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　この絵本は作者の
ひぐちみちこさんが、
ご自分の娘さんのた
めに手作りしたもの
です。ちぎり絵ならではの優しい雰囲気の挿絵とまっ
すぐな言葉から、作者が娘へ注ぐあたたかい眼差しが
伝わってきます。
　「ほぎゃあほぎゃあ」５人の赤ちゃんが生まれまし
た。天使は赤ちゃんたちに"神さまからの贈り物"を届
けていきます。贈り物は「よくわらう」「うたがすき」など
様々で、ページをめくるごとに次はどんなプレゼント
が届くのかとわくわくします。なんだか自分も天使から
贈り物をもらったような気持ちになって、その贈り物の
特別さや不思議さを嬉しく感じます。
　新入園児の皆さんがこれから通う幼稚園には色々
な方がいます。工作が好きな人や、走ることが好きな
人、ごっこ遊びが好きな人。元気に話す人や、穏やかに
話す人。力持ちの人や、優しい手で動物に触れる人。
神さまから受け取った賜物が一人ひとりにあるからこ
そ、幼稚園は楽しいところです。

幼稚園 Kindergarten

一人ひとりへの贈り物
『かみさまからの
おくりもの』
ひぐち みちこ（こぐま社）

初等部 Elementary School

『ねえ、どれが いい？』
ジョン・バーニンガム さく　
まつおか まゆみ やく（評論社）

初等部教諭　𠮷野 かおり

幼稚園教諭　岡林 亜季

問うこと・答えること

『明治革命・性・文明―政治思想史の冒険』　
渡辺 浩著（東京大学出版会）

　ようこそ青山学院へ。今回ご紹介
する本は三浦綾子さんの『塩狩峠』
で、本学では様々な場面で紹介され
る一冊です。特にその結末は鮮烈
で、以前私は電車での読書中にそ
の山場に入り、幾度も読んだその文
章から目が離せず、降車駅を乗り過
ごしたことがあります。それ程までの結末ですが、私にとって
本作品一番の読み処は、その最後に至る主人公信夫のひた
むきな生き方です。
　信夫はどこにでもいる一少年でした。人に優越感を感じた
り、ズルをすることもありましたが、周囲の人々に支えられ、
そして神様に愛されて、神様と人に真摯に向き合う大人へと
成長し、あの「最期」を迎える決断をしたのです。
　きっと彼と同じ決断ができる方はそうはいないでしょう。し
かし神様の愛をしっかり感じながら自分の使命を見つけ、自
分にできることを精一杯に行えば、信夫に負けない素敵な
ゴールが待っているはずです。青山学院は皆さんのその様
な豊かな歩みが実現できる学び舎です。

　入学おめでとう
ございます。みなさ
んはこれからジェ
ンダーに関する授
業を受講すること
もあるかと思いま
す。文学交流の授
業でも触れること
があります。例えば
「シンデレラ」の話は、明治以降翻訳・出版
された時期によって、登場人物の性格、容
姿、設定などが元の話から変わっていま
す。その時代、社会が要求する、あるべき家
庭の姿、理想的女性像、男性像が反映され
ているのです。現在、日本女性に対する最

『いのちより大切なもの』
星野 富弘著（いのちのことば社）

『塩狩峠』
三浦綾子著（新潮社）

中等部 Junior High School

高等部 Senior High School 大学 University

高等部教諭　北川 理恵

文学部日本文学科教授　韓 京子

中等部教諭　篠原 基
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　1年生はもちろん、クラス替えや担任
が変更になって緊張で表情も身体もこ
わばっている教室で読むと、次第に大
騒ぎになること間違いなしの絵本です。
　繰り返される問いと「どれもいや！」を含めた子ども達から答え
のやりとりに、敏感でありたいと思います。子ども達は「～してい
いですか」と、多くの許可を教員に求めます。そうして安心したい
のでしょう。代表的なのは「トイレに行っていいですか」。答えは
「どうぞ」です、緊張が解けてきた頃、質問で返します。「どう思いま
すか？」上級生でさえ、この問いに目を丸くすることがあります。混
乱した様子に「私が決めていいの？」と尋ねると、ますます混乱す
る子ども達…。
　トイレには行くべき。ただし、いつでも良いわけではなく、必要
なら静かに申し出てその場を離れる̶̶学年に合わせた言葉で
繰り返し伝えます。次第に、子ども達の言葉が変わっていきます。
とても小さな日常の場面ですが、ここに、青山学院が求める人間
像の萌芽があると思うのです。

「いのちが一番大切だと
思っていたころ
生きるのが
苦しかった
いのちより大切なものが
あると知った日
生きているのが
嬉しかった」

　この詩を目にしたとき、「生きる」とはどう
いうことかを考えさせられました。「いのち
より大切なもの」を知ることは、自分が自分
の力で生きているのではなく、“生かされて
いる”存在だと気づくことから生まれる喜び
ではないかと思いました。
　星野富弘さんは24歳の時に頸髄を損傷
し、手足の自由を失いました。９年という長
い入院期間に病室の天井を見つめながら
後悔を重ねたそうです。ある日、大学時代
の先輩が届けてくれた聖書を開き、ひとつ
の言葉に出会います。重い心の中に、温か
い何かが湧いてくる──そんな感覚を初
めて味わった星野さんは、口に筆をくわえ
て文や絵を書き始めました。そうして紡ぎ
出された詩画には、私たちが見過ごしてし
まいそうな小さな、けれども大切な事柄が
詰まっています。
　この本を手に取って、“生かされている”
自分を発見してほしいと思います。
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　緑豊かな時、主の復活をお祝いし、わたしたちも新たにされ、喜びに満ち溢れました。

また新年度が始まり、新しい仲間を青山学院に主が導いてくださいました。COVID-19

のパンデミックや戦争の苦しみにある人たちを心に留め、隣人をおぼえる青山学院の

歩みが主に祝福されますように祈ります。
（初等部教諭　古閑ひかり）

�e Salt of the Earth, �e Light of the World
地 の 塩 、世 の 光

（マタイによる福音書　第5章 13～16節より）
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私は門である。
私を通って入る者は救われ、また出入りして牧草を見つける。

ヨハネによる福音書10章9節

青山キャンパス正門

高の褒め言葉は「かわいい」であるとい
われています（渡辺浩「可愛い女の起源」
（『UP』東京大学出版会、2021.9）。では、
「かわいい」が意味する「女性的」「女らし
さ」はどういうもので誰が決めたのでしょ
う。また、「男性的」「男らしさ」については
どうでしょう。この本の第Ⅲ部「「性」と権
力」では、江戸・明治の女性と男性理想像
がどのように形成されたのかについて語
られています。現代の社会における男女
の理想像がいつからそう思われ、どう決
められていったのかを知り、考える上で
役に立つ、ジェンダー論入門としてお薦
めの一冊です。


