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『黒澤記念講堂』
艱難は忍耐を、忍耐は練達を、練達は希望を生む。（ローマの信徒への手紙 5 章）
（写真提供：学園広報室）
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あなたの命も招かれている
宗教主任

区切りの時に
基本的には４年ま
たは６年の大学生活
を終えて卒業を迎える諸氏に、祝意を
表します。学位記授与式にどのような
感慨を持って臨むのか、一人ひとりの
声を聞きたい思いです。ここで得た学
びを、今後の人生で、社会人としての
歩みで活かしていただきたいと切に願
います。卒業おめでとうございます。
３月は、多くの人にとって、区切り
の時となります。宗教主任もその一人
です。この間に与えられた出会いや、
協力いただいた方に感謝を申し上げま
す。ありがとうございました。
直接関わるだけでなく、多くの見え
ない支えがあることを、忘れぬように
したいと常々思います。感謝する心を
ベースに日常を過ごすためにも、見え
ない支えがあることを心に刻みたいの
です。

大学と「キリスト教」
言うまでもなく学問・研究の場であ
る大学において、分析や納得で到達す
る答えではない「信仰」は、どのよう
に位置づけるべきでしょうか。宗教主
任としては、学生諸君が聖書に触れ、
活動する中で、自分たちの世界もキリ
スト教・聖書の世界と関連があること
を見出し、願わくはその生き方を探求
してほしいと祈ってきました。その関

榮

忍

わりが示され、感じるために『礼拝』
の場があるのだと思います。現在は、
入学一年生・キリスト教学の受講者に
出席が求められていますが、一年生に
限らず、上級生、教職員も出席して自
らの在り方を問う場としていただきた
い、と願うものです。
酪農学園は第二次世界大戦後、「教
育の根源をキリスト教の聖書に置く」
ことを選び、学園建学の精神を「神を
愛し、人を愛し、土を愛する」三愛精
神と明示しました。創立からの戦前の
歩みの中では、なかなか明示できな
かったキリスト教を、根本に据えたの
です。創立者の信仰と、デンマークの
故事から導かれたこの三愛精神は、
「世
界の根源を見つめ、与えられた命を感
謝し、そこに生きるものとして互いに
手を繋ぎ、置かれている環境をより良
く生かす」ことにつながります。ここ
から「健土健民」思想や、現在、学園
が掲げる４つのテーマ「農、食、環境、
生命」が紐解かれていくのです。学園
から巣立ち行くときに、この原点を心
に刻み、次の視点を覚えていただきた
いのです。即ち、三愛は一つ一つを独
立して見るのではなく、その関係を大
切に見るということです。
先に触れたように「神を愛す」こと
は、世界の根本原理を追求することで
す。聖書の世界観は、
「神が造られた
世界に住むわたしたち」を基本にしま
す。創造物語は「非常に良い世界を神

DEAI ❸

は造られ、満足された」と記します。
これを認めるときに、この世界をどの
ように受け継ぐのかという視点が問わ
れます。破壊ではなく、維持し、再生
産に結びつける改善・管理が求められ、
「土を愛す」具体的な方策が問われま
す。そのためにも共に生きる隣人と良
い関わりを築く、即ち「人を愛す」が
求められます。三愛が三つの視点を持
ちながら、関係性を大切にして同時に
考えることが必要になるのです。どれ
か一つに偏ると、バランスが崩れると
いうことです。
わたしたちは、自分の理解しやすい
事柄を好み、それで充分と感じてしま
うものではないでしょうか。そうする
と、どこかが突出してしまうのです。
「
『隣人』や『環境』は良いけれど、
『神』
はひとまず置いておこう」となる場合
が多いのではないでしょうか。「そこ
は信仰者に任せて自分は離れていま
す」としてしまうのです。
しかし、まぎれも無く、建学の精神
は『三愛』なのです。そこにしっかり
と向き合うものであってほしいと思い
ます。キリスト教信仰を持つかどうか
ではなく、少なくとも、
『世界を神が
造られたとはどのような意味を持つ
ものか』『神の前に人は罪を負うもの
であって、その罪を赦すためにキリス
トが十字架に着いたとはどういう意味
か』
『今もなお、イエスがキリストで
あることを聖霊によって知らされると
の経験をどう捉えるのか』という三つ
の点は、向き合い、取り組んでほしい
ものです。学生時代に、すべてが明ら
かになるわけでもありません。人生の
課題に加えていただきたく思います。
大学という領域の中では、事柄を成
立させる根本原理を探るということ

で、ひとまず整理ができるでしょう。
その視点で、自分の活動・研究を振り
返ってみてください。何か、根本的な
原理を見つけることができましたか？

感謝と賛美
さて、キリスト教信仰を持ちながら
生きるということは、「神の導き」を
受け止めながら生きることになりま
す。2016 年末に亡くなられた、清心
女子大学の理事長であった渡辺和子先
生の『置かれた場所で咲きなさい』と
いう著書がベストセラーになったのは
記憶に新しいところです。タイトルに
あるように、また書かれているエピ
ソードにあるように、時には自分の力
では負いきれないものが示されること
があっても、
自分の生きている場所が、
神によって備えられた、神が配置して
くださった場所であることを受け止め
るのです。神が見ておられると意識し、
励まされても、恥じ入りたくなるほど
失敗の多い自分を見出すと嫌になるこ
とがあります。右往左往しながらもが
き、なお生かされていると気づくと、
神への感謝と賛美とが与えられます。
韓国の学生グループが来て交流しな
がら守る大学礼拝が、前後期各１回
あって、そこでの賛美は『君は愛され
るため生まれた』と歌います。神の愛
が注がれ、この世に生を受ける、それ
は『愛されるため』だというのです。
評価され、認められるためではないの
です。
『神の愛を受けている』ことを
知ると、感謝と賛美につながります。
不平としかめ面ではなく、喜びと笑
顔で生きる道をたどってください。酪
農学園から巣立つ方々が、神の愛を受
けた存在として、それぞれの力を発揮
し、活躍されるように祈っています。
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「わたしは、あなたたちのために立てた計画をよく心に留めて
いる、と主は言われる。それは平和の計画であって、災いの計画
ではない。将来と希望を与えるものである。そのとき、あなたたち
がわたしを呼び、来てわたしに祈り求めるなら、わたしは聞く。
」
（エレミヤ書 29：11−12）

「バビロン捕囚」ということばを聞

ロン捕囚前のことばでしょう。当時エ

いたことがあると思います。紀元前

レミヤ書の中で偽預言者と呼ばれる人

597 年と紀元前 587 年の２回にわたっ

たちが、すぐにでもバビロン捕囚から

て、人々がユダ王国からバビロニアへ

帰還できる、というような根拠のない

連れていかれた事件です。２回目のも

宣伝をしていたようです。崩壊寸前と

のは、捕囚だけでなくエルサレムの陥

はいえ、
まだ国家は存続していました。

落という決定的なユダ王国の滅亡を

しかし、エレミヤをとおして与えられ

伴っていました。バビロン捕囚にあっ

た神のことばは、逆に捕囚はすぐには

た人たちは、およそ１万人くらいだっ

終わらない、ということでした。引用

たと考えられています。当時のエリー

箇所の前には、だからバビロンに腰を

ト層でした。指導者層を丸ごと移送し

落ち着けて家を建て、働き、子孫を増

てしまえば、あとの人口だけでは抵抗

やすように、というすすめがありま

できない、というわけです。

す。これは当時の愛国者たちの逆鱗に

最初に引用した箇所は、預言者エレ

触れる預言でした。まだ国家が滅亡し

ミヤをとおして語られた神のことばの

ていないのに、捕囚先での長期滞在を

一部です。内容からみて、おそらく第

前提にしたすすめだったからです。し

１回のバビロン捕囚後、第２回のバビ

かし実際エレミヤの語ったことが、他
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の自称預言者たちの語ったことより正

に祈って聞いていただきましょう。心

しかったのです。紀元前 538 年にペル

に平安が与えられてはじめて、人は建

シア王クロスがエルサレム帰還を許可

設的に動くことができるようになりま

するまで、捕囚民は帰ることができな

す。

かったからです。ただし、将来帰還で

神の計画は、人間の願いとは違うか

きる、ということは神によって約束さ

もしれません。バビロン捕囚はすぐに

れていました。

終わりにはなりませんでした。
しかし、

つまり 29 章 11 節は、神はどんなに

バビロンにおける生活を、神は祝福し

絶望的に見える状況においても信じる

てくださったのです。捕囚というと私

者の将来を計画していてくださる、そ

たちは、奴隷の生活を想像しがちです

してその計画は災いではなく希望を与

が、捕囚民の中にはビジネスで成功し

えるものだ、ということを言っている

た人やバビロニアの宮廷に仕えた人も

わけです。神は危機的な状況において

多くいたことが、考古資料から知られ

も、信じる者のために計画を持ってお

ています。人間の目から見ればバビロ

られます。不安に心を持っていかれな

ン捕囚にあう、というのは絶望的な状

いように神の約束に目を向ける時間を

況です。ところが、その中でも神がと

つくってください。12 節で神は「祈

もにいてくださり、さらに希望を与え

り求めるならわたしは聞く」と言って

る計画をもっていてくださるというの

おられます。これはもちろん何でも私

です。私たちは、この神に信頼して、

たちの願いどおりのものを与える、と

たとえ不安な状況にあるときでも健全

いう約束ではありませんが、神は私た

な心で突破していきたいものです。社

ちのことをいつも気にかけていてくだ

会に出るといろいろなことがあるで

さり、コミュニケーションを保ってく

しょう。その中でも平安が与えられま

ださるということです。将来のこと

すように。

や今現在のことで、不安なときには神
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酪農学園でよかった！
！
獣医学群

入学当初は不安で
いっぱいだった
大 学に入 学 直 前、
東日本大震災を神奈
川の実家で経験しました。獣医学類の１
期生として酪農学園に入学した当初の自
分は今こうして卒業という日を迎えるこ
とができているとは、想像もつかなかっ
たと思います。医学部の受験に失敗し、
後がなくなり獣医学部に入学した私は、
目標を失い、動物が得意なわけでもな
く、周りの学生とのギャップや、環境の
違いにも戸惑い、入学当初は何に対して
も前向きになれませんでした。そんな自
分を変えてくれたのは、やはり友人でし
た。私は中学高校を東京で過ごしてきた
ので、大学で出会う友人は実家が畜産
農家であったりして、出会ったことのな
いタイプで驚きましたが、不思議なくら
い自然と打ち解けて、友人はどんどん増
えていき、１年生の頃は毎日のように友
人の家に遊びに行き、みんなでスキーに
行ったり、ホームパーティーをしたりな
ど何もかもが楽しくて、辛い試験勉強で
すら楽しく乗り越えられました。
一歩踏み出していろんなことに挑戦した
私は、
「何か人のためになる仕事がし
たい」
「何かに苦しんでいる人の力にな
りたい」と小さい頃から思い続けてきま
した。酪農学園で友人と出会い、仲間の
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祐斗

支えがあることで、前向きに物事を考え
ることができるようになり、ずっと前か
らやりたかった様々なことにチャレンジ
することができました。海を越えた自分
と同年代の獣医を目指す学生がどんな思
いを持っているのか知りたいという好奇
心から２年時にアメリカのフィンドレー
大学での獣医学研修、５年時にはタイの
カセサート大学へ３ヶ月間交換留学を経
験しました。アメリカとタイの学生はみ
んな優しく受け入れてくれ、国は違って
も同じ目標を持つ大切な仲間だと実感し
た。また、ボランティア活動では、震災
後何もできていなかったもどかしさから
大学の制度を利用して岩手県大船渡市
での東日本大震災の被災者支援に参加
し、他にも内モンゴルでの植林活動や、
小樽雪あかりの路での雪像の製作など
に参加しました。またNPO 法人に所属
し、福島県の原発周辺に住む子供達の
北海道でのキャンプの受け入れに去年ま
で関わらせて頂き、一人一人個性が違

カセサート大学（タイ）留学
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う子供たちのケアの難しさや危機管理の
重要性など多くのことを学ぶと同時に他
大学の学生などと多くのつながりができ
ました。また、旅行が好きで夏休みには
バックパックで東南アジアをまわりまし
た。カンボジアでは村での生活を体験し、
村の子供たちとたくさん遊び彼らの最高
の笑顔に元気をもらいました。一般的に
は貧しい国というイメージがありますが、
現地で「貧しさ」を感じることはなく笑
顔が素敵なカンボジアの人達の心の豊
かさに感動しました。こうしていろいろ
な経験をするなかでやはり自分の目で見
て、話を聞いて、感じて、得た経験を発
信していくことが大事だと実感しました。
肉牛研究会での思い出
大学に入って仲良くしていたメンバー
が肉牛研究会（肉研）に入っていること
もあって、牛や馬が好きな友人にいつも
囲まれていた私は、最初はまったく興味
がなかったのですが、親友に誘われ入
部すると、まるで牛に引き寄せられるか
のようにたちまち畜産という世界に魅了
されてしまいました。肉研の同期はみん
な個性豊かで仲が良く、牛の世話はもち
ろんのこと、学部に関係なくみんなとご
飯や旅行に行ったり、週末は草刈りや堆
肥の切返しをし、部室に泊まり深夜まで
馬鹿話をしたり、真冬の牛舎で一夜を明
かしたことなど楽しいことばかりであり
ました。彼らのおかげで牛が大好きにな
り自分のやりたいことも変わりました。
今でも肉研の同期と会うことが多く、会
えば思い出が蘇ってきます。将来は世界
一の肉研の同期と一緒に牧場をやれたら
いいなと思います。

肉牛研究会のメンバーと一緒に

出会いがあって今がある
卒業後は「産業動物の獣医師になっ
て一人でも多くの農家さんの支えになり
たい」という念願が叶い、地元にも近い
千葉県の農業共済組合で産業動物の獣
医師として働く予定です。この大学に
入って、本当にたくさんの方に出会い、
お世話になりました。いつも気にかけて
くれた研究室の蒔田先生をはじめ酪農学
園の先生方、実習でお世話になった動
物病院や農協、農業共済組合の先生方、
温かく受け入れて頂いた農家さん、ボ
ランティアで出会った地域の方々、そし
ていつも支えてくれた友人に心から感謝
したいと思います。私は酪農学園で新し
い目標を持つことができ、人生さえも変
わりました。今ある状況を受け入れて一
生懸命頑張っていれば、夢や目標は変
わっていってもいいのではないかと思い
ます。後輩のみんなには酪農学園での学
生生活の中でいろんなことに挑戦して出
会いを大切に自分の可能性を探し求め
て欲しいです。最後に、
あまり面と向かっ
て言うことがないのですが、いつも心配
をかけてわがままばかりだった自分をい
つも理解して応援してくれた両親に心か
ら感謝したいと思います。これから立派
な獣医師になって恩返しするね。
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ご卒業、おめでとうございます
人生には、いくつかの区切りがありますが、多くのみなさんにとって大学ある
いは大学院を卒業、修了することは、学生生活からの別れとなって社会への旅立
ちとなる大きな区切りだと思います。学生時代は学費を支払い、講義や実験、実
習を受けてきましたが、社会に出て働くと逆にその対価として給料をいただくこ
とになります。学生時代にもアルバイトとして給料を受けていた方もおられるで
しょうが、学生という肩書きで働いていたときとは異なり、これからは社会的な
責任を負うことになります。とりわけ少子高齢化に直面している日本において、
働くということは、社会的に重要な意味を持っています。
さて、その社会ですが、今はとても難しい局面にあるといえるでしょう。アメ
リカのトランプ大統領の誕生や、英国の EU からの離脱、民族主義的な極右勢力
のポピュリズムの台頭は、世界の価値観を大きく変えていくことになるかも知れ
ません。そして、近い将来、民族間や宗教の対立、食料やエネルギーの争奪が激
化し、地球温暖化など環境の悪化と相まって人びとは苦しみのなかに追い込まれ
るかも知れません。いわば、みなさんが学生時代に何度も口ずさんだことがある
「酪農讃歌」の一節にある「窮乏の底」におかれることになるおそれがあるので
はないかと懸念しています。
そのような社会となったとき酪農学園大学で学び、出会った友や人びとのこと
や、一人ひとりのことばとともに北海道の片隅にあるキャンパスで学んだときの
ことを思い出して下さい。きっと希望を見いだすことができるでしょう。そして、
これからみなさんが出会う多くの人たちに対して、希望の光を差し出して下さい。
酪農学園大学で学んだみなさんに
は、いつも希望を与えてくれる誰か
がおられ、そして傷つき倒れる人び
ととともに歩む偉大な力が与えられ
ていることを信じ、いつも心に誇り
と自信をもっていて下さい。
惜別のことばに代えて、みなさん
のこれからの人生が多くの人びとと
の出会いによって実り豊かなものと
なるように祈ります。
写真提供：学園広報室
（環境共生学類教授 押谷 一）
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この冬はとくに寒さが厳しかった。
だからというわけではないが、凍った
道で転んで骨折してしまった。道産子
としては忸怩たるものがある。しかし

冬の次には春が来る。「夜明け前が一
番暗い」と言うが、夜は明け、冬は終
わる。朝には、春には希望がある。
（髙橋）

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 5 8 2 番地
Tel. 0 1 1−3 8 6−1 1 1 1（代表）

