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1952年、北海道江別市にキリスト村を建設する計画で来道した賀川豊彦が、本学を訪問した
さいに撮影された。現在の同窓会館にあたる校舎前で、中央の蝶ネクタイ姿が賀川豊彦、その
右のネクタイ姿が当時の樋浦誠学長。この時に、樋浦学長と酪農学園創立者・黒澤酉蔵の依頼
によって、酪農讃歌の歌詞が賀川豊彦によって作詞された（本文参照）。
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大学という長丁場競技

　酪農学園大学へ入学された学生諸君
を心から歓迎したい。
　ところで今年は、ロンドン・オリ
ンピックが開催される年でもある。
オリンピックに参加するスポーツ選
手がみなそうであるように、彼らは
この期間、自らに与えられたチャン
スと能力を最大限生かすために、節
制を重ねて自らに打ち克ち、勝利と
いう栄光を目指す。フェアな精神に
裏打ちされている限り、その姿は見
る者にも感動を与えずにはおかない。
今日から始まるみなさんの学生生活
でも、４年ないし６年の長丁場競技
に参加するのだとの熱い志をもって
臨んでいただきたいと思う。

国と国の威信を賭けて

　そのオリンピックだが、元来はア
マチュアリズムに則って世界平和の
復興を目指すために実施されている
はずだが、現実には国と国（国家と

国家）の威信をかけた競争となって
いる面は否めない。中国人は中国を、
アメリカ人はアメリカを、韓国人は
韓国を、日本人は日本を応援するゆ
えんであろう。
　その結果、オリンピックは歴史的に
国際政治の影響を余儀なくされてき
た。1936年にドイツで開催された第11
回ベルリン・オリンピックは、政権を
奪ったヒトラーのナチス・ドイツによ
る国威発揚の格好の舞台となったし、
1940年は太平洋戦争を目前にして、予
定されていた東京開催を日本は辞退せ
ざるを得なかった。
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第11回ベルリン・オリンピック（1936年）
（ヒトラーは国威発揚のためにオリンピックを利
用した）
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パリ・オリンピックと

映画「炎のランナー」

　今から88年前の1924年、第８回パリ・
オリンピックの出来事を紹介したい。
みなさんが酪農学園大学で学ぶ意味、
一人の日本人（または他国人）として
生きる意味を、このオリンピックでの
出来事をとおして考えておいていただ
きたいからである。
　パリ・オリンピックを舞台にした「炎
のランナー」という英国映画（1981年）
がある。スポーツとキリスト教信仰と

国家の威信、人種的偏見や差別問題を
テーマにした実話に基づいている。本
学図書館６階にもそのDVDが置かれ
ているので、機会があったらごらんい
ただきたい。
　パリ・オリンピック100m陸上競技
の英国代表として選ばれたハロルド・
エイブラハムス（ユダヤ系英国人・ケ
ンブリッジ大学）と、エリック・リデ
ル（スコットランド出身・エディンバ
ラ大学）という二人の青年の生き方や
スポーツ精神、その境遇と信仰に焦点
をあて、アカデミー賞をかちえた名画
である。

第8回パリ・オリンピック（1924年）
当時のポスター

映画「炎のランナー」（英国、1981年）
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個人の信仰と国家の威信

　オリンピック100ｍ走競技選手とし
て、優勝候補の筆頭に挙げられて英国
代表となったエリック（中国伝道に赴
いた両親のもとで中国の天津で出生）
は、100ｍ予選がキリスト者にとって
の安息日にあたる日曜日に実施される
ことを知り、悩んだ末に出場辞退の決
心をする。英国オリンピック委員会に
とっては驚天動地の決断で、国家の面
目は丸つぶれである。ついに英国皇太
子も説得に乗り出す。「君個人の信仰
も大切だが、祖国の名誉も大事ではな
いか」、と。
　しかしエリックは譲らず100ｍは
断念し、出場種目を400ｍ走に変更
させる緊急措置が友人によって提案
され、エリックはこれを受け入れる。
大方の予想に反し、エリックは400ｍ
走で世界新記録を出して見事優勝す
る。
　ところでこの映画は、オリンピック
という世界最大のスポーツ競技をとお
して、個人の信仰と国家の威信との間
に生じる緊張関係を描いているとも言
える。個人の意思と信仰を自国の威信
とその国益よりも優先した人物が、英
国のオリンピック代表選手であり、か
つ中国伝道に献身したキリスト教宣教
師であったというわけである。　

日本語字幕の不思議さ

　映画の最後で、英国陸上会長老とし
て亡くなったハロルド・エイブラハム
の葬儀の場面が流れる（1978年）。そ
の場面を背景に、はるか前に亡くなっ
たエリック・リデルの生涯も字幕で簡
潔に紹介される。まずその英語字幕を
見てみよう。
　
Eric Liddell Missionary
Died in Occupied China
At the End of World War Ⅱ
All of Scotland Mourned

若き日のエリック・リデル（1902～1945）
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　ところが、同時に映し出される日本
語字幕では、こうなっている。
　
　「エリック・リデル　宣教師　任地
中国で死亡　全スコットランドが喪に
服した」

　先に映し出された英語字幕を忠実に
翻訳してみよう。（　　）は補足。

　「エリック・リデル　宣教師　第二
次世界大戦末期（日本軍による）占領
下の中国で死亡　全スコットランドが
喪に服した」

　二つの字幕の下線部分に注意してほ
しい。エリックはパリ・オリンピック
の後、スコットランドの大学を卒業し
て再び中国大陸に渡り、輝かしい金メ
ダリストとしての栄誉を捨てて、無名
の一宣教師として故国を離れて伝道活
動に献身する。そのさなか、中国本土
に侵攻してきた日本軍の捕虜となり、
日本軍捕虜収容所で最期を迎えるので
ある。享年43歳であった。

国家（国益）からの自由

　この二つの字幕（翻訳）の違いが字
数の制約によるものなのか、それとも
もっと違った意図によるものなのかど

うかはわからない。しかしこの小さな
違いに、現在の日本の若者にたいして、
ひそかに真実の歴史的事実から目をそ
むけさせようとしている不気味な力─
─商業メディアの力──が働いている
可能性も否定できないように私には感
じられる。さらに、国家という枠に無
意識のうちに呪縛されてしまって気づ
かないままでいるかもしれない私たち
自身のありかたの恐ろしさをも考えさ
せられるのである。
　アジアやアフリカにおける西洋人宣
教師による伝道の歴史は、西欧諸国の
帝国主義的な植民地政策の進展と密接

英国エディンバラにあるエリック・リデル・センター
（この地域のコミュニティ・センターでもある）
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不可分ではなかったのかという批判が
ある。その側面はあったに違いないし、
その潮流に乗じた宣教師もおそらく存
在していただろう。
　エリック・リデルの場合はどうだっ
たのだろうか。彼は英国の “国益” の
ためにキリスト教宣教を行ったのだろ
うか。
　しかし彼がもし “国益” のために献
身する人であったのなら、すでにオリ
ンピックでの100ｍ走にも出場してい
たはずではないか。なぜならオリン
ピックこそ、“国益（国威）発揚” の
最大の機会なのだから。

　その意味でエリックの献身と生き
方は、ボランティア活動の本質や、“国
益” を超える活動の隠された定点を
示唆していると言えるのではないだ
ろうか。

「酪農讃歌」と賀川豊彦

　酪農学園大学の校歌でもある「酪農
讃歌」が、昨年正式にCD・DVD化さ
れた。この歌の作詞者は、賀川豊彦で
ある。
　賀川豊彦という人物は、今では若い
人で彼の名前を知る人は少なくなった
と思われるが、試練に満ちた出自にも
かかわらず勉学を続け、牧師、社会事
業家となっただけでなく、現在の日本
でごくふつうに見られる農業協同組合
や生協などの原型を考案したり、世界
平和運動に献身したり、たくさんの信
仰的文学作品を書いた人でもある。欧
米社会ではもっとも名前を知られた日
本人の一人で、すでに第二次世界大戦
前には、アフリカでの医療伝道に尽く
した医師・シュヴァイツァー、インド
の独立運動を指導したガンジーと並ん
で、世界の三大聖人とまで言われた人
である。アメリカ東部の名門大学・プ
リンストン大学には、傑出した卒業生
として賀川豊彦の肖像画が掲げられて
いる。

エディンバラのエリック・リデル・センターにある
CAFE GOLD（カフェ・ゴールド）（カフェの名前
にエリックを偲ぶ思いが込められている）
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　彼は酪農学園創立者・黒澤酉蔵と交
わりがあり、今から60年前、賀川豊彦
が酪農学園を訪問した折にこの作詞を
依頼したとも言われている（表紙写真
と７頁の新聞記事を参照）。

“国境” と “国益” を超えた生き方

　エリック・リデルの生き方は、偏狭
な意味での国家の威信や “国益” に生
きることは、長い目で見てみると、自
国の名誉やほんとうの意味で国を裨益
（ひえき）する行為にはならないとい
う真理を考えさせる。
　エリック・リデルや賀川豊彦は（お
そらくは黒澤酉蔵も）、狭い意味での

“国益” のためにのみ生きた人ではな
かった。むしろ “国益” を超える、
より深くより高い普遍的な人間的価
値の実現のために生きた人であった。
その結果として、彼らの営みが英国
や日本という国家の価値を高くし、
ほんとうの意味で「国のためになっ
た」のである。
　最近しばしば耳にする “国益”とは、
いわゆる “国益” を超える文脈の中
に位置づけられてはじめてほんとう
の意味での “国益” ＝国として「国
際社会の中で名誉ある位置」（日本国
憲法前文）をもたらすという逆説的
真理への理解を私たちに求めている
のではないか。

2012年１月20日　日本農業新聞
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酪農学園大学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

　酪農学園大学で学ぶ決断をされた学
生諸君には、まずその偏狭な “国益”
を超える普遍的な価値に開かれた学び
と生き方を忘れないでいただきたいと

思う。それが本学の「建学の理念」で
あるキリスト教精神の実践的な学びと
証しへの第一歩になると私たちは信じ
るからである。（了）

　例年になく寒かった今年の冬もようや
く終わりを告げ、北海道も春の訪れの時
を迎えました。日本の中でも独自な分野
の学びを、広大な敷地の中で展開できる
酪農学園大学への新入生を心から歓迎し
ます。
　この「出会い」は、本学のキリスト教
教育委員会が発行している小冊子で、私
たちは毎週の大学礼拝も担当していま

す。毎週一度、大きな声で讃美歌を歌い、
静かな祈りのひとときを持ちましょう。
　なお本学では、いわゆるカルト宗教と
呼ばれるさまざまな宗教的勧誘に注意を
促しています。心配なことがあれば、ど
んなことでも藤井創・宗教主任やキリス
ト教教育委員会、学生相談室に相談して
みてください。　　　　　　　 （編集子）

　2012年度から酪農学園大学では、毎週一回、火曜日午前10時40分から、
酪農学園大学のほぼ真ん中に建てられている黒澤記念講堂で大学礼拝を
守ります。この時間帯は、すべての講義やゼミ演習はありません。
　本学はキリスト教精神によって建てられた大学であり、創立以来この
大学礼拝を欠かさずに守ってきました。
　大学共同体を構成する学生・教員・職員が（時には卒業生や同窓生も
加わって）聖書の言葉を聞き、「建学の精神」である三愛精神や健土健民
の意味を確かめ、学問研究や人生の課題への思いを静かに省みる時でも
あります。
　学内外からの講師や、学生のみなさんによるメッセージを準備してい
ます。昨年度は、酪農学園大学の学生たちによる東日本大震災支援ボラ
ンティア活動のさまざまな報告も大学礼拝の中で紹介されました。
　今年度も多くのみなさんの参加を期待しています。

大学礼拝への案内大学礼拝への案内




