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“What do you plan to do
when you get back home?”
宗教主任

画期的な最高裁判決
1954 年、アメリカのカンザス州で
は、黒人のブラウンがタピカ教育委員
会を相手取って、公立学校における人
種隔離政策は憲法違反であると訴えま
した。これに対して最高裁は教育上の
人種差別は違憲であるとの判決を出
しました。これは 1896 年に最高裁が
「Separate but Equal 〜分離すれど平
等」と人種隔離政策にお墨付きを与え
た判決を半世紀ぶりに覆す画期的な出
来事となりました。
アメリカ南部では、公教育の他、ト
イレ、水飲み場、バス、鉄道等、あら
ゆる生活領域に人種隔離政策が適用さ
れていました。人種隔離の垣根を越え、
黒人が白人の領域に入っていったり、
白人と同じ権利を求めたりするとリン
チ（殺人）に遭いました。しかし、
黙っ
ていては社会は変わりません。最高裁
判決に勇気を得た黒人たちは、ここか
ら分断された人種隔離の社会を人種統
合していく闘いに命を賭けて踏み出し
ていったのです。

ちょっと変わった別れの挨拶
翌年の 1955 年 12 月、南部アラバマ
州モンゴメリー。人種隔離のバスの中
で、白人に席を譲らなかったために、
黒人女性ローザ・パークスが逮捕され
ました。この出来事をきっかけに、モ
ンゴメリーの黒人たちがバスボイコッ
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ト運動に踏み出し、これが全米に広が
る公民権運動の大きなうねりとなりま
した。この出来事の背後には心躍るス
トーリーがありました。

逮捕されるローザ・パークス

ローザ・パークスは、その年の夏に、
テネシー州で開かれたある会合に参加
していました。その会合は南部の完全
な人種統合を目的としたもので、ルー
ズベルト大統領の妻エレノアも参加
し、議長として世界人権宣言を起草し
ています。後にこの草案は国連によっ
て支持され、公民権運動進展の精神的
基盤としての役割を果たしていきまし
た。その年、この最終草案が検討され
る席に、エレノアとローザも同席して
いたのです。その会合では、帰路に着
く時、ちょっと変わった「お別れの挨
拶」を交わすのが慣しでした。
“What do you plan to do
when you get back home?”
その３ヶ月後、モンゴメリーに帰っ
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たローザはバスの中で白人に席を譲
ることを拒みました。ローザは言って
います。「人々はわたしが疲れていた
から席を譲らなかったと言うが、それ
は本当ではありません。わたしが疲れ
ていた（辟易していた）のは、もうこ
れ以上、白人に不当に扱われることに
対してだったのです」。ローザが席を
譲らなかった背景には不条理で屈辱
的な人種隔離政策への黒人たちの積
年の思いがあったのです。黒人たちは
みな同じ思いでした。でも、白人から
の報復を恐れて誰も勇気ある行動が
取れないでいたのです。しかし、ロー
ザは「もうこれ以上、わたしたち黒人
を人間以下の存在として扱う社会や
制度に耐えられない」と人間の尊厳を
かけて、その席に座り続けたのです。
「あなたは自分の町に帰って、どん
なことを実行に移すつもりなの？」夏
にそんな挨拶を交わしたローザは故
郷に戻り「自分がしようと決意した
こと」を実行したのです。彼女は「確
信犯」だったのです。白人に席を譲ら
なかったら逮捕され、リンチに遭う
ことも覚悟の上で。そのたった一人
の女性の聖なる決意が、モンゴメリー
の５万人の黒人たちを立ち上がらせ、
その中にいたキング牧師をも成長さ
せ、アメリカ社会を変革していった
のです。歴史はすべて「一人」から
始まるのです。

わたしたちの別れの挨拶
聖書は「今日か明日、これこれの
町へ行って一年間滞在し、商売をし
て金もうけをしよう」と言う人たち、
あなたがたは自分の命がどうなるか、
明日のことは分からないのです。あな

たがたは…やがて消えて行く霧にす
ぎません。むしろ、あなたがたは、
『主
の御心であれば、生き永らえて、あの
ことやこのことをしよう』と言うべ
きです（ヤコブの手紙４章 13 − 15 節）
と語りかけています。

わたしたちの人生には限りがあり
ます。本学での学びは、その限りある
命を用いて将来実行していくべきこ
とを選びとっていくための貴重な経
験だったでしょう。今やわたしたちに
は「窮乏の底に沈める社会の中にあっ
て、同胞と共に手を取り合い、弱きを
助け、貧しきをいたわるために勇み立
つ」心躍るような人生の目標が与え
られています。これが酪農学園大学
の熱きスピリットです。ローザ・パー
クスは「もしあなたが正しいことを
しようとしているのなら、何も恐れ
ることはないのよ」と言っています。
“What do you plan to do when you
get back home?” とは、今、本学を
旅立っていく卒業生のみなさんが互
いに交わし合うべき挨拶のことばな
のです。
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仕えるために
獣医学部獣医学科６年

内面の苦悩
2008 年 に 酪 農 学
園大学に入学してか
ら早いものでもう 7 年が経とうとして
いる。７年間、長いようで短い期間、
たくさんの経験をした。正直、これま
での大学生活のことはあまり思い出し
たくない。
少し、
「自分」について書いてみよ
うと思う。今僕がこうして生きている
のは奇跡に近い。僕の繊細な心は、些
細な言動にも敏感に反応する。辛くて
“この世から消えたい” と考えたことは
今まで何度でもあった。辛い時、“何で
辛いんだろう？” “奴が悪い、奴が僕を
こんな風にさせた” “でも完璧な人間な
んていないんだから、自分にも過失が
あったのだろう” こんな思考回路をグ
ルグル回っているうちに、
「奴」のこと
も「自分」のことも大嫌いになる。自
分一人では解決するはずもない。少し
勇気をもって接すれば解決の機会なん
ていくらでもあった。でも、もうこれ
以上傷ついたら立ち直れないほど潰れ
てしまいそうだから、諦めて何もしな
いことにする。みんな、自分のことだ
けで精一杯。僕は日常で無意識に相手
を自分のものさしで測り、
階級を
「目上」
「対等」
「目下」の三つに分けて接して
いる。自分が辛くなる原因は、その目
上の者に対する「依存」が深く関わっ
ている気がする。自分が決めている目
上の者の絶対的条件は “信頼できる者”
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かつ、“下の者を思いやり、全ての者
が過ごしやすいように配慮する者” と
いうこと。でも、そんな人とこの大学
で深く関わることは無かった。

牛に癒されて
僕は、牛が大好き。牛は、じーっと
こっちを見てくる。僕も、じーっと見
てやる。前からそっと近づくと、首を
伸ばして匂いを嗅いでから長い舌を出
してくる。手で触れようとしているの
がバレるとすぐ首を引っ込める。さら
にちょっかいをかけると、鼻息を荒く
しながら首をブルブル振って怒る。僕
は「ごめんね」と言ってその場を去る。
牛は、ものすごい勢いでエサを食べ、
ものすごい量の糞や尿を躊躇無く出
す。仔牛たちは、ミルクの時刻になる
と「べーべー」と大合唱を始める。ミ
ルクを飲む時はしっぽをブンブン振っ
て嬉しそう。牛は素晴らしい。牛は癒
やしだ。そんなありのままの牛が僕は
大好き。

ＮＺの放牧酪農実習にて

DEAI ❺

酪農家は、年中無休で働き続けてい
る。牛もまた、周産期病や蹄病と闘い
ながら生きている。そんな尊敬に値す
る存在の重要なサポートが出来るのが
獣医師という職業だと考えているか
ら、自分はこの道を選んだ。酪農家に
生まれ、ものごころつく前から牛舎を
行き来し、気づいた時には牛が身近
にいるのが当たり前の生活になってい
た。当たり前過ぎると感謝する気持ち
は湧かない。高校の三年間は実家を出
て寮生活をしていたが、偶然その学校
も牛を飼育していて、僕は迷わず牛の
世話をする畜産部への入部を決断し
た。実家を離れて尚、牛とともに歩む
生活を送っていた。ある日、進路につ
いて真剣に考えていた。自分に無くて
はならない大切なものは何なのか、自
分が心から “やりたい！” と感じるの
は何なのか、考えていた。畜産部に
入って、二年と半年が過ぎようとして
いた。畜産部に入ることによって毎日
仲間と一緒に “責任と自覚を持って積
極的に牛の世話をする” という実家と
はまるで違ったモチベーションで楽し
く牛と触れ合うことで、いつの間にか
牛に対する「愛情」が大きくなってい
た。僕は大学受験をきっかけにその大
切な存在を改めて確認することが出来
たのだった。

仕える人に
新約聖書には「あなたがたの間で偉
くなりたいと思う者は、仕える人とな
り、あなたがたの間でかしらになりた
いと思う者は、全ての人の僕（しもべ）
とならねばならない。人の子が来たの
も、仕えられるためではなく、仕える
ためであり、また多くの人のあがない
として、自分の命を与えるためであ
る。
」
（マルコ 10 章 43−45 節）とイエス・

キリストの教えが書かれている。
僕は、
獣医師になるために、たくさん勉強し
てきた。
辛かった。
耐えた。
でも決して、
その努力で得た知識は人の上に立って
優越感に浸るためのものではなく、む
しろ人に仕えて幸せになってもらうた
めのものだと、僕は信じている。そし
て、そうなるように自分の身を捧げて
いきたい。
獣医学という学問は将来、たくさん
の動物やそれに携わる人々に必要とさ
れサポートする能力を秘めている。人
と動物、人と人とをつなげ絆を深める
力がある。そんな偉大な学問を学べた
ことは本当に幸せなことだと思う。７
年間、様々な場面で支えてくれた家族
や友人をはじめ、多くの方々には心か
ら感謝の気持ちを表したいと思う。特
に高い学費を一年分多く払ってくれた
親には感謝している。
僕が生まれるずっと前に、全ての人
に命を与えるために十字架にかかって
死んだ人がいた。その恵みは昔も今も
変わることなく与え続けられている。
その希望の光を浴びながら、「悦喜」
という名前にもあるように喜んで仕え
る者でありたいと強く願っている。そ
して、いつかこの７年間を「あんな時
もあった」と笑い飛ばせる時が来ると
いいなと心から願っている。
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社会への第一歩
食と健康学類

出会いと別れ
食と健康学類流通
学研究室の柳（ユウ）
と申します。
３月に入ったもののまだまだ寒い日
か続きますが、皆様は三寒四温という
言葉を耳にされたことはないでしょう
か。冬季に寒い日が三日ほど続くと、
その後四日間ぐらいは暖かいという意
味で、気候がだんだん暖かくなる意に
も使われます。まさに、３月は寒さの中
にも春の息吹を感じる頃だと思います。
さて卒業生の皆さん心から卒業おめ
でとうございます。何年か前の春に、
それぞれ夢や希望を持っての大学生活
のスタートだったと思います。これか
ら国家試験などの発表をむかえる人等
を除いて、多くの人の進路も決まり、
これから新たな未来に向かって大学生
活のスタートの時とは違う新生活に希
望や期待をふくらませていることと思
います。私の経験から言えば少しの不
安が交錯しつつ多少複雑な気持ちで
あったと思います。
私もちょうど４年前の 2011 年、酪農
学園大学に赴任しました。その時、出
会った新入生の多くが今度卒業を迎え
るわけですので、非常に感慨深いもの
があります。出会ったばかりという気
持ちがまだまだ強いですが、もうすで
に別れを迎えることとなります。しか
し寂しい気持ちよりなぜか誇らしい気
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持ちが強いです。
短い大学生活の中で、
皆さんが立派に成長し、これから社会
のために役に立とうとしている勇姿が
感じられるからです。
皆さんは大学生活を振り返った時、
どのような思い出が残っているでしょ
うか。私が考えるには、卒業生の中に
は多少学生生活に不満を持った人がい
るかも知れません。よい思い出ばかり
ではなく、友達や先生との関係で苦い
思い出もあったでしょう。しかし、ま
だ大学生活での人との関係は、社会の
中での一般的な人間関係とは根本的に
違うと思います。とくに先生と皆さん
との関係の前提というか下敷きには信
頼と愛情があります。なので大学生活
の良い事も悪い事も全て青春の思い出
として残して欲しいと願っております。

台湾調査実習の様子

自分自身を大事に
卒業生の皆さんは今、希望に満ちて
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いると思います。自分なりの夢を抱い
ていることでしょう。私は酪農学園大
学に赴任する前まで様々な職種を経験
してきました。役場から農林水産省ま
た農協の研究所など、これまで４回職
場が変わり、その都度、戸惑いと不安
がありましたが、何とか頑張ってきた
ような気がします。なので、卒業生の
皆様に、社会への第一歩をどう踏み出
すか、またこれから訪れる難関を如何
にして克服すべきかについて少しお話
をさせていただきたいと思います。
百花繚乱という言葉がありますが、
いろいろな花が咲き乱れることを表
します。人間は一人ひとりが世界で
たったひとつしかない花とも言えます
（only one）
。それぞれが自分らしく生
き、自分らしい花を咲かせていくべき
存在であると思います。社会に出て苦
しい場面に遭遇する際に、その気持ち
を強く持っていれば怖いことはないと
思います。

ゼミ合宿の様子

人を大事に
昔中国にあるお金持ちがいました。
彼は大人何人が入っても余るくらいの
すごく大きい陶器の壺をいくつか持っ
てました。この壺は、雨が降る時水を

溜め、日常の生活用水として使うため
のものでした。ところがある日、近所
で遊んでいた子供の一人が間違って水
がいっぱい入っていた壺に頭から落ち
てしまいました。他の子供は慌ててど
うすることも出来ず、大きな騒ぎとな
りました。大人数人が急いで駆けつけ
たものの、壺が大きくなすすべもなく
ただ見るだけでした。その時、ある少
年が拳ほどの石を持ち上げ、壺に向
かって力強く投げました。皆さん！
どんなことが起きたでしょうか？ ガ
シャンという大きな音とともに壺から
大量の水が溢れ出し、子供の命を救う
ことが出来ました。誰も高価な壺を壊
すことができず戦々恐々とした中、石
を投げた少年は尊い命が壺よりも大事
だと瞬時に判断したことでしょう。
この物語は、宋の「資治通鑑」を執
筆した人の子供の頃の逸話です。ここ
で「破甕救友」という故事が由来しま
した。卒業生の皆さんはこの物語から
何を感じ取ったでしょうか。これから
皆様が歩む道は必ずしも順調なことば
かりではないと思います。いろいろ挫
折を味わうこともあるでしょう。その
時、必要なのは知識よりも知恵と勇気
だと思います。もちろんこれから多く
の知識と情報を習得する必要がありま
す。そして、知識と情報を習得するこ
と以上に、冷静な判断力と勇気を出せ
る知恵だと思います。まさに高価な壺
よりもかけがえのない命を大事にした
少年の勇気と知恵です。
最後になりましたが、これから卒業
生の皆様には自分が選択した夢に向
かって最善の努力を尽くし、また遠大
な夢を実現していくことを大いに期待
します。

❽ DEAI

『出会い』に感謝して
獣医保健看護学類

卒業生の皆さん、
ご卒業、おめでとう
ございます。
この冊子の題でも
ありますが、皆さん
にもこの酪農学園で多くの人との『出
会い』があったと思います。同級生や
サークルの仲間、先輩や後輩、先生な
ど。これら多くの『出会い』は決して
偶然ではありません。よく「大学での
友達は一生」と言いますが、それはこ
の『出会い』が『神の御業（みわざ）
』
だからなのです。大学で一緒に学び、
遊び、過ごした仲間は、皆さんが成人し、
成長していく上で必要であった人たち
で、神から与えられた人たちなのです。
現代人が地球上に誕生してから約
10 万年、その間におよそ 800 億人とい
う人がこの地球上に存在し、現在存在
する人でもおよそ 70 億人と言われて
います。その中で、この時、この場所
で出会う確率は天文学的な数字である

あ
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が

講師

宮庄
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ことは容易に想像出来るでしょう。こ
の時、この場所に居てもすれ違うだけ
の人や名前を知ることもない人の方が
多いのも分かるでしょう。逆に、例え
１秒でもずれて居れば、隣に居ること
さえなかった人もいるでしょう。たま
たま同じ大学の同級生になったのでは
ありません。たまたまあなたの先生に
なったのではありません。そこには必
ず意味があり、
『神様の御心（みここ
ろ）
』があるのです。
皆さんも是非、これまでの大学生活
の中での『出会い』に感謝して、この
酪農学園で学んだことを誇りに、社会
でご活躍下さい。
『いつも喜んでいなさい。絶えず祈り
なさい。すべてのことについて、感謝
しなさい。これが、キリスト ･ イエス
にあって、神があなたがたに求めてお
られることである。
』
（テサロニケ人への第一の手紙５章
16 〜 18 節）

き

雪におおわれたキャンパスにも春の
気配が感じられるこの時、「出会い」
第 71 号をお届けします。今回は３人
の教員の卒業生への餞の言葉と、卒業
生の自らの経験と将来への抱負を掲載
しました。3 1 1 原発震災から４年。激

しく揺れ動く世界の中に出ていく卒業
生ひとりひとりが、この地で培った酪
農学園大学のスピリットを携え、「地
の塩、世の光」として活躍されること
を祈っています。
（F）
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