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　アップルの創設者ス
ティーブ・ジョブズが
昨年亡くなりました。
2005年、スタンフォー

ド大学の卒業式で語った彼のスピーチ
が今話題になっています。
　ジョブズは、そこで「私は自分がし
ていることがたまらなく好きだ。それ
が私を動かし続けている。君たちもた
まらなく好きなことを見つけなさい。
まだ見つかっていないなら、見つかる
まで探し続けなさい」と促しました。
　さらに彼はガンを患った経験を前向
きに語っています。「自分が間もなく
死ぬことを覚えておくことは人生の重
要な決断を助けてくれる。なぜなら、
ほとんどすべてのこと、他人からの期
待や、プライド、恥や失敗に対する恐
れ、これらは死を前にしては消え去り、
真に重要なことだけが残るからだ。自
分の心のままに行動しない理由などな
いのだよ」。このようなジョブズの生
き方の中からMac、iPod、iPhoneな
ど、世界を驚かせる斬新で革新的な製
品が次々と生み出されてきたのです。
　ジョブズは、こう締めくくります。
「君たちの命は限られている。だから
無駄にしてほしくない。ほかの誰かの
人生を生きてはいけない。自分の心に

従って生きなさい」。「Stay Hungry! 
Stay Foolish! 私は常にそうありた
いと願ってきた。今、卒業して新たな
歩みを始める君たちもそうあって欲し
い。ハングリーであり続けよ。愚かな
までに！」。
　Newsweek誌に、ジョブズの死を
悼んだ人のメッセージが残されていま
した。“A Life：well-lived”「あなた
は地上の命を燃焼し尽くし、本当によ
く生きたね」。ジョブズは、そのよう
に自分らしく、人生を燃焼し尽くした
人でした。
　卒業生に “Stay Hungry! Stay 
Fool ish !” と語りかけたジョブズ。
それは「求めなさい。そうすれば、与
えられる。探しなさい。そうすれば、
見つかる。門をたたきなさい。そうす
れば、開かれる」（マタイ福音書７章）
と語ったイエスの呼びかけを、現代の
言葉に置き換えたメッセージのよう
です。英語では、“Ask, and it will be 
given you；search, and you will fi nd；
knock, and the door will be opened for 
you” となっています。Ask, Search, 
KnockでASK。ジョブズの生涯がわた
したちに促していることは、このASK
です。この言葉を、酪農学園大学を卒
業するみなさんに贈ります。

卒業生のみなさんへ─ASK─卒業生のみなさんへ ─ASK─
求めなさい、そうすれば与えられる求めなさい、そうすれば与えられる

大学・短大部　宗教主任　藤井　　創
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　2011年３月11日の東日本大震災から
１年が経ち、再び卒業と進級の時期が
訪れました。昨年は震災を発端に、災
害に見舞われた年でしたが、被災地で
は復興に向けた支援の手が全国から寄
せられ、人と人のつながりの大切さが
実感できた年だったのではないでしょ
うか。

「酪ネット」の立ち上げ

昨年は、「震災をきっかけに」という
言葉がよく聞かれました。私も、昨
年３月末に友達と震災支援について
考え、『酪農学園大学学生ネットワー
ク（酪ネット）』という学生組織を共
同で立ち上げました。目的は、「学生
達のニーズに応え、みんながアクショ
ンを起こすきっかけを提供すること」

です。震災
後、「 何 か
したいが、
何をすれば
良いか分か
らない」と
悩む学生が
多い事が分
かり、そん
な学生に現
地で復興支

援活動に従事して貰う事は出来ないか
と考えていました。大学に提案し、プ
ロジェクトの発足と同時に、大学ぐる
みで学生派遣ボランティアを行うこと
が正式に決まりました。
　そして、最初の活動として学校礼拝
でのアピールや学生課に設けた特設
ブースを活用し、現地派遣を希望する
学生の募集を行いました。全ての活動
体制が整った４月15日の夜、先発調査
隊として岩手県大船渡市へ向け出発し
ました。

大船渡市への派遣

　盛岡からバスで３時間、見えてきた
光景は凄まじいものでした。漁船や家
が流れ着いた河原、倒壊した家と泥ま
みれの国道。バスを降りると、魚の腐
敗臭に似た臭いに気づきました。歩い
て活動拠点の大船渡教会へ向かい、同
じボランティア仲間や被災された方々
と共同生活をしながら活動を始めまし
た。翌日からは、住宅地の瓦礫清掃や、
トラックで毎日運ばれてくる支援物資
の仕分けと配布を行いました。住宅地
の清掃作業で辛かったのが、写真やア
ルバムが出てくることです。持ち主の
安否が特に気がかりですが、楽しい思
い出が一瞬で流されてしまう津波の恐

酪農生、被災地で活躍酪農生、被災地で活躍

酪農学園大学学生ネットワーク共同代表　酪農学科４年　石川　弘大

支援物資を配布している筆者
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ろしさと、その爪痕に残る切なさを感
じました。物資配布では、大船渡市外
からも多くの人が訪れ、小さな子供連
れの家族も目立ちました。ところが、
来る人のニーズは毎日変わり、毎日運
ばれる支援物資も何が届くか分からな
いので、全ての要望に応えきれないの
が現状でした。また、陸前高田市の肉
牛農家さんに物資を運んだ時も、親方
との話で牧草地が津波により浸水し、
これから牛に与えていく草が足りない
ということが分かりました。たとえ牛
が助かっても、与える餌が無いという
ことは廃業が近いことを意味します。
その日のうちに大学へ報告し、その後、
大学を通じて浜中町農協に支援が打診
され、５月末に同町の酪農家さんが牧
草ロール25個を無償で提供し、同農協
が輸送費を負担するという形で、無事
牧草が届けられ、別の採草地が確保さ
れるまでのつなぎになりました。今回
のような支援の輪が出来たことは私と
しても自信となり、多くの人が復興支
援に関心をもっていることを予感させ
る出来事でした。

学生たちの取り組み

　酪農大では、各チーム４～８名１週
間交代で岩手県大船渡市と宮城県石巻
市へ継続的に学生たちを派遣し、前期
からボランティア活動が繰り広げられ
ました。後期は、前期に現地で活動し
た学生たちが集って酪ネット現地派遣
チームを結成し、学生達の調整の下で
10月14日～12月19日の間、同様に学生

ボランティアを募って被災地へ送り出
しました。授業後に中央館に学生が
集って会議で意見を出し合い、中央共
同募金会から助成金も受け、学生や、
大学教職員、現地コーディネーターの
方々が一丸で取り組んだ結果、最終的
には前期・後期合わせて延べ200名近
い学生・教職員・スタッフを動員する
プロジェクトとなりました。
　私は震災発生までボランティアに興
味がなく、組織を作って物事を進める
ようなことはしたことがありませんで
した。それでも、実際にやってみると
多くの学習が出来て、世代を超えた人
との出会いから、多くの人とのつなが
りが生まれました。これまでの私から
すれば、考えられないことです。たと
えやったことのないことでも、ひるま
ず挑んでいけばこれまでの自分や生活
を充実した方向へ変えることが出来る
と感じています。「何かしたいが、何
をすれば良いか分からない」という迷
いには、「きっかけ」が行動へのヒン
トを握っているのでしょう。

被災地に咲いた春のさくら（2011年４月20日撮影）
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　私はこの近くの
文京台レインボー
教会にて2010年12
月19日に、キリス
ト教の洗礼を受け

ました。この場を通してなぜ洗礼を受
けたのかについてKGK（キリスト者
学生会）を代表して証を行いたいと思
います。私は、札幌市のごく普通の家
庭に生まれ育ち、何不自由ない生活を
してきました。中学校までは、キリ
スト教に触れた事はクリスマスくらい
だったと思います。そんな私は高校時
代に、私立ということもあって礼拝と
聖書の授業を通して、キリスト教につ
いて触れた事がありました。その頃の
私は神様というものを信じたいとは
思ってもいませんでした。時が過ぎて
大学に進学しました。

友人関係の悩み

　大学生活も不自由なく気ままに過ご
していたのですが、２年前の今くらい
の時期ですが、心を揺るがす出来事が
起きました。高校時代から親しかった
友人に先立たれてしまいました。その
友人は高校３年間を共にする良き友で
した。しかし、いじめに遭う性質があ
り、私はどうしても見ていられません

でした。その中で私が関わろうとする
と、周りの人から「何であいつと関わ
るのだ」と痛烈に批判されました。そ
のことで私は、本当は関わりたいと思
いながらも素直になれず、陰でその友
人の悪口を言うようになりました。
　私は、自分が傷つくのが怖かったの
ではないだろうかと、当時を振り返っ
て感じています。しかし、表向きは友
達として接していました。それから時
が過ぎて行くにつれていじめも無くな
りました。
　お互い学科は違うものの、私たちは
同じ酪農大学に入学しました。ですが、
私も目の前の忙しさに捉われて、会う
時間も少なくなってしまいました。そ
の中でその友人の価値観の違いを認め
てあげられず、冗談のつもりでしたが、
勢い余って罵ってしまいました。その
後本人の前で直接謝罪しようと思って
いましたが、その友人は自ら命を絶っ
ていたのです。さらには告別式にも参
加できなかったこともあり、心から悔
しさがこみ上げて、自分を何度も責め
るようになりました。私は心が荒んで
いきました。

ＫＧＫとの出会い

　そんな時に私は知人からKGKとい

大学礼拝での証し大学礼拝での証し～～「運命の出会い」「運命の出会い」

地域環境学科　３年　小松　史典
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うサークルの存在を知りました。私は
そこで、キリスト教について根本から
興味を持ちました。かつて知らなかっ
た罪がなんであるかをよく考えるよう
になりました。価値観にはそれぞれ違
いはあると思いますが、私にとっての
罪とは、目に見える形で犯す悪いこと
だけではなく、私自身が人に対して
持ってしまう嫌悪感、ねたみ、悪口な
ど目に見えないような思いではないか
と思います。その思いは、拡大してし
まい、時には人を傷つけて、命に関わ
らせてしまうかもしれません。しかし
私は失ってから気づきました。後悔し
ても罪をぬぐい切れず、一人で苦しん
でいました。耐えきれない気持ちから
ついにKGKの部員らにそのことを話
しました。するとこんなどうしようも
ない私の話を受け入れてくださったの
です。みんなに真剣に話を聞いてもら
えたことに感謝の気持ちが湧きあがっ
てきました。

教会との出会い

　その頃、ある先輩から一枚のトラク
トを手渡されました。そこには、文京
台レインボー教会と記されていまし
た。そこには暗いというイメージを払
しょくするような、包み込むような温
かさを実感しました。実は一回きりの
つもりだったのですが、韓国からの大
学生との交流がきっかけで、その教会
に通うようになりました。
　私が神様を本当に受け入れることが
できたのは、友人の死から自分の罪の

意識を実感し、神様に本当に理解して
もらいたかったからではないだろうか
と思います。その中で御言葉から多く
の生き方を学び、祈っていたところ、
昨年の12月に、クリスチャンとしての
歩みが新たに始まりました。現在では、
教会の中でも写真や賛美の奉仕が与え
られています。
　以前の私は、自分さえ良ければそれ
でいいという高慢な性格だったと思い
ます。しかし神様がニーズに応えてく
ださるように日常生活の一つ一つも与
えられているように感じます。そのこ
とから私は、第一テサロニケ15章18節
の「全てのことについて感謝しなさ
い」のように、感謝することを忘れず
にいたいと思いました。忘れてしまう
と高慢な態度をとってしまい、迷って
しまうかもしれません。だからこそ、
そんな時こそ、はっきり受け止めて
感謝すること、それが人に仕える生
き方の土台であると感じました。そ
こから自分にできることを探り、心
から人と神様に仕える生き方をして
いきたいと思います。
　　　　（2011年７月６日・大学礼拝）

KGKのクリスマス礼拝の後
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　卒業生のみなさん、
振り返ってみて酪農学
園大学での学生生活は
いかがでしたか？一緒
の時を過ごした、また、

過ごしている人たちと、嬉しいことが
あった時、悲しいことがあった時、喜
びや悲しみを分かち合うことができる
のはとても素晴らしいことです。若い
時に築き上げてきたこうした関係は最
も大切な、かけがえのない財産となる
でしょう。
　さて、人は文字通り、互いに支え合
う存在であるが故に「人」だと言われ
ます。みなさんも、ご家族をはじめと
して数えきれないほどの人に支えられ
て現在まで生きてきたはずです。支え
てもらってきたことを改めて自覚した
時、本当にありがたいという気持ちが
湧いてくると思います。もちろん時に
は、支える側に立つことだってされて
きたはずです。支える側に回る機会が
与えられた時、私たちはそのような存
在ならしめてもらったことに対して、
これまたありがたいという気持ちが湧
いてきます。人が「お互いに支え合う
対象」であることは、なんて素敵なこ
とでしょう。忙しく日々を過ごしてい
てふと気づくと、自分の利益と権利に
固執しがちになっている自分に気づく

ことがあります。ですが、幸いなこと
に人は同時に利他性をも与えられてい
る存在でもあります。エゴをちょっと
横に置き、この利他性を発揮すること
ができた時に、私たちは「支える存在」
になりうるわけです。最も代表的なこ
の利他性は両親、特に母親の子供に対
する態度に発揮されると言われます。
母親はその命を賭けても我が子を守り
育むという行動に出ることができるか
らです。親子の間に見られる関係を他
人同士が結ぶことは、残念ながら凡人
の私たちにとってはほぼ不可能かもし
れません。私の専門である行動学的に
いうと、生物学的にそこまで強い動機
づけは、まったく血縁関係のない相手
との間では通常、生じないからです。
　でも命を賭けるとまではいかないな
ら、つまり、前述したように、悲しみ
を分かち合うとか、喜びを共にすると
かならほんのちょっとの勇気をだせば
できそうです。喜びを共にすることは
簡単だけど悲しみを分かち合うのは難
しいと考える人はいませんか？他人の
幸せを心から自分の幸せとして喜ぶこ
とはけっこう難しいことです。人生の
中で、「共に喜び共に泣く関係」を多
くの人と結べたら、間違いなく幸せな
毎日だと思います。この関係を多くの
人と結ぶように日々を生きることは、

「躓く日に」「躓く日に」

獣医学科・獣医保健看護学類　動物行動学　教授　内田　佳子
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人生の目標の一つであって良いと思い
ます。
　私たちの愛唱歌、「酪農讃歌」の３
番の歌詞に「躓く日」という言葉が出
てきます。ちなみに「酪農讃歌」は、
神の愛がこの躓きから私たちを引き上
げてくれることを歌っています。
　これから始まる新しい歩みの中で
「躓く日」が訪れると思います。その
時に支えてくれる人が必ずそばにい
る・・・このことを覚えておいてくだ
さい。「躓き」の日まであなたが生き
てこられたのは、多くの人に支えられ
てきたからであるという事実を思え
ば、支えてくれる人が用意されていな
いはずはないのです。

　みなさんの新しい歩みの上に大きな
祝福があるように全教職員で祈ってい
ます。
　「安心して行きなさい。」聖書はこの
ように皆さんを送り出してくれてい
ます。

酪農学園大学・酪農学園大学短期大学部 キリスト教教育委員会
〒069－8501　北海道江別市文京台緑町582番地　黒澤記念講堂事務室

Tel. ＆ Fax.　011－388－4775（直通）

あ と が き

ゼミ生たち、５頭の犬たちと筆者の家にて

　2011年度は東日本大震災と福島原
発事故による放射能汚染で始まった
年でした。しかし、酪農学園大学は
苦難の中でも希望を失うことなく「建
学の精神」に則って、大学・学生・
教職員が一体になって出来ることを
探し、様々な取り組みをしてきまし
た。その中に、学生たちによるボラ
ンティア活動があります。
　本号では酪ネット共同代表の石川
弘大さんの学生ボランティア活動を
掲載しました。被災地での学生たち

の活躍を感謝します。
　酪農学園大学の中央講義棟の壁に
は「苦難は忍耐を、忍耐は練達を、
練達は希望を生む」（新約聖書ローマ
の信徒への手紙５章３～４節）が刻
まれています。今から皆さんが出て
いく社会では苦難があるでしょう。
しかし、緑豊かなキャンパスで学ん
できたことを忘れず、大空に飛び立っ
てください。神様の導きと豊かな祝
福をお祈りします。 　　  　（編集子）




