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新入舎生自己紹介①
学習院大学経済学部1年
上山史広
ウエヤマ シヒロ

上山 史広
2002年11月23日生 O型 いて座

歩み
2002年 神戸市中央区で茂広、由香の第一子として生まれる
エピソード１ 父、茂広は宮崎生まれ、尼崎育ち。また、祖父、曾祖父、曾祖母は韓国(当時、朝
鮮)出身である。母、由香は大阪府寝屋川市生まれ、神戸育ち。旧姓は相良であり、鎌倉時代か
ら江戸時代まで約800年間熊本県人吉地方を治めていた大名の子孫であり、明治時代には華族
であった。また、Wikipediaによると相良家は藤原南家武智麻呂と桓武天皇の子孫にあたるらし
い。
生まれて9か月で歩き、幼少期から足が速く抜群の運動神経を見せる。しかし、2歳頃から電車に
没頭し、運動神経の良さが消える。
エピソード２ 電車が好きで毎日、駅から徒歩10分の家までの帰り道を電車を見ながら3時間か
けて帰る。

2005年 夢保育園に入園する。弟が生まれる。
エピソード３ 弟は兄と違い人情味が薄く、クールでずる賢く、少し神経質である。また、運動神経
はとても良く、要領のよい、できる男であり、私は尊敬している。
エピソード４ 壁とよく喋っていた。
エピソード５ 3歳頃、親に向かって『僕は生まれる前、空の上に居て父と母の所が楽しそうだった
から来た』と言った。

2006年 昼寝が苦痛だったので保育園を退園する。青い鳥幼稚園に入園する。また、幼稚園の
サッカー部に入る。
2007年 神戸市内の御影に引っ越す
第一の覚醒 入部以来サッカーのやる気がなく、ボールを全く追わなかったが、何を思ったのか
ある日突然サッカーに熱中する。
幼児期からとても抜けた子であったので隣の子にいつもお世話されていた。
エピソード６ 小学生になるまで夜空に洋風の小人が見えた。

2008年 神戸市立御影小学校に入学する
2010年 少年野球チームに入る。妹が生まれる
小学校2年生くらいから静かな性格から賑やかな性格に変わっていった。
第二の覚醒 2年生の時に野球チームに入ってから4年生までキャッチボールができず、ポジショ
ンも覚えていなかった。しかし、4年生の最後から毎朝キャッチボールをすると、不思議とキャッチ
ボールだけでなくバッティングも良くなり、足も速くなった。小学2年生の時に消えていた運動神経
が戻った。そして、5年生の時にはレギュラーになった。これは当時の指導者にはとても衝撃的な
出来事であったらしい。
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2015年 神戸市立御影中学校に入学する
最高の友人達に恵まれ最高の3年間を過ごす。
2018年 私立神港学園高校に入学する
野球部に入部。部活の影響もあり、地獄のような3年間を過ごす。
2020年 コロナウイルスの影響で部活動がなくなる。これをきっかけに人生の方向性が大きく変
わった。大学に進学することを決意する。
第三の覚醒 勉強することを正当化できるようになる。
新海誠監督のアニメーション作品『言の葉の庭』（2013）を見て、東京への印象が一変する。
受験に失敗し浪人することが決まる。
2021年 学校法人駿台予備学校の神戸校に入学する。人生で一番濃い一年間を過ごす。
毎日新しい気づきがあった。
この1年間は体感では10年間くらいある感じだった。
2022年 上京する。学習院大学に入学する。
そして今に至る
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Sato Kosei（International Christian University）
I am unique. I do not like to do the same things as other people. If
someone tells me to go left, I will go right without hesitation. but I am not
ashamed of being different. In fact, I am proud of it. I think the reason I
came to think this way is because of my father. My father is unique, too.
In fact, he is more unique than I am. Here are two episodes. When I was
little, my family moved from Tokyo to Gunma because my father wanted
to move there. At the time, my father was a stringer for a professional
tennis player. It was a job to string the gut of a tennis racket. My family, of
course, was against it because life where we were was stable. There were
convenience stores, bookstores, karaoke bars, and restaurants. It was
very convenient, but my father did not like it. He said, “I want to have
more hardships.” He quit his job as a stringer and became a carpenter.
When he gained the knowledge to build a house, he moved to Gunma and
built a house. In the end, My family left our life in Tokyo and moved to
Gunma.
There is one thing that my father loves. It is pranks. This time, I
would like to introduce a prank that particularly freaked me out. One day,
the mayor of my village came to my house. He was dressed in an
expensive suit and rode in an expensive car. I was a little nervous. My
father, on the other hand, felt like playing a prank. As soon as he
approached the car, he attached a rope and an empty can to the back of
the car and snuck it under the car. When the car ran, it looked like a
wedding car. He also approached the shoes the mayor had taken off and
replaced them with ski boots. I was terrified. Once again, the person
being pranked was the village mayor. If this were not Japan, my father
would have been killed. However, my father was not scared at all, and he
looked very satisfied. As you can probably tell by now, my father was
considered to be quite a freak by the people around him but he never
seemed to be embarrassed and seemed to enjoy every day. One day, I
asked my father, “What is your thinking? Aren’t you ashamed to do
something different from others?” He said, “Aren’t you ashamed that you
don’t follow your own path, that you conform to those around you?” I
could not say anything. In that moment, I saw my father change from an
embarrassing person to a cool person. He believed in his own path and
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lived his life the way he wanted to live it. You only live once. We don’t
even know when we will die. If that is the case, I think it is important to
always live a satisfying life. Being unique is something that everyone
hates, but not everyone's the same. It is natural that there are many things
that are different from what everyone else thinks, but because of
embarrassment, everyone agrees with everyone else. That is not the path
you want to take, is it? I think that is more embarrassing.
I am unique, but I am not ashamed of it. I am just following the path
I want to follow. I just want to be cool like my father.

【日本語訳】
新入舎生自己紹介②
国際基督教大学アーツ・サイエンス学科1年
佐藤光世
私は変人だ。他人と同じことをやりたくない。誰かが左に行けと私に指示したら、ためらいなく右に行く
だろう。しかし、私は違っていることが恥ずかしくない。実際、私はそれを誇りに思っている。私がこのよう
に考えるようになった理由は私の父だ。私の父も変人だ。実のところ、父は私よりもとがっている。２つエ
ピソードがある。私が幼い頃、私の家族は東京から群馬へ引っ越した。父が群馬に住みたがったから
だ。当時、父はプロのテニスプレーヤーのラケットのガットをはる仕事をしていた。東京での生活は安定
していたため、当然家族は引っ越しに反対した。東京にはコンビニや書店、カラオケやレストランもある。
とても便利だったが、父はあまり好きではなかった。父はこう言った、「もっと困難を体験したい」。父は仕
事を辞め大工になった。家を建てる知識を身につけてから群馬に引っ越し家を建てた。最終的に、一家
は東京での生活を捨て群馬に移住したのだった。
父が大好きなことがひとつある。それはいたずらだ。今回、特に私がぎょっとしたいたずらを紹介した
い。ある日、引っ越し先の村の村長が家にやってきた。高価な服を身にまとい、高級車でやってきた。私
は少し緊張していた。一方、父はいたずらしたいと考えていた。彼は村長の車に近づくやいなやロープと
空き缶を車の後ろにとりつけ、車の下にこっそり付けた。車が走りだすとまるでウエディングカーのように
見えた。父は村長が脱いだ靴に近づき、スキーブーツと取り替えた。私は恐ろしくなった。繰り返すが父
がいたずらしたのは村の村長なのだ。もし日本でなかったら、父は殺されていただろう。しかしながら、父
は全く怖がっておらず、満足しているように見えた。お分かりのように、父はかなり変人だと周囲の人か
ら思われていたけれども、全く恥ずかしいとは思っておらず毎日を楽しんでいるようだった。別のある
日、私は父に尋ねた。「何を考えているの？ 他人と違うことをして恥ずかしくないの？」。父は答えて
言った。「お前は自分の考えに従わないことや、周りの人間に合わせることを恥ずかしく思わないの
か？」。私は何も言えなかった。その瞬間、父が恥ずかしい人からクールな人に見えた。父は自分の道
を信じていて、自分の生きたいやり方で日々を過ごしているのだ。人生は一度しかない。自分がいつ死
ぬかすら誰にもわからない。もしそうであれば、満足のいく生活をいつも送るのが大事ではないかと私
は思う。変人であることは、誰もが嫌うことだが、全く同じ人間は１人もいない。誰もが考えることとは違う
ことがたくさんあることは当然だけれども、恥ずかしいという思いのせいで他人に合わせる。それが自分
の選びたい道なのか？ 私はその方がもっと恥ずかしいと思う。
私は変人だ。だけど、そのことを恥とは思っていない。私は自分の進みたい道を進んでいるだけだ。父
のようにクールな人間になりたいと思っている。
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新入舎生自己紹介③
東京都立大学経済経営学部経済経営学科1年
宮平誠一朗
今年の春、東京都立大学経済経営学部経済経営学科に入学した宮平誠一朗（みやひらせいい
ちろう）です。
私は沖縄出身で、高校では部活動でバドミントンをしていました。大学でもバドミントン部に所属
しています。高校のバトミントン部では主将を務め、他人と歩幅を合わせる難しさとそれゆえの達
成感、楽しさを学びました。
信愛学舎でも様々な学校に通う先輩方との共同生活を通じて日々学んでいます。私が人と関
わるうえで大切にしていることは、「人の話をちゃんと聞くこと」です。ここで言う「ちゃんと」というの
は、ただ人の話を丁寧に聞くことではありません。どんなに自分とは異なった、違和感を覚える意
見でも話を途中で遮ることをせず、最後まで聞くことです。
信愛学舎では週に一度、月に一度にそれぞれ会議があり、学生が主体的に議題を提示し、お
互いの意見を交えながら議論します。信愛学舎では、私が大事にしている「人の話をちゃんと聞く
こと」が常日頃から行われています。頼りになる先輩方に囲まれた毎日は充実していて、信愛学
舎に来てよかったと感じるとともに、これから先に入ってくる後輩をサポートできるようになるため
自分自身も早く成長せねばという焦りもあります。
これからの信愛学舎での生活を通して先輩方や同期たちと知見を広げながら、学生として学業
に励むだけでなく、人としても成長できるよう努力していきたいと思います。
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新入舎生自己紹介④
早稲田大学教育学部生物学専修1年
川崎眞菜
どうもこんにちは、川崎眞菜（かわさきまな）です。2002年9月2日生まれ、乙女座の乙女です。
よく富士登山や麓の森で駆け回っていたので東京に引っ越してから富士山がとても恋しい静岡
県出身です。
大学について
今、私は早稲田大学教育学部生物学専修に通っています。教育学部とはいえ、学科で学ぶこ
とは他大学の理学部とあまり変わりません。小さい頃から自然や生物が好きだったということと、
私みたいな先生らしくない先生がいたら面白いかなあという理由でここを選びました。
私について
よく笑い、よく喋ります。人間は好きですが、人の話を聞くのは得意ではありません。
何でもてきとーな性格です。入舎二日目ぐらいに食べかけのカップ麺をキッチンに置きっ ぱな
しにして寝てしまったのですが翌日きれいに片付いていました。お礼を伝えそびれたのでここで
言います。優しいどなたかありがとう。
食べることが好きで目の前に食べ物があると全部食べてしまう特性を持っています。自炊なら
ダイエットできる！ とはりきっていましたがみんなにおいしいものをもらってばかりいるので前よ
りさらにぷよぷよしてきた気がします。幸せの塊ということにしておきます。
習い事について
今では考えられないですが、実は3歳から12歳ぐらいまでバレエを習っていました。その名残で
今もガニ股です。中学校からはゴルフをやっていました。ゴルフのヘッドをただ振っただけでへし
折ったことがあります。高校ではガサツな性格を直したいと思い、集中力が鍛えられそうなアー
チェリー部に入部しましたが一年でほぼ幽霊部員になってしまいました。おっちょこちょいは直ら
ずじまいに加え、器具代の20万円が消えました。親にとても申し訳ないです。
趣味について
好奇心旺盛ですが、同時に飽き性なので継続する趣味はありません。ですが小さい頃から本を
読むことと音楽を聞くことが好きです。本はエッセイが好きでさくらももこさんがお気に入りです。
大学４年間はいろんなことを経験したいと思っているのでどんなことでも誘ってくださったら喜んで
ついていくと思います。
最後に、私を受け入れてくださった先輩方、男女関係なくラフに接してくれる同期にとても感謝し
ています。まだ入舎して一ヶ月も経たないのにもうここは家でみんなが家族みたいです。これから
４年間、こんな私ですがどうぞよろしくお願いします。
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新入舎生自己紹介⑤
立教大学文学部キリスト教学科3年
手束響希
入舎して、早4か月が経とうとしているこの頃。新入生も加わり、大学の授業も対面で行われる
ようになり、新生活を頑張ろうと意気込んでいた。そんな中、感じた違和感。「体中がつりそう」。
最初の頃は、気にせず過ごしていたが、日に日に手足のつりそうな感覚が強まっていった。それ
と同時に、舎生たちから「無理しないで」と言われることが増えた。自分自身しんどいと感じること
はあったが、まだ余裕はあると思っていた。
4月23日午前10時頃。毎週のようにバイト先のスープストックの冷凍庫で納品整理を行ってい
た。一番下のラックから段ボール、そう「駿河湾産桜海老のクリームスープ」を上の方へ運び上げ
ようとしたその時、「あ」と自然と声が出ていた。時が止まったように感じた。「やばいやばい、腰
が」。段ボールに囲まれまくっており、腰も思うように動かない。「どうにかして出なくちゃ」。何と
か、冷凍庫を抜け出し、冷蔵室からも脱出。通路に置いていた台車の上に倒れこんだ。
それからというもの、他店の方に助けてもらい、救護係の人に車椅子で救護室へ連れて行か
れ、信愛学舎にいそうな舎生に片っ端からライン。タクシーで帰宅。信愛の駐車場では、4、5人の
舎生たちが私を迎え入れてくれた。その後も、お昼ご飯を用意してもらい、病院へのタクシーの手
配、そして整形外科へ連れて行ってもらい、帰りも迎えに来てもらってタクシーで帰宅。晩御飯も
用意してもらって、就寝。次の日の朝、腰が痛すぎたため、朝ご飯を用意してもらいつつ、後輩を
起こして、湿布を貼ってもらい、洗濯から洗い物までたくさん支えてもらった。
最近の不調や疲れ具合は、この腰椎椎間関節炎（ようついついかんかんせつえん）から来るも
のだったのだろう。自分では大丈夫だと思っていても、舎生たちはそんな私の体の異変を何かし
ら感じとってくれていたのかもしれない。そして、本気で心配をさせてしまった。生活のフォローも
してもらっている。そして何よりも、おならが止まらない私の事を笑って受け止めてくれている。
信愛学舎は私にとって大切な居場所になっている。

＊編集部註：手束さんは2022年1月に信愛学舎に入舎されました。
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新入舎生自己紹介⑥
早稲田大学先進理工学部3年
新井智咲
11月末に信愛学舎に入舎させて頂きました、早稲田大学先進理工学部生命医科学科2年の新
井智咲と申します。私は中高大と特にスポーツに力を注いできました。このため、まず私自身の
スポーツに関する経験について述べさせて頂きます。
私は中高の6年間、少林寺拳法に打ち込んでいました。少林寺拳法に打ち込む中で、なかなか
大会で結果を出すことのできない挫折や、チームのメンバー同士で意見が食い違ってしまうこと
による衝突などの、たくさんの辛い経験をしました。一方、練習にひたむきに打ち込むことでよう
やく結果を残せた時の達成感や、仲間と一つの目標に向かって努力する楽しさなど、かけがえの
ない経験をすることもできました。中高の部活動で得た様々な経験は、現在の私を形成する大切
な因子となっています。
大学に進学すると同時に少林寺拳法を辞め、現在は早稲田大学チアダンスチームMYNXとい
うサークルに所属し、チアダンスに打ち込んでいます。これは、中高時代の少林寺拳法の練習中
に右肩を何度も脱臼し、脱臼癖がついてしまったため、少林寺拳法を続けることが出来なくなって
しまったからです。代わりに、以前Youtubeで演技を見た時に一目ぼれしたMYNXというチアダン
スチームに入り、心機一転チアダンスに打ち込もうと決心をしました。しかし、私はこれまでダンス
の経験がなかったため、思うように体を動かすことが出来なかったり、先輩がおっしゃっているダ
ンス用語を理解することに苦心したりと、困難も多々ありました。ですが、私がYoutubeを見た時
に一目ぼれした先輩方のように上手に踊れるようになりたいという憧れの思いを胸に、日々練習
に励んでおります。
次に、私の趣味に関して述べます。私はお菓子作りが好きです。クッキー、シフォンケーキ、
チョコレートケーキなど様々なお菓子を作りますが、チーズが大好きなので特によくチーズタルト
を作ります。そしてもう一つの私の趣味は書道です。私は4歳の頃から高校2年生までの間ずっと
書道を習っていました。墨を磨る時の匂いや、心を正して半紙に向かう時の緊張感、細心の注意
を払いながら集中して筆を運ぶ瞬間など、書道にはたくさんの魅力があります。私は書道が大好
きで、大学の学部を決め試験のために勉強に本腰を入れなければならないギリギリの時期ま
で、ずっと書道を続けていました。今でも、時折筆を持ち半紙に向かって字を書いています。
このように、私はスポーツに打ち込むことと、お菓子をつくること、そして書道をすることが好き
です。私の好きなことや趣味を通じて信愛学舎の皆さんと交流を深め、実りのある4年間を過ごし
ていきたいと考えております。

＊編集部註：この文章は『ZOE』第9号（2021年12月発行）に掲載していたものです。
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自己紹介
千葉あかね（事務係）
今、このページを開いてくださっている皆様、こんにちは。まだお目にかかっていない皆様、は
じめまして。4月より事務係を務めさせていただいております、千葉あかねと申します。
生まれは東京ですが、2歳から高校卒業まで新潟の豊かな自然の中で過ごしました。18歳で
都内の大学に進学、国際関係学科で勉強に打ち込む・・・つもりが、競技オリエンテーリングとい
うスポーツに出会い、週末に地図とコンパス片手に山や森の中を駆け巡ることに夢中の4年間で
した。
大学卒業後、開発コンサルタントの業務部で4年半働いた後に英国の大学院に留学、帰国後
はベトナムやミャンマーで活動するNGOの東京事務所で働き始めました。デスクワーク中心の会
社員に比べ、より現場に近い活動ができるNGOでの仕事はやりがいもありましたが、繁忙期続き
で燃え尽きそうになったとき、最初の職場での同僚でもあった夫のタイ赴任（約2年の予定）の話
が持ち上がりました。実は卒論のテーマがタイ関連、仕事でもタイと関わることが多く、タイ語学
校にも通っていた私。これはタイ語習得のチャンス！ 現地のNGOでボランティアさせてもらって
現場経験も積める！ と喜び、ちょっと長めの遊学気分で渡タイしたのですが、結局延びに延び
て17年。現地で家族も増えました。日本ではコロナ第2波の真っ最中だった2020年8月、日本に
帰国しました。現地での生活がじりじりと長くなることに焦りを感じた時に取り組んだのが日本語
教師養成講座での学び（通信）で、無事検定試験に合格した後に現地の日本語学校でデ
ビュー。帰国後もコロナ渦で授業数は少ないものの、日本語学校の非常勤講師をしています。
なお私と子供達より一足先に帰国した夫は日中働きながら夜間は日本聖書神学校で学び、今
年が最終学年となりました。卒業後は何処かの教会へと遣わされることになると思います。思い
もよらなかった展開に正直いまだに戸惑いはありますが、これまでの人生をふり返ってみると、全
てのことが神様によって整えられていたと感じることが多く、これから先も最善をなさる神様の御
手に委ねようと思っています。
教会の話が出たので、教会の話を少し。初めて教会に足を踏み入れたのは7歳のときで、父の
会社の先輩一家が通う教会の日曜学校に連れて行ってもらったのがきっかけです。
以後1年半ぐらい通いましたが、そのご家族のお姉ちゃんが中学生になって忙しくなり教会から
足が遠のくのと一緒に私も行かなくなってしまいました。長―いブランクを経て再び教会に導かれ
日本基督教団浦和東教会で受洗したのは27歳のときでした。タイから帰国後も、少し今の住まい
からは遠いのですが浦和の教会に通っています。
最後に。趣味はランニング、地形観察（ブラタモリ大好き）、歌（下手ですが、上手な人たちの中
に入れてもらって混声合唱をやってます）、読書です。
事務係として私のできることは本当にささやかですが、素晴らしい賜物を持った舎生の皆さん
の歩みを祈りつつ見守り、応援していきたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。
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信愛映画会感想
UWE, Bristol 入学予定（＊１）
伊藤紫歩
私は今まで映画会の趣旨が何かを熟考せずに単純に映画を見たいとか目を肥やしたいという
思いで参加していた。それだけでも減るものじゃないとはいえ、私は映画会担当を引き継いだの
だから（＊２）流石にもう少し踏み込んで一考すべきだと思い、過去の映画会記録を再読してみた。

「趣旨：参加者が皆で見て分かち合いたい映画をピックアップし鑑賞後、時には鑑賞中に思い思
いの事を交わし合う自由な勉強会である。自由な時間がたっぷりある大学生時代に一本でも多く
の映画を観て、一本でも多くの名作に出会うことが主催者側の願いである。」（＊３）
なんて素敵…。映画と人、そして人と人を繋ぐという願いを、そして先輩たちの映画が好きという
大きな思いを自分は僅かでも理解し今いる仲間と共に一歩踏み込んでみたいと感じた。
2022年度の映画会第一回目として、舎生から多数希望のあったハリーポッターを見ることに。
世界中で社会現象となったハリーポッター。イギリスの作家J・K・ローリングによって著された全
七巻のファンタジー小説シリーズであり、2001年に第一作目の『賢者の石』が映画化された。そ
の後も『アズカバンの囚人』、『炎のゴブレット』と続き、2011年には八作目となる『ハリーポッター
と死の秘宝PART２』が公開された。殆どの舎生がハリーポッター作品には馴染みがあったよう
で、原作から読んだことのある人や何度も見返したという人もいたが、それでもなお、もう一度観
たいという意見が多々あった。事実、そう思わせる程の魅力がある映画なのだろう。
ハリーポッターが世界中の幅広い年齢層の人々に愛されるのは、子どもが大人へと成長する
ために直面する通過儀礼と、 家族愛や葛藤など、国や言語、性別、年齢を超えて、人々が共有
している感情や思想、問題意識について描かれているからに違いない。また俳優たちが映画と
共に成長していくという特殊な作品であり、幼さの抜けない、あどけない少年少女たちが立派に
成長をしていく過程を、映画を通して観ることが出来る。世界観の完成度が高く現実とも上手く共
存させているため、非現実世界の中にこんなにもリアリティを持たせているのかと感心した人も少
なくないだろう。
今回の映画会では、少しでもハリーポッターの世界観を味わいたいという思いで料理やセッティ
ングにも力を注いだ。何よりも天井に映画を映し出し、皆で寝転がって映画を観る、名付けて「星
空映画会」は、普段なかなか味わえない素敵な空間を作り出したのではないかと思う。一緒に住
んでいて共通の話題があるというのは、寮内の雰囲気を一層盛り上げるきっかけになる。信愛で
生活し、同じ時間を同じ空間で過ごすことの温かさをより一層感じる事ができた会になったので
はないだろうか。
編集部註１：University of the West of England, Bristol – Graphic Design
編集部註２：伊藤さんは3月に卒舎した遠藤愛明さん、鶴田賢一郎さんから映画会担当を引き継ぎました。
編集部註３：「信愛映画会について」を今号に掲載しています。
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信愛映画会について
2021年6月27日
遠藤愛明（ZOE編集部）
はじまりと趣旨
早稲田大学YMCA130周年事業をきっかけに当時の3役中島瞭生、フラハティ陸、遠藤愛明と森
田悠介（日本映画大学）、福田隆雄（作品社）が中心となってはじめた映画鑑賞会。参加者が「み
んなで観て感想を分かち合いたい映画」をピックアップし鑑賞後、時には鑑賞中に思い思いのこ
とを交わし合う自由な勉強会である。自由な時間がたっぷりとある大学生時代に一本でも多くの
映画を観て、一本でも多くの名作に出会うことが主催者側の願いである。
これまでの記録
第1回～第25回
『KT』（2017年6月30日）『JSA』（2017年8月4日）『鉄コン筋クリート』（2017年8月20日）『GHOST
IN THE SHELL / 攻殻機動隊』（2017年9月29日ゲストに藤田直哉さん）『ソナチネ』（2017年11
月6日ゲストに杉田俊介さん）『ブレードランナー』（11月21日）『ベルリン 天使の詩』（12月23日）
『ファーゴ』（2018年2月7日）『キャリー』（3月27日）『ゆきゆきて、神軍』（4月23日）『A』（5月28日）
『愛、アムール』（6月11日）『かぐや姫の物語』（7月4日）『砂の器』（8月6日）『レオン』（9月22日）
『インファナル・アフェア』（10月11日）『スリー・ビルボード』（11月8日）『戦場のメリークリスマス』（
12月10日）『楢山節考』（2019年1月25日）『機動警察パトレイバー 2 the Movie』（2月22日）『コク
リコ坂から』（3月14日）『ヒトラー 最期の12日間』（4月4日新歓）『今を生きる』（4月16日）『500日
のサマー』（5月24日）『マイ・インターン』（6月19日）『薔薇の名前』（7月12日）
第26回～第30回（順不同）
『風の谷のナウシカ』『王の運命―歴史を変えた八日間』＆『渇き』（『パラサイト』パルム・ドール受
賞記念同時上映）『バーレスク』『コントロール』『海にかかる霧』（『パラサイト』アカデミー賞受賞記
念上映）
第31回～第36回
『タイタニック』（2020年3月21日）『平成狸合戦ぽんぽこ』（10月31日）『裏切りのサーカス』（12月
23日）『ハクソー・リッジ』（2021年2月27日）『星の子』（2021年3月28日新歓）『メッセージ』（2021
年4月25日新歓＠早稲田ドラマ館）
今後について
関東学生YMCAメンバー、山手学舎、友愛学舎メンバーも積極的に誘い、会を継続する中心メン
バーの獲得にも取り組んでいく。

＊編集部註：『ZOE』第9号に掲載予定だった原稿を改めて掲載しました。
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マールブルク留学記
西川励花（東京外国語大学3年）

😊

皆さんこんにちは。お久しぶりです。そして初めまして。新しく入舎された方々、おめでとうござ
います！ ようこそ信愛学舎へ
私は昨年の9月からドイツに留学中の西川励花です。早いこと
にもう7カ月が過ぎようとしていますが、今回は私の留学先であるマールブルク(Marburg an der
Lahn)とドイツのことについてお伝えしたいと思います！
まずマールブルクについてです。おそらく知っている方はいない
であろう、有名でもないとても小さな街だけれど、意外と歴史があっ
て魅力あふれる街なんです！ 私はベルリンのような大都市よりも
小さな街に住みたかったので、とても気に入っています。とは言っ
てもここは大学を中心にできた大学都市なので、田舎みたいな感
じではなくいつも学生たちでにぎわっています。少し歴史的な話を
すると、私が現在通っているマールブルク大学(Phillips-Universität
Marburg)は実は世界で一番古いプロテスタント派の大学なんです
(1527年創立)！ 最初の写真に写っている茶色い建物がかつて
の大学です。街の中心地に位置し、今では「大学教会
(Universitätskirche)」として礼拝などが行われています。また、グリ
ム童話で有名なヤーコブ・グリムもマールブルク大学で勉強してい
たんですよ！ そのため旧市街の方に行くとグリム童話にまつわる
可愛いオブジェがいろんなところに置かれています。2枚目の写真
には赤い靴のオブジェが写っているのですが、これは実はシンデ
レラの靴だったらしいです。なんで赤いかはグリム童話が地味に残
酷なことを知っていればわかると思います…！
マールブルクの街の一部には旧市街が残っていて、そこはオー
バーシュタット(Oberstadt)と呼ばれています。これは単純に「上に
ある街」という意味で、坂、というか山(?)の上にあります。オーバー
シュタットに行くためのエレベーターもあるくらいです！ でもその
街並みが本当に可愛いくて、未だに感動するくらい好きです。石畳
に木組みの家たちが立ち並んでいますが、これはこの地域の伝統
的な家で、Fachwerkhausといいます。家に模様のように入ってい
る線が実は木でできていて、いろんな色で塗られているので可愛
いです。そこからまたさらにきつい坂道と階段を登るとお城があり
ます。このお城は一番目立つところにあってどこからでもよく見える
ので、マールブルクのシンボル的な存在です（2枚目の写真の赤い
靴の後ろに写っているのがお城です）。頑張って登ったあとには街
を一望できる絶景が待っています。
そしてもう一つマールブルクに欠かせ
ないのが、アウフラウフ(Auflauf)で
す。アウフラウフはマールブルクのご当地グルメみたいなもので、そ
して私の一番好きなドイツ料理です。正直ドイツ料理はもう食べなく
てもいいくらい食べ飽きたのですが、これだけは何回でも食べれま
す！ 写真の通りグラタンみたいな感じで、中に入っている具の種
類がたくさんあって選べます。また、メインの炭水化物的な具材もパ
スタ、ジャガイモ、米から選べます。ちなみに私はジャガイモ派で、
好きなアウフラウフはエビのアウフラウフです。ここに来てめったに
食べれない海鮮を摂取しています。マールブルクのご当地ビール
的なものは個人生産のやつを除くと無くて、近くにあるリッヒ(Lich)と
いうところのビール(Licher)がレストランによくありますが、個人的にはあんまり美味しくないです
(笑)。
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長々とマールブルクについて語ってしまいましたが、最後
にドイツに対する個人的な感想を述べたいと思います。いろ
いろな周辺国も旅行してみて思ったのが、総合的にドイツは
ヨーロッパの中でも住みやすくていい国だということです。経
済的な面で言えば安定していて、給料もたぶんヨーロッパ諸
国のなかでは高いほうですし、物価も高くないほうです。食
料品や日用品は日本と同じくらいかむしろ安いくらいです。
外食は東欧を除いたらどこも高いですが。治安もそこそこい
いです(フランクフルトやベルリンを除く！)。私は海外に行っ
たときにその国の人たちの国民性的なものについて考える
のが好きなのですが、ドイツ人は言ってしまえばヨーロッパ
の中では比較的陰キャな方だなと思いました(笑)。 ビール
好きだけどスペイン人みたいに毎日パーティーしないし、初
対面の人とは適度に距離を取っている感じとかマナーを重
んじるところ、思っていたより日本人に通じるところがあって
おもしろいです。よく言われているのが、ドイツ人と友達にな
るのは時間がかかるけど一旦仲良くなったらすごく仲良くな
れる、ということ。あと良い意味でも悪い意味でも簡素なの
で、服装とか全然気を使わなくていいのは好きです。商品の
包み方とか雑なのは嫌ですが。また、日本みたいにホスピタリティみたいなものがあまりないの
で、ドイツ人は冷たいって言われることが多いです。私もお店とか市役所とかで冷たくあしらわれ
た経験が結構あります。一番つらかったのは病院で医療系の会話がドイツ語でも英語でも聞き
取れなかったときに、医者の先生に通訳をつれて出直してこいって追い出されたときですね。普
通に泣きました(笑)。 情が無いというか融通が利かないというか…。それでも積極的に助けてく
れようとしてくれる人も多いです。夜に道なき道を歩こうとしていたとき、近くにいたおばさんが尋
ねてもないのにちゃんとした道を教えてくれたり…。優しい人たちもたくさんいます
。ただ、ヨー
ロッパで旅行するならドイツよりもスペインやイタリアなどをお勧めします！ ドイツにはそんなに
見るものがないので(笑)。

😊

他にももっといろいろお伝えしたかったのですが、行が足りなくなってしまうのでそろそろ終わろ
うと思います。個人的にはドイツよりもマールブルクの魅力が伝わってくれたらそれだけで嬉しい
です。皆さんにお会いできるのを楽しみにしています！Bis bald!:)

＊編集部註：マールブルクはドイツ中部ヘッセン州に位置する人口7万人程度の大学都市です。西川さんは
2021年9月から1年間留学し、今年9月に信愛学舎に復帰される予定です。
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編集後記
ZOE編集部
遠藤前編集長から編集長を引き継いだ修士2年の下山です。4月からは菅家さんが学生委員と
して『ZOE』編集部に参加してくださり、今年度は3名体制で運営します。
今回の『ZOE』は新入舎生の自己紹介と千葉あかねさんの自己紹介、西川さんのドイツ留学
記、映画会担当を引き継いだ伊藤さんの「星空映画会」感想記事です。
3月に4名が退舎して4名が新しく入舎して空気ががらりと変わった信愛学舎。その雰囲気を少
しでも感じていただけると幸いです。
編集部員の声
・新『ZOE』を発刊してから念願の第10号を出すことが出来ました！ 今年度は新入舎生4名と昨
年度途中入舎された2名を合わせた13名（西川さんはドイツ留学中）の舎生がいて毎日とても賑
やかです。信愛学舎がよりよい寮になるよう学生委員として一層頑張ろうと思います。まずは目
指せ『ZOE』15号（笑）（編集部 S.K）
・勢いのある新入生たちや、事務係の千葉さんをはじめ、大きく雰囲気が変わろうとする信愛学
舎らしいzoeになったと思います（編集部 S.Y)
・新『ZOE』（第三）の第10号が新入舎生の入舎してからの一号目という素晴らしいタイミングだと
思います。信愛学舎は一気に若返ったver. 3.0という印象を受けます。新入舎生のまだ知らない
所を知れたり、2017年6月に設立した映画会の当時の雰囲気を掴めたり、面白い号になったと思
います（編集部 R.J.F）

（2022年4月30日発行）
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