した。本当は聖書を拝読したあと、この箇所について、短いお話をしたかったので

あるが、PCの不具合で総会の開催時間が 20分ほど遅れてしまったので、お話が出

来なかったので、今、ここの巻頭言でお話させて頂きたい。 

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
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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。 
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寮長挨拶 

3年経済学部 高橋正幸 

 

今年度寮長を務めております、経済学部三年の高橋正幸です。 

 

はじめに、卒寮生の皆様からたくさんの寄付金、再建寄付金をいただきましたこと、

心より御礼申し上げます。 

 

 先日、一橋大学基督教青年会総会が行われました。当会の昨年度の報告と今年度の計

画をお伝えする恵まれた機会を持つことができました。諸事情で出席できなかった先輩

方も、当会報巻末にあります総会資料をご覧いただき、今日の当寮の動向について知っ

ていただければ幸いです。 

 現在の寮は再建の途中であり、寮の内外共に新しくなっています。寮自体については

今秋に再建の完了が予定されていますので、しばらく待っていようと思っていますが、

寮内自体はいくらか伝えられることもあると思いますので、少し紹介していこうと思い

ます。 

 この春、我々現寮生は先輩の卒寮祝いということで河口湖に遊びに行きました。普段

16 人が寮外で集まるということはなかなかないので、1 泊 2 日面白い経験になりまし

た。その後も新勧の夜に大勢でロージナに行ったり、たまに飲み会をしたり、草野球に

打ち込んだりと小さい寮ながら活気のある毎日を送っています。新入寮生が集まりきら

ない中、卒寮されたはずの先輩が院生ながら再入寮してくださったり、一年生が早速友

達を誘ってきてくれたりと結果的に 16 人満室の寮を維持することができ、これまで以

上に活気のある寮になっていってほしいと一寮長として考えているところです。 

 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。皆さんの

在寮時とは変わっているところも多々あるかと思います。それも時間の経過が為すこと

であり、ただ会報で読み取るだけでなく、寮へ顔を出していただいて寮の色をより鮮や

かにしていただけると幸いです。 

 

最後に、今年度も我々寮生へのご指導ご鞭撻のほどをよろしくお願い申し上げます。 
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寮生によるエッセイテーマについて 

会報担当 ２年商学部 今川明人 

 この会報第 71号に寮生のテーマエッセイを載せるにあたって 1年生には、「YMCA

一橋寮でこれからどうしていきたいか」を、2∼4年生には「YMCA一橋寮の生活を通し

ての自身の変化(内面及び外面)・後輩に伝えたいこと」。そして、大城さんにはテーマ

は自由にするという形をとらせていただきました。今年から、新しい寮になり、寮生

一同 OB方々に感謝しており、きれいに扱うよう気を引き締めてまいります。 

 

一年生は、去年と同じく 5 名(うち院生 1 名)入り、より一層にぎやかになりました。これ

から新しい寮に住む一年生にとっての資料として、また、OB の皆さんと在寮生の寮への

思いを共有する場としてこの会報第 71 号が活きてくれるならば、会報担当として喜ば

しいこと限りません。 
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これからの寮・大学生活について 

1年 経済学部 下野治 

 

経済学部の新一年の下野治です。僕は後期受験で受かったので合格発表後にはいい家

が残っておらず、中高と一緒に陸上をやっていた先輩に助けていただくことで入寮でき

ました。出身は大阪の大阪星光学院で、部活は先ほども書いた通りずっと陸上をしてい

ました。中高一貫の男子校出身ということもあり新しい環境で新しい人に出会うのが久

しぶりだったので、多少の不安はあったのですが新歓を渡り歩くことでリハビリし、無

事友達もできクラスにも馴染めました。また、絶対部活には入らずサークルで楽しいキ

ャンパスライフを送ろうと思い上京したのですが、雰囲気にも惹かれ結局ハンドボール

部に入りました。 

さてこれからの寮生活についてということですが、まずは健康第一で過ごしたいです。

親にも栄養は摂れと言われていますし何より将来完全な一人暮らしをする練習期間と

して１日 3食で野菜もきっちり食べたいです。今の所まだ自炊はしていませんが時間の

ある土日などを活用して料理男子になろうと思います。睡眠に関しても早寝早起きを心

がけます。入寮当初は朝活といって朝起きて走っていたのですが、スポ大以来モチベが

低下し、早くも堕落しつつあるのでこれを機に更生します。 

また、部活にも打ち込むつもりです。せっかくサークルではなく部活に入ったので 4

年後やりきったと言えるように頑張ります。高校の陸上部を卒業した時、後悔こそなか

ったものの自分は頑張った、やりきったと言い切ることはできませんでした。高校の部

活に限らず僕はこれまでの人生で全力を出し切って何か大きな目標を達成いたという

経験がありません。全力を出して何かに挑戦した時、結果がどうであれ大きな自信につ

ながるとよく言われます。社会に出る前の最後の修行期間であるこの時期に大きな自信

をつけることができるようにしたいです。 

勉学に関しては受験後モチベーションが下がったままなのですが、このままでは東京

での生活にお金を出してくれる親に申し訳ないですし、何よりろくな社会人になれない

気がするのでほどほどにはやっていきます。 

最後に、寮ではここでしかできない事をやりたいです。一人暮らしでは得られなかっ

たであろう面白い先輩方、同期との人脈も大切にしたいですし、イベントにも積極的に

参加する予定です。とりあえず面白そうなことには首を突っ込んで最高の大学生活を送

ります。 
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自己紹介と寮での目標 

                            1年 経済学部 清野紘大 

 今年度新たに入寮させていただいた清野と申します。福島県出身です。昨年は宅浪を

していました。ほぼ部屋に引きこもって勉強し、夕方に健康のためにランニングにでか

ける、ということを続ける無味乾燥な生活を送っていました。中学では野球部、高校で

は将棋部に所属しました。そして、大学ではワンダーフォーゲル部という、沢登りや縦

走、雪山登山などなど、傾斜があるところ全般に繰り出ていく部活にはいりました。自

然が相手なので、安全に気を付け、死なない程度に今後部活を楽しみたいと思います。 

 さて、先ほどで述べたように、私は昨年浪人生であったわけですが、高校三年のとき

の担任の先生が面倒見の良い方で、浪人時にも時々学校に行って会わせていただいてお

りました。その方は日本史の先生だったので、太平洋戦争、憲法、自衛隊などなど、一

橋日本史頻出の近現代史の内容ついて、それらの現状についてもまじえて先生自身の考

えをお話してくださいました。とても興味深く、考えさせられる内容で、気づけば三時

間たっていたこともありました。その先生がよくおっしゃっていたのは、「アタマを動

かす」ということです。受け身の姿勢でなく、しっかり考察して、自分の考えをもて、

という意味で私は理解しています。大学生は自分で行動する必要があり、責任も伴うよ

うになるので、自分で考えることが必須だと思います。私は、何事に対しても、自分で

納得できる考えを持てるようになりたいです。そのためには、視野狭窄のなかで納得し

ても意味がないので、まずもって見識を広めることが肝要だと思っています。そして

YMCA 一橋寮はそれを可能にしえる環境ではないかと気づきました。自治寮ゆえに一人

一人に役割が与えられます。毎朝二社の新聞が届きます。聖書研究会があります。海外

研修があります。これらは他の大学生にとっては、ありえないものであるはずです。こ

の寮がもたらしてくれる機会を捉え、日々のニュースに触れたり、火曜日の聖書研究で

しっかり意見を持つようにしたり、その他様々な活動に参加したりして、見識を広げ、

考える力を養っていきたいです。そしてその力を使って、私の人生で散々棚上げされて

きた、「将来何をするのか」問題に対して、満足のいく答えを見つけられるように、大

学四年間を大切に過ごしていきたいです。 
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待ちに待った寮生活 

                             1年 商学部 橋田陽平 

今年から YMCA 一橋寮の一員とならせていただきました、橋田陽平です。出身は滋賀

県で高校は県立石山高校というところからきました。ここの OB に膳所高校出身の方が

いたとうかがいましたが、もともと滋賀県出身者の少ない大学なので寮の皆さんだけで

なく、学校生活をしていても同郷の人には全く出会いません。 

そんな一橋大学に今春入学するのですが、去年に失敗していたため受験は二度目とな

りました。寮を知ったのは去年の受験のときで、現在の４年生の方に案内をしてもらい

ました。その時に寮費の安さや大学からの近さに惹かれ、親からも入学したらこの寮に

住む賛成を得たのですが、残念な結果となったので、もう一年の努力の末にここへ来る

ことになりました。今年の受験の際には寮内の見学はしなかったので受験が終わってか

ら、改装工事後にきれいになった寮を見て驚きました。親と寮の面接にきたのですが、

親もこの寮を気に入ったようで、本来出す予定だった小平寮への申込書は急遽出さない

ことになりました。ほかの物件はあっという間に埋まっていく中で好立地の寮には入れ

たときは奇跡のように感じました。 

現在寮生活と学校生活が始まってちょうど一か月ほど経ちますが、毎日学校からの近

さに助けられながら問題なくゆったりと生活することができています。寮の先輩はとて

も親切で楽しく、そしてユニークな人が多く、寮内の仕事などがわからないときはとて

も頼りになり、楽しい毎日を送らせてもらっています。優しい同期たちにも恵まれ、日々

助け合いながら生活しています。火曜の聖書研究は、寮に入る前は厳粛でつらいものの

ように予想していましたが、体験を通じていままでほぼ関りがなかったキリスト教に触

れるとともに寮生全員が交流する大事なイベントだとわかりました。OB との交流も活

発であり、いままで生活してきた中でこれといった欠点は見つからず、本当に素晴らし

い寮だと感じています。 

最後に、あまり寮とは関係なくなりますが、私の一年次での目標を言います。目標は

二つあり、まず一つ目は単位を一つも落とさないことです。寮が学校から近い分かえっ

てだらけないようにしていきたいです。二つ目はこの寮のことを詳しく広く人に知って

もらうことです。これほど大学から近いのに知らない人が多く、知っていたとしても宗

教色が少しでもあることから敬遠している人がいる現状を変えて、欲をかけば受験者全

員がこの寮への入寮を検討しているようなレベルまでにしていきたいです。 

新人で知らないことが多いですがこれからよろしくお願いします。 
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YMCA一橋寮でこれからどうしていきたいか 

1年 商学部 桑江竜威 

 

 初めまして。6 月に YMCA 一橋寮に入寮しました商学部１年の桑江竜威と申します。

初めての会報なので軽い自己紹介から書かせていただきます。出身高校は沖縄県立開邦

高等学校です。私の高校では、県外進学を希望する人は生徒の半分くらいおり、私もそ

の一人でどうしても大学生活の４年間を沖縄県外、できれば東京で過ごしてみたいとい

う気持ちから一橋大学を目指し入学しました。高校では帰宅部であったため大学では何

か一つのことに打ち込みたいと思い現在は体育会ハンドボール部に所属しています。長

所はポジティブであること、短所はめんどくさがり屋であることです。短いですが自己

紹介はこのくらいにして私が６月という他の同期の１年生と２ヶ月もずれた時期に入

寮した経緯について書かせていただきます。私は上京してから２ヶ月間は世田谷の近く

の狛江市にある沖縄県の県人寮で生活をしていました。出身が同じということで当然分

かり合える部分も多く楽しかったのですがせっかく沖縄から上京したのに沖縄出身の

人ばかりでいても自分の成長はないかもしれないという思いは常にありました。そんな

ときに、ハンド部の同期である治や同じ高校出身である大城さんに YMCA への入寮を勧

められ大学への近さも後押しし YMCA 一橋寮への入寮を決めました。入寮してまだ二十

日ほどですが寮生は皆仲がよく寮での生活はとても楽しいです。自己紹介と入寮の経緯

だけでだいぶ幅をとってしまいましたが【YMCA一橋寮でこれからどうしていきたいか】

ということに無関係ではないので長々と書かせていただきました。さて、それでは本題

の【YMCA 一橋寮でこれからどうしていきたいか】ということについてですが現時点で

目標は３つあります。１つめは、責任感のある行動をとるということです。YMCA一橋寮

は、自治寮であるため、日常生活でのルールを守ることや自分に与えられた仕事を責任

感を持って行うことが必要です。今までの人生の中で責任感が求められるということは

あまりなく社会に出て必要なことだと思うのでこれらをとおして自分の成長につなげ

たいです。２つめは、自分の視野を広げるということです。16人の共同生活では価値観

や考え方が合わず当然ぶつかり合ってしまうこともあると思いますがそこですぐにあ

きらめたりせず問題解決のためにはどうすればいいか考え抜いていきたいです。また、

毎週火曜日に行われる聖書研究を通じても視野を広げることができると思っています。

３つめは、純粋に先輩や同期と今以上に仲良くなって楽しい 4 年間を過ごすことです。

まだあまりしゃべれてない人もいますがこれから仲良くなれたらなと思っています。稚

拙な文章に最後までつきあって読んでいただいてありがとうございます。不束者ではご

ざいますが、どうぞよろしくお願いいたします。 
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今川明人にとっての寮 

                  2年 商学部 今川明人 

 

 私は寮で一年と少ししか過ごしていないため、変化という変化は受けているかどう

かわかりません。ただ、自分の過去／現在の姿は分かってきたように思えます。 

 まず、過去の姿。具体的には寮に入る前の姿ですが、すべてを人にやってもらって

いました。そのため、自分で何かを一からやったことがなく、敷いてもらっていたレ

ールに沿って大学入学まで来ました。寮に入った理由も心のどこかには誰かに頼ると

いう気持ちが少なからずあったのだと思います。そして、このＹＭＣＡ寮で過ごすう

ちに、自分の活かせる面と変えないといけない面について多少わかりました。活かせ

る面は、人懐っこいところだと思います。私は人に好かれやすい面、弟気質があるの

だと勝手に自己分析しています。ここからが本題で、過去の自分と現在の自分の変化

した点といえば、変えないといけない面を変えたところにあります。変えないといけ

ない面は、誰かにやってもらえるという意識と、忘れっぽい所です。大学一年生の序

盤で忘れっぽいところは矯正されたように思えます。なぜなら、各々が自治寮で役割

があり、責任を負わなければならないからです。一年生では買い出しなどで後回しに

したり、忘れっぽいところが多少矯正されたように思えます。誰かにやってもらえる

という意識は、今も残っていますが、最近では自力で何らかの形でやってみるという

風にはなっているように思います。 

 ここからは、これからの後輩に向けて伝えていきたいと思います。私は寮生活にお

いてこの YMCA一橋寮は特殊なように思えます。なぜなら、ここまで少人数で距離が近

く、関りたくなくても関わってしまう寮はほかにないと思います。ですので、自分も

含めて後輩にはこの寮で密な関係を築いていってほしいと思いますし、するべきだと

思います。また、この寮を通じて人間的にも社会に出る前段階として十分に楽しめる

し社会的な責任能力も付くと思います。(ポンコツの僕ですら一年間で多少成長したよ

うに思えますし)ここまで、たらたらと書いてきましたが、寮生活を楽しむことが一番

ですし、失敗しても学べば成長できます。なので、いっぱいチャレンジしていっぱい

学んでいってほしいですし、これからも自分はそういう風に寮生活を送っていきたい

です。 
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感情と正論はバランスよく 

 2年 商学部 鳥居大朗 

 

 この YMCA一橋寮での１年間の生活は、私に多くのものを与え、また私を大きく変

化させました。今回の会報ではこのうち、対人関係についての私の考えの変化につ

いて述べたいと思います。 

 この寮に入る前、つまり私が高校生の時、私はこう考えていました。「論理的に正

しくあるべきであって、正論こそ通るべきである。」私は人の感情というものに意味

はないと考え、人の感情に配慮することなく、正論ばかりを通そうとしていまし

た。これが原因で家族や友人と喧嘩になったり、周りから反感を買ったりしていま

した。それでも原因が自分にあるとは考えず、論理的に考えることのできない周囲

が悪いと一種見下す態度をとっていました。 

 この寮に入って暫くも、この考えは変わりませんでした。やはりそれが原因で寮

生と険悪になったりもしました。それを何回か繰り返すうちに（おそらく寮生活以

外も影響しているのでしょうが）私は気づいてきたのです。「正論だけでは解決でき

ない事が人間関係には数多くある。」よく考えればこれは当たり前のことです。自分

の正当性ばかりを追い求め他人を軽視するという行動は周りから反感を買って当然

です。これで人間関係うまくやっていけるはずがありません。 

このことに気づいてから、私は人の感情にも配慮した意見の通し方や、時には自

分の正論を抑えて他人に譲るといったことを心掛けるようにしています。まだまだ

至らないところもありますが、それはこれから様々な経験を積んで変えていこうと

思います。 

 後輩に対して伝えたいのは、この 15人の自治寮という特殊な環境を最大限活か

してほしいという事です。後輩の中にはアパートで一人暮らしをしたかったという

人もいるでしょう。私もそうでした。しかしそれはもう過去のことで、この寮に入

ると４年間抜け出すことはできません（短期留学や海外インターンで数か月留守に

はできますが…）。せっかく一人暮らしの自由という取り戻すことのできないもの

（経済学の用語では sunk cost（回収不可能なコスト）というらしいです）を手放

したわけですから、この寮生活からできるだけ多くのことを得るほかはありません

（どうやっても寮生活から得られるものがない…という事ならそれはその時に考え

ましょう）。この寮に好んで入る時点でここの寮生はいい意味でも悪い意味でも変人

が集まっていると思っています。この環境を利用しない手はありません！ 
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寮で共同生活をするということ 

2年 経済学部 小林莉季 

 

ぼくが YMCA一橋寮に入寮してはや一年が経過しました。大学一年生は体感としては

とてもはやく、それでいて非常に有意義なものでありました。その理由の一つとしま

しては、この寮の存在がとても大きいと感じています。毎晩寮生たちと談笑をした

り、スマブラをしたり、当たり前のように楽しい日々を過ごせているのをありがたく

思っています。そんな寮で一年間過ごしてぼく自身が変化したことはいくつかありま

すが、個人的に大きく変われたと感じていることについて書きたいと思います。 

現在の YMCA一橋寮は広大な草原に囲まれています。そのため夏が近づくと昆虫たち

が活動を始め、我が寮に侵攻を開始します。この時期であっても夜になると小さなハ

エが洗面所に群がります。次の日には洗面台の周りにハエたちの死骸が量産されま

す。掃除をしても掃除をしても次の日にはどこからともなく現れ、同じことが繰り返

されます。夜中には光を頼りにカナブンやカメムシ、蛾などが食堂に訪問してきま

す。そして夏が訪れ、外にある物干し竿に洗濯物を干しに行くと、草むらの中で生き

血を欲して身を潜めている蚊の大群が 待っていました！！とばかりにぼくのか細い体

に飛びかかり、採血してきます。またぼくの麦茶や麻婆豆腐に何の躊躇もせずダイブ

をきめてくる何十匹ものコバエたちと共にする食事は楽しいものではありませんでし

た。 

ぼく自身グンマー帝国と呼ばれる未開の地出身であるのに、虫が苦手であるのを非

常に不甲斐なく感じていました。そうはいっても嫌いであるのは仕方がないことなの

で、寮を飛び出そうかと考えたこともありました。しかし慣れとは恐ろしいものです

ね、いつの間にか虫のいる生活が当たり前になり、嫌悪感をあまりもたなくなりまし

た。今となっては切っても切れない関係です。これは自分の中では大きな進歩である

と思います。先日もバイトを終え、自室に戻ると、特大サイズの蛾が壁に張り付いて

いました。以前のぼくであれば断末魔の叫びをあげ、寮を後にしていたでしょうが、

現在のぼくは一味も二味も違います。そのまま蛾との共同生活を受け入れ、今日で３

日目となりました。 

嫌いなものであってもずっと距離を置くのではなく、時には苦手なものがある環境

にあえて身を置くことも必要だと後輩に伝えたいです。この寮では様々な経験ができ

るので、ぜひとも入寮してください。新たな自分へと成長できるやもしれません。 
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一年間での変化と後輩に伝えたいこと 

                           2 年 社会学部 弓場耀平 

 

今年度の会報のテーマが「YMCA一橋寮の生活を通しての自身の変化・後輩に伝えた

いこと」とのことですが、一年間での寮生活で自分で気付く変化というのはなかなか

思い当たらなかったので、ここは大学生活一年間という枠に広げて変化したかなと思

うものを書いてみようと思います。 

 自分はラグビー部に所属しているのですが、高校帰宅部から大学で思い切って続

けられるまで続けようと入ってみたらなんやかんや一年頑張れました。始めはルール

も一切分からず、夏合宿の試合でそれまでの練習の成果が一切出なかったり、一月の

基礎練を怪我でおじゃんにしたり、わかってはいたもののやめたいと思うことは多々

ありました。あとマジで無傷な時がないです、マジで。肩か腰、足首どっか痛いで

す。でも今年というスパンでみると入ってよかったと感じる時間が長いです。とくに

追いコンで四年生、五年生が日々の練習で感じる苦しさや、部での自分の存在意義の

疑問に対する解をほんとに上手く言ってて、四年間続ける意思とこんなことを言える

人間になりたいという目標を持たしてくれました。 

まあこんな感じで部活一色にそまっている大学生活な訳ですが、おかげ様で体重は

一年で１５キロ近く増えました。部では細いほうなんですが、寮内では夏頃からマッ

チョ、もとい筋肉バカというキャラクターに落ち着いていきました。私個人としては

筋肉がない時間が１９年間もあったものですから、自分のいままでのキャラとはいさ

さかギャップを感じます。とはいえ寮内での出し物ではあと三年間モスト・マスキュ

ラーとバックラットスプレッド頼みになりそうです。 
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自己の再発見と「人間」の幅 

2年 社会学部 松原悠紀                                                   

 

今年の二～四年生のテーマは「YMCA一橋寮の生活を通しての自身の変化(内面及び外

面)・後輩に伝えたいこと」でありますがどちらも私には非常に難しいテーマのように

思われます。しかし、会報担当の今川がせっかく考えてくれたテーマなので真摯に考え

たいと思います。 

 まず寮生活を通しての変化についてですが、これが難しい理由は一年前より以前の自

分を曖昧にしか覚えていないために比較のしようがないからです。今の自分はむかしか

ら実はそうだったような気がしてくるのです。どちらかというと、寮生活を通して自分

がどんな人間だったかを発見していく一年間だったように思います。たわいもないこと

で言えば自分は「赤」が好きな人間だったことを発見しました。靴や、シャツなどは気

づけば赤を好んで身に着け、パンツに至っては半分が赤色、髪も三回目あたりから毎度

赤に染めていました。寮生活にからめて言えば、自分は風呂好きであったこと(シャワ

ーのみの環境に置かれ始めて気づいた、思えばどんなに忙しい時期でも実家では毎日湯

船につかっていたかもしれない)、意外なほどに人と言葉を交わすのが好きであったこ

と(食堂で度々朝まで話しこんだり、ボードゲームを楽しんだりするメンバーの一人で

あった)などがすぐに思い浮かびます。一方で趣味など余暇時間の使い方は他の寮生の

影響を受け少し変化したようにも思います。寮という共通点しかともすればない友人や

先輩と長い時間過ごすことで今までと 180°異なった視野が得られることは寮生活の醍

醐味だと私は思います。 

 さて、後輩に伝えたいこと、です。私は、とにかく様々な人と関わりを持つように、

と伝えたいです。ただし、大切なのは量ではなくその質です。もちろん質が高ければ良

いなどとありきたりなことを言うつもりはありません(そのような立場にもありませ

ん)。むしろ、できる限り自分とは異質な(に見える)人との交流を積極的にもつように

するべきだと思います。というのも一橋は世間的には上位の大学であり、学生にも親族

に高学歴な人が多い人や勉強に理解のある親を持つ人が多いでしょう。そして順調に大

手に就職しようものならますます高学歴エリートが多い環境に身を置くことになるで

しょう。しかしもっと多様な人が、生活圏が重なっていないだけで実際には同じ社会に

存在しています。彼らを知らずに限られた視野、世界観で生涯を送ることに私は危うさ

を感じるのです。なので私は自分とは違う属性を持った人と積極的に接点をもつよう心

掛け、アルバイトは立川の日焼けサロンでしています。また、寮の海外研修においては

海外の学生との交流やジャカルタで低所得者層の住宅街を歩き回るという経験ができ、

私の知覚する「人間」の幅は広がりました。YMCAの寮に入っていることですし教会の礼

拝にも参加してみようと考えています。後輩に伝えたいことが、自分が学生時代できな

かった後悔と一致しないよう日々生きていきたいです。 
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国立 3年目に思う 

3年 経済学部 北田志聞  

 

 国立で暮らし始めて 2年が経過し、3年生となり大学ではゼミに所属することとなっ 

た。文系のみの大学ではあるが数学について学び続けているというのはある意味で滑稽 

であるし結局は理系に強いとされる灘出身ということなのであろう。また寮では幹部と 

なり、設備を担当している。 

 今年の会報のテーマは「寮生活を通しての自身の変化、および後輩に伝えたいこと」 

ということであるので、今しがた考えを巡らせていた。 

 しかし考えてみると、最近はめっきり寮にいることも減り、だいたいはどこか遊びに 

行くか管弦楽団の部室にいるという状態であり、寮ではほとんど寝ているだけという状 

態である。自分の中の変化について気づいても、その中で何を寮生活を通しての変化と 

とらえるかは非常に難しい。あえて挙げるならば、コミュニケーションは難しいという 

ことに改めて気づかされたことであろうか。 

 最後に後輩に伝えたいことであるがこれはただ一つ、「余裕をもって生きてほしい」 

ということである。スケジュール的な余裕もそうであるが、精神的余裕を持って生きる 

ことがとても大切だと思う。というのは、あまり色々と根詰めすぎると何もうまくい 

かないからである。この寮の後輩には部活で忙しくしている人はいないが(僕以外では 

寮長のま兄ぐらいであると認識している)、それ以外にもバイト、もしくはインターン 

を頑張りたいなどという人がいるかもしれないが、くれぐれも無理だけはしてほしくな 

い、というのがささやかな願いである。 
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二番手の寮長 

3年 経済学部 高橋正幸 

 

 「劇的な変化などない。」 

 これが、寮生活で自身の変化を捉えられない私の解答だと思う。地元を離れること

で変わったことはいくつかあるが、考え方も振る舞いも根幹では変わっておらず、寮

生活内で変化は感じられない。中学校のクラスのように空気の変化を察し、立ち位置

を確認し続けるようなことはせず、言いたいこと、やりたいことをなるべくやって暮

らしている。部活も同様である。 

20年弱生きてきた中で確立してきたものを大学生活 4年間で変わった、変えられた

と思うのだろうか。私には、そのように思うことが難しい。 

とはいえ、２０：４（５：１）であるのは経過した時間だけであり、出来事に関し

てはその比ではない。となると、私の４年間に劇的なことがないだけなのだろうか。

そう考えるといくらか寂しくなる。 

私は、あまり変わっていない。それは上記の通り今回の「YMCA一橋寮の生活を通し

ての自身の変化(内面及び外面)・後輩に伝えたいこと」という会報のテーマに対する

一つの解答である。 

しかしながら、自分を取り巻く環境や自身の立位置はいくらか変化した。たとえ

ば、寮長になったこと、寮が新しくなっていっていること、先輩が卒寮され、新たに

後輩が入寮してくれたこと…。特に変わったと感じるのは、自分が寮長になったこと

であり、これまでの人生で何となく学級委員長をやったくらいで集団の代表者となる

ことはあまりなかった。これまで所属した集団、組織内で代表的な立ち位置にいる人

たちは皆、何ともいえないが求心力があり、対してそれを持ちえない自分はその補佐

としての役目がしっくりきていた。にもかかわらず、寮では寮長に、部活では主将に

任命された。 

自身が変わらないと意固地になってもそうさせない環境に取り巻かれているこの一

年間で変化を体感していきたいと思う。 

後輩へ伝えたいことといわれても齢二十前後の私から言えることなどほとんどない

が、間違っていると思ったら問うてみるといいと思う。間違っていたら上も下も関係

なく注意するのはいいことだと思うが、注意は気が滅入るので、特に横一列で楽しく

やっている寮内では尋ねる中で修正すればいいと思う。また、「自治寮の自由」を「無

法」とはき違えず、品のある寮生活を送ってくれればと願っています。 
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わたしの３年間 

４年 経済学部 前田雄飛 

 

今回の会報のテーマは「YMCA一橋寮の生活を通しての自身の変化(内面及び外面)・

後輩に伝えたいこと」ですが、私の大学生活は寮とサークルの練習場である津田塾大

学を往復する日々でした。大学での生活における私自身の変化を語る上でサークルで

の経験を無視することはできないので、会報編集担当の今川兄には申し訳ないがテー

マを「YMCA一橋寮の生活（&サークル活動）を通しての自身の変化(内面及び外面)・

後輩に伝えたいこと」として記していきます。 

まず吹奏楽サークルでの変化ですが、私は大学生から新しい楽器（トランペット）

を始めたので、中高と楽器を続けていた他のメンバーに技術面で追いつこうと必死で

練習に取り組みました。そこで意識したことは（１）サークル活動日以外にも楽器に

触れる時間を確保しようと日々の生活を律して練習時間を捻出したこと（２）上達す

るために先輩や後輩に練習方法を聞き、技術を貪欲に盗んだこと（３）短期間で達成

できる小さな目標をたて、一つずつクリアしていきモチベーションを保ったことで

す。以上を意識して練習に取り組むことで少しずつステップアップし着実にトランペ

ットを上達することができました。日々努力することで成長することができ、またそ

の喜びを知ることができたことがサークルでの経験を通した内面の変化です。 

次に寮生活での変化ですが、YMCA一橋寮には出身地もバラバラで多様な人（勉強が

得意な人、お酒が好きな人、焼き肉が好きな人 etc.）が集まり生活しているのでそれ

を受け入れられるようになったことです。この寮に住んで私が考える多様性を受け入

れるとは、その人とコミュニケーションをとり、趣味、信仰などを理解した上で付き

合っていくということです。新入生をはじめ寮生には積極的に寮生と会話や食事や遊

戯などを通してコミュニケーションをとり友好を深めてほしいと思います。 

最後に毎年恒例の寮の裏庭にある YM農園の件ですが、今年はサツマイモ、ナス、ト

マト、枝豆を栽培する予定です。今年は新入生も積極的に協力してくれ、我々農家に

とっての悩みである後継者問題も解決しそうです。後輩に伝えたい事としてまず後継

の農業のリーダーを今川兄に任命します。彼はリーダーシップにあふれ責任をもって

寮生を引っ張ってくれるので問題ないでしょう。農業は土づくりが大事です、苗を植

える１週間前には畑を耕し準備をしましょう。苗を植えた後も雑草引き、虫の駆除を

忘れないでください、このひと手間が収穫のアップにつながります。後輩には農地を

引き継いで守ってほしいです。 
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寮の貴重さ 

4年 法学部 星一樹 

  

寮を通じて成長したこと。 

 

 自分はこの寮に入ったのは、親元から離れるためでした。 

安く、大学に近く、寮食があり、個室である。そうした点に魅力を感じました。 

 

ただ、入ってみるとそれ以外の魅力がありました。 

 

１年生の時はただただ買い出しなどの業務が嫌で、聖書研究が嫌で、この寮自体に

不満を持っていました。 

２年生の時、クリスマス担当をしました。寮のためにこの業務をやってやる、クリ

スマス会を成功させたいという意識が芽生えました。 

３年生で幹部になり、嫌だった聖書研究の企画・運営に携わりました。実際大変で

したが、聖書に対する意識が変わった頃でした。 

４年生になり、寮の雰囲気が変わったと感じつつ、後輩の寮運営を見守る年になり

ました。 

 

こう振り返ると、２，３年生は非常に大きかったと思います。クリスマス会という

寮の一大イベントの責任者になり、責任感が強くなりました。加えて、３年生で幹部

をやり、寮を運営するというなかなかできない経験をさせていただきました。 

 

寮のイメージも変わりました。 

聖書研究に積極的に３年生以降取り組め、また寮は共同生活の場でありお互いが助

け合える、楽しめあえるところというように２年生のクリスマス会以降思えるように

なりました。 

 

寮に入り、嫌だったものに取り組みそれを好きに変える。集団でみんなと協力し責

任感をもって仕事を行う。 

こうした点はこの寮に入って成長を強く感じられるところです。 

 

あと１年。最後の学生生活を最高の寮生活で終えたいと思います。 
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寮生活を振り返り 

４年 商学部 菊岡義洋 

 

今年の会報のテーマは、「ＹＭＣＡ一橋寮の生活を通しての自身の変化（内面及び外

面）・後輩に伝えたいこと」だ。 

まず初めに、寮に入っての変化としては内面と外面の両方が挙げられている。「大き

く身長が伸びた」などの変化があれば良かったのだが、残念ながら外面の変化はあまり

無かったように思われる。その一方で、内面の変化は多分にあったと実感している。具

体的には三点ある。第一に、積極的に他人と関わり、考えを擦り合わせようとする姿勢

がうまれた。当然のことながら、寮という環境の元、同じ屋根の下で暮らすため嫌でも

生活の中で他者との関わりが生じる。勿論、これまでの生活環境は異なるため、相容れ

ない考え方もない訳ではない。結局のところ、社会で生きていくとは異なる考えを持つ

他者と共存していくということであり、大学生活でその縮図を経験できたのは大きな糧

となった。第二に、聖書研究を通じ、物事に対して先入観をなくして考えようとする姿

勢が身についた。元々、私は聖書に対して良いイメージを持っていなかった。やれ全知

全能の神だ、やれ沼で失明が治る、など受け入れ難いことがさも事実かの様に聖書では

述べられている。私の兄は生まれつき片目が盲目、もう一方の目も弱視という障害者で

あり、傍で障害を持つ苦しみを見てきたため、受け入れ難いのは当然だったかもしれな

い。また、世界でこれだけ機会の不平等が存在する中、そのような全知全能の神の存在

意義がわからなかった。しかしながら、こうして丸 3年間聖書研究を通し、多様な考え

方に触れたおかげで、私としても考え方に変化が出てきたと思われる。柔軟な考え方と

多様な視点を身につけられたという点で聖書研究は私にとって大変意義のあるものだ

った。第三に、大人として身につけるべき家事および常識を多少なりとも身につけるこ

とが出来た。これまでは家事など一般的なことは親に頼ることもあったが、寮生活を通

し、自立心が芽生えたと思われる。 

最後に、後輩に伝えたいことであるが、今回は二点ほど取り挙げたい。ただ、私自身

それほど人格的に優れた先輩という訳ではないため、何か思うところがあれば参考にす

る程度でお願いしたい。第一に、友人関係が流動的な大学生活において、寮という普通

の部活・サークルでは経験できない人の繋がりがあることは大変恵まれているというこ

とである。ありきたりではあるが、大学生活を振り返ってみてしみじみと感じることで

あり、これからも大事にして欲しい。第二に、集団がもつ力の恐さをもう少し自覚して

欲しいということである。往々にして、これまでの四年間を振り返った際、今の寮は個

人を陰で攻撃する風潮が最も強いと感じる。プラスの感情から来る行動であれば、まだ

良いと思われるが、果たしてどうだろう。残り一年間、この寮に入って良かったと実感

できる瞬間が数多くあれば幸いだ。 
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混沌に見出す多様性とヒューマニズム 

4年 経済学部 川畑輝 

 

 三年間で生じた私の内面の変化について書きます。これは、とても大きな変化でし

た。 

 私は入寮当初、なにもかもは論理的に在るべきで実際そうであると考えていまし

た。そういった考えから特に人や社会に対してはミニマムな合理主義をもって接する

ことを信条としていました。それは個人主義者とも言い換えられます。自分は自分の

ことだけやってればよい、周りに対しては必要最低限の対応でよいという考え方で

す。しかしこの考えではYMCA一橋寮というカオスを上手く生きれない。それは入寮し

てから薄々と気づいていて、はっきりと意識するようになったのは三年生の後半頃だ

ったと思います。 

 なぜ上手く生きられないか、それは考えてみれば当たり前のことでした。私たちは

人と暮らしているからです。人にはどうしても合理的でない部分があります。例えば

感情。そして「暮らし」においてはいわゆるそういった合理からの「漏れ」が色濃く

浮かび上がります。集団で暮らすということは、常にそうした「漏れ」に囲まれるこ

とを意味するのです。ゆえに冗談ではなくまさしくそこには合理的には説明・予測不

可能なカオスがあるのです。そうであれば当然個人合理的な考えでは行き詰まること

になります。例えば部屋に引きこもったり、帰ってこなかったり。 

 そうした事情で私の人間観のシフトチェンジという生存戦略は半ば必然的に、自然

に生じました。合理的には説明できない「漏れ」。それを愚かであると切り捨てるの

ではなく、人を人たらしめるかけがえのないものとして段々と愛せるようになりまし

た。これが私の変化です。それからは幾分か寮が楽しくなりました。 

 この寮で暮らすことによって得られた最大の収穫は、混沌の中で暮らすことで自分

の生き方や価値観を相対的なものとして捉え、ゆえに他者の価値観や在り方の多様性

を素晴らしいものとして肯定できるようになったことだと思います。これは自治寮で

暮らしたからこそ得られた経験です。 

 私の経験からこれからの後輩へ一つ願いがあります。私は後輩に「気前の良い」人に

なってほしいと願います。人が合理的でなく愚かな存在であることを承知で、それでも

人を愛せるような優しさに太っ腹な人になってほしいと願います。これは今の後輩だけ

でなくこれから入ってくるまだ見ぬ後輩への願いでもありますし、いつまでもこの寮が

人というどうしようもない存在を愛することを学べる場所であってほしいという願い

でもあります。 
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院生による院政 

1年 社会学研究科 大城幹雄 

 

初めまして。今年から YMCA一橋寮でお世話になります、大城幹雄と申します。聞き

覚えがあると感じた OBのみなさん、さすがであります。実は、今年度から一橋大学大

学院社会学研究科と呼ばれる病棟で 2年間入院することになりました。呼応して、後

輩寮生たちから「残寮」の請願を受けることは誠に自明でありましたが、これも 3年

間手塩にかけて彼らを可愛がり続けたからでしょう。（ちなみに、私は後輩寮生から

「ATM」と呼ばれているそうです。大胆な推理ではありますが、頼もしいという意味が

込められていると思います。）OBの皆様には、これからもお世話になります。改めて

よろしくお願いいたします。 

私は、会報担当の今川君から自由テーマを命じられたので、「院生による“院政”」

というテーマを設定しました。碩学な OBの皆様ならご存知であると思いますが、院政

とは、天皇を退位した上皇によって引き続き政務を執ったという古代・中世の日本で

見られた統治形態のことです。「院生による“院政”」とは、卒寮するはずの四年生が

院生として引き続き寮に居座り、寮を統治することを指します。ちなみに、「寮内

ATM」でもあるので、財政節度が日本国レベルで心配ではありますが。しかし、統治と

いうと、語弊を招くかもしれません。 

そこで、本エッセイの試みを、“院政”（＝統治）の読み替えとします。一般的な院

生の強みを分析し、それを活かした寮生活、すなわち“院政”を再考することを目指

します。ちなみに、院生寮生は近年寮では観測されない現象とのことらしく、次の院

生寮生のための寮生活ガイドラインを策定するという目論みもあります。 

大学院生専用の某就活サイトによると、院生の強みは、⑴課題設定能力、⑵情報収集

能力、⑶論理的思考能力にあるらしいです。驚いたことに、私はどれも十分に有して

います。ここは素直に自分を褒めたいと思います。さて、これらをいかに寮生活に活

かすか。まずは、⑴課題設定能力です。寮には、多くの問題が溢れています。例え

ば、掃除忘れをする寮生、寮生会議で騒ぐ寮生など。これらは、非常に明確な問題で

す。しかし、私に求められるのは、⑴をもとに、寮の隠れた問題を見つけ出すことで

しょう。日々注意深く寮生活を送りたいと思います。次は、⑵情報収集能力です。現

代社会は、グローバル化とともに、日々刻々と変化していきます。私は、⑵をもと

に、休講情報をいち早く捕捉し、寮生に伝えるべきでしょう。時には、寮生のことを

想って、虚偽の休講情報を流すことで、寮生の睡眠をサポートすることもやむを得ま

せん。「嘘も方便」という諺もありますし。最後は、⑶論理的思考能力です。ジョナサ

ン・ハイトという著名な社会心理学者によると、本来人間は理性的ではなく、情念的

な生き物らしいです。すなわち、時に寮生会議も情念に駆られた寮生によって、短絡
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的な意思決定が為される可能性があります。その時に、必要なのは、私の類稀な論理

的思考能力をもって、その決議を阻止することでしょう。例えば、苦学生となってお

金を引き出せなくなった ATMを寮から追い出すという議題が出たとします。もちろ

ん、その意思決定は間違っています。私が ATM以外の要素でいかに優れているのかを

論理的に諭すことで、短絡的な寮生から改めて尊敬を集めるという想定はかなり現実

的なものとして、皆さまにも理解してもらえると思っています。 

以上が、私の考察になります。「院生による院政」をもって、この寮の暮らしをより

良くしていきたいと思います。(すみませんでした) 
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寮生活で学んだこと、後輩に伝えたいこと 

 

 今年の 2月頃、仕事で近くに寄る機会があり、久しぶりに寮を訪れました。ちょうど

大規模修繕が行われたあとのタイミングだったため、美しくなった内装を見ることが

でき、とても感動しました。また、現寮生も協力して寮運営を行いながら、楽しく生

活している様子が感じられ、とても懐かしい気持ちになりました。長崎の片田舎から

初めて上京した私にとって、同じ大学の先輩や後輩と共に生活した時間はかけがえの

ないものでした。ときには体を動かし、またときには深夜までゲームに興じながら、

自分の考えや相手の考えを共有しながら思索にふけった寮生活は、私の人間性を大い

に深めてくれたものだと考えています。 

 

 毎週火曜日に行った聖書研究では、諸兄もまたそうだと思いますが、人生を歩むう

えで大事な考え方を獲得することができました。私が今でも大事にしている教えの一

つに、マルコの福音書にあるタラントのたとえがあります。神から授かったタラント

を上手に使い、より豊かに増やしていきなさいという教えです。社会人になり、より

多くの人と交流し仕事をするようになって、この教えは私に大切な気付きをもたらし

てくれました。それは、すべての人が様々な形の「タラント」を授かっているという

視野を持つことができたことです。他人が授かった「タラント」が、自分のそれと全

く同じではないという考え方は当然だと思いますが、この当たり前に気付くことはな

かなか難しいことです。たとえば、受験を通していい大学に入るのが良いことだとい

う狭い視野で物事を捉えると、記憶力や計算能力といった限定的な才能の多寡だけで

人を判断しがちです。しかし、少し視野を広げるとそうではないことに気付きます。

世界には芸術や芸能といった素晴らしい「タラント」を持つ人々もたくさんおり、そ

ういった人々も自分の「タラント」を用いてより豊かにしているのです。この事実に

気付くことができたことは僕にとって幸いなことです。他人の才能を知り、自分の才

能を知れば、何ができるかがおのずと見えてきます。自分の「タラント」と他人の

「タラント」で不足を補い合えば、より多くのものを得られるからです。 

 

 自分への戒めも込めて、後輩たちに伝えたいことを述べたいと思います。一つは、

やりたいと思ったことは頑張ってやった方がいいということです。私の在寮時代に

は、夏休みの宿題がありました。入寮 1、2年目が夏休みにちょっと冒険をして、それ

を 2学期前の飲み会で卒寮生や上級生に報告するというものです。私も大きな冒険を

して（ここでは説明できませんが…）先輩諸兄の度肝を抜くことができました。今思

うと、受験勉強でこり固まった私たちの頭のねじを少しだけ（決して外れたわけでは

ないですが）緩め、やりたいことにチャレンジできる勇気を得られたのではないかな
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と思います。やりたいことを実際にやるには、結構なエネルギーと勇気が必要です。

若いうちに勇気を持ってチャレンジし、やりたいことをやるためのハードルを下げて

おくのは、非常に有意義なことだと思います。もちろん、社会に迷惑をかけない範囲

でですが。 

 もう一つは、他人の才能が何かを見極め、尊重すること、そして、自分に与えられ

た才能が何か常に問い続けることです。私自身、寮生時代に狭い視野で物事を捉え、

他人のもつ素晴らしい才能に盲目であったという反省があります。初対面の印象や

寮、サークルでの限られた側面から人を判断してしまうと、その人の才能が本当に見

えにくくなります。意識してその人の良い面を探そうと努力することは重要なことで

す。また、寮生活で血のつながらない他者と暮らしていくことは、自分の才能に気付

くことのできる良い機会でした。自分の才能を自覚することは、自分ができる貢献に

気付くことでもあると思います。大事なのは授かった才能が何であるかよりも、それ

をどう活かし、人生をより豊かにするか。私はそう考えています。 

 

 最後に、長く私たちの寮母であり続けてくださった氏家さんが先日ご退寮されまし

た。若く、勝手きままな寮生たちを優しく導き、温かい寮食を作ってくださった氏家

さんに感謝します。ありがとうございました。寮の雰囲気は大きく変わっていくかと

思いますが、これからも現寮生たちが YMCA一橋寮で大きな学びを得ながら楽しく寮生

活を送っていくことを、卒寮生の一人として祈念いたします。 

 

2019年 6月 1日 

2017年度卒 大崎 友裕 
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記念講演会 

講演録 

2019年 6月 22日 

文責：高橋 正幸 

 

戦争の二年後 1947年９月に YMCA、YWCAへ三年次に加盟したことから始まって、様々

な体験を踏まえてお話ししていただきました。 

話題も多く、適切にまとめることが難しいと判断し、各話題で特に印象に残ったフレ

ーズについて抜粋しました。 

・人は規則で救えない。 

・一本の蝋燭は自身を焼いて、光を放っている。 

・福祉とは、自分の中の罪をみとめ、贖うこと。 

・和解とは被告と原告が理解し、認めること。 

・フランスとドイツは和解した。日本はどうか。頭を下げられないでいるのが、現

状。 

・何故、一橋大学に入ったのか。 

→米山梅吉を小さい頃から知っていた。自腹を切って信用を守った逸話がある。 

彼は、使節団に一人参加しており、ロータリークラブの創設者。信託銀行をアメリ

カから導入した。日本最大の財団。結核の予防や農村の再興などを行った。ハンセ

ン病の収容所を歴訪した。全ての職を辞し、100万円の退職金をもって、幼稚園、

小学校を青山学院大学内に創設し、小学校長として、生涯を全うした。 

・アメリカのハーシーでは、チョコレートでの収益でインフラを整備し、孤児院を設

けた。 

・カーネギー「富を残すは恥なり」 

・できるだけ稼げ、蓄えろ、与えよ。 

・日本は与える文化に乏しく、アメリカの 1/35の寄付。 

・アジア仏教の僧侶が朝早く托鉢にでる。村人も出てくる。社会常識の反対であり、

僧が立って受け取り、村人が捧げるように跪く。 

・自分で考え、まよい、なやみ、決めてほしい。 

・敗戦は軍国主義から民主主義に転換するということ。 

・転換できず、虚脱感の中にいた。ひとまず本を読んだ。 

・シュワイツァー「人間の文化は進化しているか？」戦争で文化が破壊されたのでは

なく、文化の衰退が戦争を引き起こした。 

・自分のために生きるのは物質的、他人のために生きるのは精神的。 

・学ｙは出会いの場なので、大事にしてほしい。 

 



26 

 

現在の寮生とは異なる活動参加の状態が多く見受けられましたが、時代に囚われず、

考えていかなければいけない問題、価値観についてそれぞれ気づくことの多い講演会

でした。 
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理事会だより 

2019 年 6 月 22 日、如水会館 14 階一橋クラブ記念室東において、2018年度の総会及び

定時評議員会を開催した。 

また、総会等の一連の会議の前に、午後 1 時半から 3 時まで、阿部志郎先輩をお招き

し、記念講演会を開催した。 

阿部志郎先輩は 1926年のお生まれで今年 93歳というご高齢にも拘わらず、約 1時間半

にわたって立ったままの姿勢で大きな張りのあるお声で、ご自分が社会福祉の道に歩ま

れた動機あるいは一橋に入学した目的など、大変な熱弁であって、お話は興味溢れ、1

時間半があっという間に過ぎ去るほど、味わい深くまた、感銘深いものであった。お話

の要旨は会報で寮生による報告書があるので、そちらをご高覧頂くこととし、紙面をお

借りし、阿部先輩に御礼を申し上げます。 

 

出席評議員：堀地史郎、岩谷滋雄、寺師並夫、金子衛、川添淳、川浦秀之（7名中 6名

ご出席） 

出席理事：齋藤金義、渡邊徹、儀賀裕理、加藤順、関和義、佐藤周一、縄田克之、安藤

誠（9名中 8名出席） 

監事：西浦道明 

寮生：1年生：桑江竜威、下野治、清野紘大、橋田陽平、2年生：今川明人、小林莉樹、

鳥居大朗、松原悠紀、弓場耀平、3 年生：高橋正幸、北田志聞、4 年生：菊岡義洋、前

田雄飛、星一樹、川端輝、大学院生：大城幹雄 

寮母：今井道子 

 

なお、本総会の報告内容ならびに事業報告及び計算書類等については、HP に当日のプ

レゼン資料を併せて掲載しているので、詳細はそれをご高覧ください。なお、ここでは

当日の評議員会の議事録を記載して、理事会だよりと致します。 

公益財団一橋大学基督教青年会 HP :HTTP://WWW.HITOTSUBASHIYMCA.OR.JP/ 

 

公益財団法人 一橋大学基督教青年会 評議員会 議事録 

開催日：令和元年 6月 22日（土曜日）午後 5時～午後 5時 30分 

場所：如水会館 14階一橋クラブ記念室東 

出席評議員：堀地史郎、岩谷滋雄、寺師並夫、金子衛、川添淳、川浦秀之 

出席理事：齋藤金義、渡邊徹、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：西浦道明 

欠席評議員：山本通 

欠席理事：中村正俊 
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欠席監事：宮岡五百里 

上記のとおり、評議員 7名中 6名の出席が確認されたので、定款第 17条の規程により、

互選により堀地史郎評議員を議長に選出し、下記のとおり議案の審議を行った。なお、

定款第 25 条の規程により、岩谷滋雄評議員及び川添淳評議員を議事録署名人に選任し

た。 

報告事項 

第 1号議案 2018年度事業報告の承認について 

議長は 2018 年度の事業報告について、別添のとおり理事長から詳細な報告を受け、こ

れを了承したい旨議場に諮ったところ、全員異議なくこれを了承した。第 2号議案 評

議員及び理事の辞任について 

議長は、理事長からの説明により、本評議員会の終了時点において、評議員山本通氏は

健康上の理由により、また、中村理事は遠方に転居したことなどの理由により、評議員

及び理事の職を辞任したい旨の申し出についてこれを了承したい旨を議場に諮ったと

ころ、任期途中であるが事情やむを得ないことであり、全員異議なくこれを了承した。 

決議事項 

第 1号議案 2018年度計算書類等の承認について 

議長は、理事長ならびに会計担当理事及び寮生会計担当から、詳細に下記計算書類等の

説明を受けた後、その承認について議場に諮ったところ、全員異議なくこれを承認可決

した。 

貸借対照表 

貸借対照表内訳表 

正味財産増減計算書 

正味財産増減計算書内訳表 

財務諸表に対する注記 

附属明細書 

財産目録 

第 2号議案 定款変更について 

議長は、理事長からから次のとおり、詳細な説明を受けた。即ち、今年 1月以降、安藤

誠理事が常務理事を一身上の都合で辞任したことを受けて、現在定款第 23 条に当会は

常務理事を置くことを規定しており、このままでは定款違反になることに鑑み、定款第

23条を下記のとおり執行理事を置く規程に変更し、各理事の職務については、別途「理

事職務規程」を制定し、それぞれの当会業務を執行理事が職務分担する体制にすること

が、当会の理事職の現状に適しているとの意見を述べ、定款変更を下記のとおり行いた

い旨を議場に諮ったところ、全員異議なくこれを承認可決した。なお、昨年 6月の定款

変更により、会計理事を執行理事にする変更を行ったが、会計理事に限らず、当会の業

務全般をそれぞれの執行理事が職務分掌する体制に移行するので、昨年の定款変更した
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会計理事の規程、第 25 条 3 項を削除し、会計理事についても「理事職務規程」により

規定することとしたい旨、併せて議場に諮りこれも承認可決した。 

定款変更の内容 

（役員の設置） 

第２３条 この法人には次の役員を置く。  

（１）理事５名以上１０名以内  

（２）監事１名以上２名以内  

２ 理事のうち１名を理事長とし、理事長以外の理事のうち若干名を執行理事とする。

執行理事の職務については、別途理事会での理事職務規程によりこれを定める。 

３ 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事

とし、執行理事をもって同法第１９７条において準用する同法９１条第１項第２号の業

務執行理事とする。 

 

（理事の職務及び権限） 

第２５条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、その職

務を執行する。  

２ 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務

を執行し、執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分

担執行する。 

３．理事長は理事会の議長として、議事を主宰する。 

４． 理事長及び執行理事は、毎事業年度に４か月を超える間隔で２回以上、自己の職

務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 

 

第 3号議案 YMCA一橋寮増改築工事予算の増額について 

議長は、理事長ならびに増改築工事担当の理事及び設計施工管理の田代洋志 1級建築士

などから、現状の工事の状況について以下のとおり詳細な説明を受けた。 

昨今の建築費の値上がり及び現場での人手不足により、当初の工事の完成時期が遅れ、

9 月末までの完成引渡しが困難な状況にあることから、消費税 2％が工事費に上乗せさ

れる見込にある。 

第 1 期の内装工事その他は今年 3 月に終了したものの、YMCA 一橋ホールの新築及び駐

車場の移設の外構工事ならびに玄関ホールの整備などの第 2期工事については、東京組

との契約を基本にする中で、工事の費用を 35 百万円以内（税込み 3,850 万円）として

も、設計管理費の支払いを 721 万円含めると、税込みでの今後の工事費支払い総額は

4,571万円が見込まれる 

2017年度、2018年度までの累計工事費は既に 3,661万円（2017年度 133万円、2018年

度 3,528万円）となっているので、今後の工事費支払い見込を含めた総工事費は少なく
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とも 8,232万円となる。 

こうした状況に鑑み、理事長からは総工事費の合計を 83百万円（税込み）とし、300万

円ほど当初計画を上回ることを承認して頂きたい旨の提案が行われた。 

なお、議長から確認の意味で、この第 2 期工事には、ホール、外構工事、屋根の漏水、

玄関周りなどが含まれるかどうかの確認があったが、設計監理の田代氏からそれらは全

て含まれているとの回答があった。また、岩谷評議員からは、隣地長野氏からの要請の

ある塀の工事費はどうするか、との質問に対して、理事長から長野氏との隣地の塀工事

は本件には含まず、駐車場が完成し、営業が開始される来年以降に長野氏と協議し、必

要に応じて理事会その他で審議したい旨の回答がなされた。 

また、川浦評議員から、工事費を増額した場合の資金手当ては大丈夫かとの質問に対し、

理事長からは５月末で 4,718 万円の建設支払いのための資金があり 8,300 万円の総工

費の残金支払額 4,639万円に対し 79万円の余裕があり、さらには 10月末までには寄附

金の追加入金（約 250万円）も見込まれるので、問題ない旨の説明があった。 

上記の工事状況に鑑み、議長は総工事費を総額８３百万円に増額することを議場に諮っ

たところ、全員異議なくこれを承認可決した。 

公益財団法人一橋大学基督教青年会 評議員会 
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編集後記 

商学部 2年 今川明人 

 

 会報の作成も大詰めを迎えています。寮の再建も終了し、新しく綺麗すぎる寮での

生活は昨年の寮とのギャップで中々慣れていない状況ですが、これから寮生一同で新

しい寮で歴史を刻んでいきたいと思っております。 

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

ました。締め切りを順守してくださった寮生のみなさん、仕事の合間を縫って寄稿し

てくださった大崎さん、また一を聞いたら十を返してくれる前年度会報担当 高橋さ

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

お礼申し上げます。 

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

なってくださればうれしい限りです。 
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