Keisen Fellowship

2022年度行事等のご案内
ここに掲載した行事については、新型コロナウイ
ルスの感染状況によっては中止又は変更となる場
合があります。
日程が近くなりましたら、学園・大学・同窓会ホー
ムページ等でご確認ください。

河井道先生墓前礼拝
日時：2022年4月8日（金）11:00 ～ 11:30
場所：東京霊園（東京都八王子市）
学園では、河井道先生墓前礼拝を毎年4月10日（10
日が土曜あるいは日曜の場合は直前の金曜日）に開
催しております。当日は30分程度の礼拝のみ行い解
散となります。お祈りを共にされたい方はご参加く
ださい。

学園創立93周年記念行事
記念式典 2022年11月2日（水） 世田谷キャンパス
恵泉デー 2022年11月3日（木） 世田谷キャンパス
恵泉祭
2022年11月6日（日） 多摩キャンパス
2022年度の創立記念行事の日程は上記のとおりで
す。
内容の詳細については改めてご案内いたします。

事務局からのお知らせ
＊会費納入のお願い
会費納入のご案内は毎年秋頃、全会員様に発送して
おります。今年度分は、3月末日まで受付ております。
今後とも継続してお支えくださいますよう、よろしくお願
い申し上げます。
また、お知り合いの方などにも本会へのご加入をお勧
めいただきたく、併せてお願い申し上げます。手続書類
等が必要な場合には、下記恵泉フェロシップ事務局まで
ご連絡ください。

＊会費・寄付金の預金口座自動振替制度
恵泉フェロシップ会費・寄付金のご納入については「預
金口座自動振替制度」を導入しています。自動振替の時
期は７月及び12月です。７月の振替を希望される場合は
５月末日（必着）までに、12月の場合は10月末日（必着）
までにお申し込みください。

会費・寄付金のお振込み先は下記のとおりです。
名義

ゆうちょ銀行

三井住友銀行経堂支店

学校法人 恵泉女学園
00160-4-20588
(普)5237180

https://keisenjogakuen.jp/donation/#fero
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恵泉女学園同窓会
2022年度総会とホームカミングデーの

ご案内
同窓会総会とホームカミングデーを下記の要領で行
います。
日時：2022年5月21日（土）13:00 ～ 16:30
場所：恵泉女学園世田谷キャンパス
プログラム：
13:00 礼拝（グレイスホール）
お話 須田則子先生
（中学・高等学校 聖書科教諭）
13:30 総会（グレイスホール）
14:45 ホームカミングデー（グレイスホール）
講演 柚木麻子さん（高校52）
16:30 閉会
＊①同窓生には４月中にご案内をお送りします。
＊② 社会的状況により、プログラムは変更になる場
合があります。変更は同窓会公式サイトでお知ら
せします。

大学

スプリングフォーラム

5/28（土）多摩キャンパスにて開催予定
（来校型オープンキャンパス同時開催）
※来 場形式で計画しておりますが、新型コロナウイ
ルス感染症等社会状況によっては、中止または開
催形式が変更となる場合もございます。

＊クレジットカード決済制度
学園HPからクレジットカードを利用し
て、恵泉フェロシップ会費・寄付金をご
納入いただけます。
詳しくは、
学園HP内の ｢寄付について」
をご覧ください。
https://keisenjogakuen.jp/donation/

＊寄付金の遺贈制度
学校法人への遺贈については、金銭又はその他の
財産であることを問わず、相続税の計算から除外さ
れることになっています。学園では三菱UFJ信託銀行
と遺言信託に関する協定を結んでおります。これら
に関するご相談は、事務局あてにご連絡ください。

＊税制上の優遇措置制度
恵泉フェロシップへのご寄付は、学校法人に対す
る寄付金として税制上の優遇措置を受けることがで
きます。具体例などを学園HP内に掲載しております
ので、ご覧ください。
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＊お礼とご報告＊

理事長

『フェロシップ会報』では、
「寄付してくださった方々にお
礼と寄付金がどのように使われたのか、使われようとしてい
るのか、それが学園の教育活動にどう還元されているのか」
の報告をさせていただきます。私は、昨年2021年7月1日、
新渡戸稲造（1862-1933）から学んだ河井道（1877-1953）が、
初代学園長である、恵泉女学園の9代目理事長を拝命するこ
とになりました。
女子教育に大いなる理解を示した新渡戸稲造（東京女子大
学 初代学長）が援護した河井道（恵泉女学園 創立者）は、ま
さに、
「種を蒔く人になりなさい」の実践であります。人間は、
自分では「希望のない状況」であると思ったとしても、
「人生
の方からは期待されている存在」であると実感する深い学び
の時が与えられています。現代は、「表面的なhappy」vs「内
から湧き出るjoy」の違いの考察の時ではないでしょうか！新
渡戸稲造の考え・行動は、以下の4項目に集約されています。
（1）賢明な寛容さ（the wise patience）
（2）行動より大切な静思（contemplation beyond action）
（3）紛争や勝利より大切な理念（vision beyond conflict and success）
（4）実例と実行（example and own action）
想えば、私は2000年に『新渡戸稲造 武士道100周年記念シン
ポ』、2002年『新渡戸稲造生誕140年』、2003年『新渡戸稲造没
後70年』、さらに2004年には国連大学で『新渡戸稲造 5000円札
さようならシンポ』を開催する機会が与えれました。
『われ21
世紀の新渡戸とならん』
（日本語版＆英語版）の出版に繋がり
ました。新渡戸稲造は、国際連盟事務次長だった1922年に「国
際知的協力委員会」
（現ユネスコ）を設置しました。当時のメ
ンバーはフランスの哲学者ベルグソン（1859-1941）
（議長）
、
アインシュタイン（1879-1955）やキュリー夫人（1867-1934）
ら12人で構成されました。今年（2022年）は100周年であり、
新渡戸稲造生誕160周年記念でもあります。新渡戸稲造は「平
和のための砦の前哨基地」
（国際連盟）で、東西文化の融和を
図るところに世界の平和、人類の幸福があると訴え、その実
現のために奔走しました。まさに、
「願わくはわれ太平洋の橋
とならん」です。
「争いのない社会を築くために何を拠りどこ
ろに考え、行動すればよいのか」、「国際社会で尊敬を集め、

樋野

興夫

活躍するには日本人はどうすればよいか」が、日本の国際的
地位向上の新渡戸稲造イズムと若き日に教わりました。病理
学者でもある私は、
「日本国のあるべき姿」として『日本肝臓論』
を展開しています。日本国＝肝臓という「再生」論に、具体
的なイメージが獲得されたのではないでしょうか。人間の身
体と臓器、組織、細胞の役割分担とお互いの非連続性の中の
連続性、そして、傷害時における全体的な「いたわり」の理
解は、世界、国家、民族、人間の在り方への深い洞察へと誘
うのではないでしょうか。新渡戸稲造は
「チアフル」
（Cheerful）
を力説したと、矢内原忠雄（1893-1961）著『余の尊敬する人物』
（岩波新書）にあります。「チアフルな顔付を以て人に接し、
見ず知らずの人に対しても、少しの親切でもしてあげるとい
う心もちで暮らせば、社会はどれだけ温かくなるかも知れな
い」とあります。それは「他人へのおもいやり」であり、「他
人の感情を尊敬することから生ずる謙遜・慇懃の心」を常に
忘れない「濃やかな配慮の人」であったことでしょう。
「欣然
たる面貌、快然たる微笑をもて」
（新渡戸稲造）の実践でもあ
ります。
河井道の『わたしのランターン』の終わりに「ここまで、
わたしは、わたしのランターンをかかげてきた。時がくると、
それは別の手へとひき継がれて、さらに先へと運ばれていく
であろう。私たちの魂の「太陽」が、この世界の面から、う
れいと闇の跡を一ひらも残さず追いはらうまで、このランター
ンが、芯を切りととのえられ、燃えつづけていくように、わ
たしはそれのみを願っている」と記述されています。河井道
なら、
「コロナ時代の教育」を下記の如く語るのではないでしょ
うか。
①自分の力が人の役に立つと思う時は進んでやれ
②人の欠点を指摘する要はない、人のあやまちは語るには足らぬ
③理由があっても腹を立てぬこそ非凡の人
④感謝は優しき声に表れる
⑤心がけにより逆境も順境とされる
『河井道の教育理念の実践の場＝「恵泉女学園」
』をさらに発
展・展開させる為に、今後とも貴重な、ご寄付を頂ければ幸
いです。よろしくお願い申し上げます。

＊奨学生からの手紙＊
毎年「奨学金のために」と恵泉会及び同窓会からご寄付をいただいております。これを原資とした奨学金を受給し
た学生からの感謝のお手紙を紹介します。ほかにもたくさんの学生・生徒が、同様の奨学金にて恵泉女学園での学び
を支えていただいております。

恵泉会・同窓会の皆様

恵泉女学園大学

人間社会学部国際社会学科

4年

おう

王

が

き

雅琪

この度は、恵泉フェロシップ給付緊急奨学金に採用していただき、誠にありがとうございます。私は日本に来て、
この国の文化、習慣などを学び進めていく中で、中国と日本の架け橋になりたいと思うようになりました。そのた
めには、国と国との関係を学ぶ必要があると考え、国際社会学科がある恵泉女学園大学に入学しました。また、大
学の園芸の授業では、自然に感謝し、実りを実感できることがとても素晴らしいものであることを学びました。
卒業論文では中国のインフルエンサーの言動でファンの消費がどのように喚起され、経済にどのような影響を与
えるのかについて考察しました。将来は日本で働き、日本で暮らしたいと思っています。日本での 5 年間たくさん
の人に支えられ、今の自分があります。将来は、人々の生活を豊かにし、人々の生活を考え、支えになれる仕事を
したいと考え、日本での就職を決めました。
こちらの奨学金のおかげで、学生の本業である勉強や就職活動に力を入れることができ、コロナウィルスの感染
拡大による、経済的な負担や不安が軽減されました。
今後も恵泉会・同窓会の皆様方のご支援によって貴重な学生生活を送れたことへの感謝の気持ちを忘れず、ご支
援にこたえられるように日々努力を重ねていきたいと思います。
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校長

恵泉フェロシップ会員の皆様、日頃からのお祈り
とお支えに心より感謝申し上げます。
2021年度も引き続き、新型コロナ感染防止のため
に社会状況を常に睨みながら、教育活動を進めてま
いりました。2020年度の様々な経験を生かして、今
年度はできる限り対面での授業や行事、クラブ・課
外活動の実施を目標に過ごしてまいりましたが、緊
急事態宣言の再発令に伴い、夏期宿泊行事は通いの
形に変更し、合唱コンクールや清里でのファーム
ワーク、5年生の奈良・京都への見学旅行は日程の
延期を余儀なくされました。
しかし、2020年度に皆が経験したICTを用いたオ
ンライン授業への対応は、学校全体の緊急時対応能
力の強化につながったとも言えます。生徒並びに教
職員も、ClassiやGroupwareによる連絡システムや、
ZoomやGoogle Classroomを用いた授業、礼拝や行
事の中継にも慣れてきました。感染状況のフェーズ
に応じて、対面とオンラインを組み合わせるハイブ
リッドの授業形態が定着し、台風などの際にも応用
することができました。高校からのBYOD（Bring
Your Own Device）方式の前段階として、中学で
は様々な教科で利用するためのChromebookの台数
を330台まで拡充し、複数学年が同時に使用するこ
とも可能になりました。コロナ禍という難局の中で
も、教育保障と発展を推し進めることができました
のも、皆様からご支援いただきましたICT環境整備
の賜物です。
国際交流プログラムは、留学などの海外渡航にお
いては依然困難な局面が続きましたが、今年も日本
に留学中の大学生を交えてのエンパワーメントプロ
グラムを約70名の参加生徒を集め、盛況のうちに実
施することができました。受け入れを一時停止して
いた留学生も、AFSの「アジア架け橋プロジェクト」
を通して、ようやく11月から3月までスリランカか
らジャナさんを迎えることができました。

スリランカからの留学生、ジャナさん
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本山

早苗

園芸教育については、高等学校の学習指導要領の
改訂に伴い、1年と4年での必修から1年と5年で
の履修に変更する予定で、さらに恵泉らしい特設科
目となるよう、準備計画中です。そのためには、実
習授業の成立条件としての圃場の確保をはじめ、環
境整備のための様々な費用が必要となります。継続
したサポートをお願い致します。
また、生徒の学習環境整備の要である、大規模な
校舎空調設備の更新を5か年に分けて継続中です
が、2021年度は4年目にあたります。感染症対策と
して校内の換気機能の維持に留意し、サーキュレー
ターや加湿空気清浄機の増設も行いました。
今年度は、より主体的な学習者の育成を目指して、
女子大生メンター常駐の自習室2室を加え、放課後
や休日の自立学習の環境を整えました。進路探求の
一環として、9月末に順天堂大学との高大連携協定
を締結いたしました。今後も医療分野に限らず幅広
い分野で、生徒の探究的学びを後押ししてまいりま
す。

大学・大学院
学長

いつも会員の皆様のご支援とお祈りをいただいて
おりますこと、厚く御礼申し上げます。2021年度も
引き続いて新型コロナウイルス感染症の影響を受け
た年でございました。それでも皆様のお支えと前年
度の経験を糧に、教職員一丸となって学生たちとと
もに無事に一年を終えることができました。ここに
ご助成いただいた活動についてご報告申し上げま
す。
「国際交流・英語教育プログラム」では、各国間
の往来に制限がある中、韓国の協定校へ9名を現地
派遣することができました。カナダ、韓国、フィリ
ピン、オーストラリア、アイルランドの短期語学研
修は、オンラインで実施されました。また、昨年度
春休みに実施した「恵泉ウィンタープログラム（オ
ンライン）」が好評だったことから、「恵泉サマープ
ログラム（オンライン）」実施のリクエストがあり
ました。今回も協定校からの参加学生、本学ボラン
ティア学生双方にとって大変充実したプログラム
だったとの声が届いています。オンラインという形
でも、恵泉の“日本語・日本文化”を介した国際交流
が評価されていることの表れと受け止めておりま
す。そのほかにも英語の特別クラスGCP（Global
Challenge Program）の履修学生たちを中心に、イ
スラエルの大学とオンライン交流を重ねる機会もあ
り、いずれも物理的な距離を超えて繋がり、学び合
う喜びがあることを実感させられました。
「生涯就業力教育」は、この不透明な社会状況の
中でこそ生かされるものとして、各教員はさらなる
工夫と準備をもって担当授業を展開してまいりまし
た。中でも4年生まで必修の「生涯就業力STEP」
授業は、恵泉の3つの礎科目を基盤にし、各学年の
ゼミ授業とともに生涯就業力カリキュラムの中心科
目ですが、担当する全教員が学生達の声を受け止め
ながら丁寧に企画・進行しており、学期ごと・学年

大日向

雅美

ごとに確実に学生が成長できる科目の一つに育って
きております。また、「生涯就業力推進センター」
では、初主催事業として「私の考える『生涯就業力』
論文コンテスト」を開催いたしました。7名の客員
教授には審査員を務めていただき、11月の恵泉祭で
は対面で学生11名の表彰式を行いました。今後も「生
涯就業力」のブランディングに寄与しうる活動の幅
を広げてまいります。
「障がい学生支援」では、今年もノートテイカー
の学生たちが聴覚障がい学生の授業情報保障対応に
力を発揮してくれました。ノートテイカーは対面で
もオンラインでも対応できるようになっており、こ
れはまさに昨年の経験が大きかったと言えるでしょ
う。1月には担当した学生たちすべてを表彰いたし
ました。また1名の視覚障がい学生が情報科目ご担
当の先生のご指導をいただき、国家資格ITパスポー
トにチャレンジして見事合格したことも嬉しい成果
報告です。
「地域言語活動研究」のKEES・恵話会・KPKA（恵
泉平和紙芝居研究会）も地域活動を再開しました。
KEESは12月に多摩市内の保育園で英語絵本の読み
聞かせや歌、KPKAは療育施設での無観客ライブ配
信、保育園でクリスマスを兼ねた紙芝居の会で、子
どもたち・利用者の方々への活動を行うことができ
ました。
“ニューノーマル”と示されても、苛立ちや窮屈さ
を感じることも少なくありません。それでも様々な
活動に取り組み、しなやかに可能性を広げていく学
生たちの姿に教職員が励まされる感謝の一年でござ
いました。
会員の皆様には引き続き大学教育活動にご理解を
いただき、ご支援を賜りますようお願い申し上げま
す。

高大連携

このように、今年も皆様からいただきました資金
とお支えを、多岐にわたって有効活用させていただ
くことができました。さらに現在、学園創立100周
年事業として、フェロシップホールの建て替えを計
画中です。そのための建築委員会を発足させ、建築
資金の積み立ても視野に入れながら、理想とする教
育の未来を思い描き始めたところです。
これからも社会状況と時流を的確に捉え、恵泉な
らではの教育活動を展開してまいりますので、引き
続き皆様からの厚いご支援を賜りますよう、よろし
くお願い申し上げます。

KPKA（恵泉平和紙芝居研究会）地域活動

私が考える「生涯就業力論文」表彰式
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2021年度活動報告

中学・高等学校

2021年度活動報告
校長

恵泉フェロシップ会員の皆様、日頃からのお祈り
とお支えに心より感謝申し上げます。
2021年度も引き続き、新型コロナ感染防止のため
に社会状況を常に睨みながら、教育活動を進めてま
いりました。2020年度の様々な経験を生かして、今
年度はできる限り対面での授業や行事、クラブ・課
外活動の実施を目標に過ごしてまいりましたが、緊
急事態宣言の再発令に伴い、夏期宿泊行事は通いの
形に変更し、合唱コンクールや清里でのファーム
ワーク、5年生の奈良・京都への見学旅行は日程の
延期を余儀なくされました。
しかし、2020年度に皆が経験したICTを用いたオ
ンライン授業への対応は、学校全体の緊急時対応能
力の強化につながったとも言えます。生徒並びに教
職員も、ClassiやGroupwareによる連絡システムや、
ZoomやGoogle Classroomを用いた授業、礼拝や行
事の中継にも慣れてきました。感染状況のフェーズ
に応じて、対面とオンラインを組み合わせるハイブ
リッドの授業形態が定着し、台風などの際にも応用
することができました。高校からのBYOD（Bring
Your Own Device）方式の前段階として、中学で
は様々な教科で利用するためのChromebookの台数
を330台まで拡充し、複数学年が同時に使用するこ
とも可能になりました。コロナ禍という難局の中で
も、教育保障と発展を推し進めることができました
のも、皆様からご支援いただきましたICT環境整備
の賜物です。
国際交流プログラムは、留学などの海外渡航にお
いては依然困難な局面が続きましたが、今年も日本
に留学中の大学生を交えてのエンパワーメントプロ
グラムを約70名の参加生徒を集め、盛況のうちに実
施することができました。受け入れを一時停止して
いた留学生も、AFSの「アジア架け橋プロジェクト」
を通して、ようやく11月から3月までスリランカか
らジャナさんを迎えることができました。

スリランカからの留学生、ジャナさん
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本山

早苗

園芸教育については、高等学校の学習指導要領の
改訂に伴い、1年と4年での必修から1年と5年で
の履修に変更する予定で、さらに恵泉らしい特設科
目となるよう、準備計画中です。そのためには、実
習授業の成立条件としての圃場の確保をはじめ、環
境整備のための様々な費用が必要となります。継続
したサポートをお願い致します。
また、生徒の学習環境整備の要である、大規模な
校舎空調設備の更新を5か年に分けて継続中です
が、2021年度は4年目にあたります。感染症対策と
して校内の換気機能の維持に留意し、サーキュレー
ターや加湿空気清浄機の増設も行いました。
今年度は、より主体的な学習者の育成を目指して、
女子大生メンター常駐の自習室2室を加え、放課後
や休日の自立学習の環境を整えました。進路探求の
一環として、9月末に順天堂大学との高大連携協定
を締結いたしました。今後も医療分野に限らず幅広
い分野で、生徒の探究的学びを後押ししてまいりま
す。

大学・大学院
学長

いつも会員の皆様のご支援とお祈りをいただいて
おりますこと、厚く御礼申し上げます。2021年度も
引き続いて新型コロナウイルス感染症の影響を受け
た年でございました。それでも皆様のお支えと前年
度の経験を糧に、教職員一丸となって学生たちとと
もに無事に一年を終えることができました。ここに
ご助成いただいた活動についてご報告申し上げま
す。
「国際交流・英語教育プログラム」では、各国間
の往来に制限がある中、韓国の協定校へ9名を現地
派遣することができました。カナダ、韓国、フィリ
ピン、オーストラリア、アイルランドの短期語学研
修は、オンラインで実施されました。また、昨年度
春休みに実施した「恵泉ウィンタープログラム（オ
ンライン）」が好評だったことから、「恵泉サマープ
ログラム（オンライン）」実施のリクエストがあり
ました。今回も協定校からの参加学生、本学ボラン
ティア学生双方にとって大変充実したプログラム
だったとの声が届いています。オンラインという形
でも、恵泉の“日本語・日本文化”を介した国際交流
が評価されていることの表れと受け止めておりま
す。そのほかにも英語の特別クラスGCP（Global
Challenge Program）の履修学生たちを中心に、イ
スラエルの大学とオンライン交流を重ねる機会もあ
り、いずれも物理的な距離を超えて繋がり、学び合
う喜びがあることを実感させられました。
「生涯就業力教育」は、この不透明な社会状況の
中でこそ生かされるものとして、各教員はさらなる
工夫と準備をもって担当授業を展開してまいりまし
た。中でも4年生まで必修の「生涯就業力STEP」
授業は、恵泉の3つの礎科目を基盤にし、各学年の
ゼミ授業とともに生涯就業力カリキュラムの中心科
目ですが、担当する全教員が学生達の声を受け止め
ながら丁寧に企画・進行しており、学期ごと・学年

大日向

雅美

ごとに確実に学生が成長できる科目の一つに育って
きております。また、「生涯就業力推進センター」
では、初主催事業として「私の考える『生涯就業力』
論文コンテスト」を開催いたしました。7名の客員
教授には審査員を務めていただき、11月の恵泉祭で
は対面で学生11名の表彰式を行いました。今後も「生
涯就業力」のブランディングに寄与しうる活動の幅
を広げてまいります。
「障がい学生支援」では、今年もノートテイカー
の学生たちが聴覚障がい学生の授業情報保障対応に
力を発揮してくれました。ノートテイカーは対面で
もオンラインでも対応できるようになっており、こ
れはまさに昨年の経験が大きかったと言えるでしょ
う。1月には担当した学生たちすべてを表彰いたし
ました。また1名の視覚障がい学生が情報科目ご担
当の先生のご指導をいただき、国家資格ITパスポー
トにチャレンジして見事合格したことも嬉しい成果
報告です。
「地域言語活動研究」のKEES・恵話会・KPKA（恵
泉平和紙芝居研究会）も地域活動を再開しました。
KEESは12月に多摩市内の保育園で英語絵本の読み
聞かせや歌、KPKAは療育施設での無観客ライブ配
信、保育園でクリスマスを兼ねた紙芝居の会で、子
どもたち・利用者の方々への活動を行うことができ
ました。
“ニューノーマル”と示されても、苛立ちや窮屈さ
を感じることも少なくありません。それでも様々な
活動に取り組み、しなやかに可能性を広げていく学
生たちの姿に教職員が励まされる感謝の一年でござ
いました。
会員の皆様には引き続き大学教育活動にご理解を
いただき、ご支援を賜りますようお願い申し上げま
す。

高大連携

このように、今年も皆様からいただきました資金
とお支えを、多岐にわたって有効活用させていただ
くことができました。さらに現在、学園創立100周
年事業として、フェロシップホールの建て替えを計
画中です。そのための建築委員会を発足させ、建築
資金の積み立ても視野に入れながら、理想とする教
育の未来を思い描き始めたところです。
これからも社会状況と時流を的確に捉え、恵泉な
らではの教育活動を展開してまいりますので、引き
続き皆様からの厚いご支援を賜りますよう、よろし
くお願い申し上げます。

KPKA（恵泉平和紙芝居研究会）地域活動
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Keisen Fellowship

2022年度行事等のご案内
ここに掲載した行事については、新型コロナウイ
ルスの感染状況によっては中止又は変更となる場
合があります。
日程が近くなりましたら、学園・大学・同窓会ホー
ムページ等でご確認ください。

河井道先生墓前礼拝
日時：2022年4月8日（金）11:00 ～ 11:30
場所：東京霊園（東京都八王子市）
学園では、河井道先生墓前礼拝を毎年4月10日（10
日が土曜あるいは日曜の場合は直前の金曜日）に開
催しております。当日は30分程度の礼拝のみ行い解
散となります。お祈りを共にされたい方はご参加く
ださい。

学園創立93周年記念行事
記念式典 2022年11月2日（水） 世田谷キャンパス
恵泉デー 2022年11月3日（木） 世田谷キャンパス
恵泉祭
2022年11月6日（日） 多摩キャンパス
2022年度の創立記念行事の日程は上記のとおりで
す。
内容の詳細については改めてご案内いたします。

事務局からのお知らせ
＊会費納入のお願い
会費納入のご案内は毎年秋頃、全会員様に発送して
おります。今年度分は、3月末日まで受付ております。
今後とも継続してお支えくださいますよう、よろしくお願
い申し上げます。
また、お知り合いの方などにも本会へのご加入をお勧
めいただきたく、併せてお願い申し上げます。手続書類
等が必要な場合には、下記恵泉フェロシップ事務局まで
ご連絡ください。

＊会費・寄付金の預金口座自動振替制度
恵泉フェロシップ会費・寄付金のご納入については「預
金口座自動振替制度」を導入しています。自動振替の時
期は７月及び12月です。７月の振替を希望される場合は
５月末日（必着）までに、12月の場合は10月末日（必着）
までにお申し込みください。

会費・寄付金のお振込み先は下記のとおりです。
名義

ゆうちょ銀行

三井住友銀行経堂支店

学校法人 恵泉女学園
00160-4-20588
(普)5237180

https://keisenjogakuen.jp/donation/#fero
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恵泉女学園同窓会
2022年度総会とホームカミングデーの

ご案内
同窓会総会とホームカミングデーを下記の要領で行
います。
日時：2022年5月21日（土）13:00 ～ 16:30
場所：恵泉女学園世田谷キャンパス
プログラム：
13:00 礼拝（グレイスホール）
お話 須田則子先生
（中学・高等学校 聖書科教諭）
13:30 総会（グレイスホール）
14:45 ホームカミングデー（グレイスホール）
講演 柚木麻子さん（高校52）
16:30 閉会
＊①同窓生には４月中にご案内をお送りします。
＊② 社会的状況により、プログラムは変更になる場
合があります。変更は同窓会公式サイトでお知ら
せします。

大学

スプリングフォーラム

5/28（土）多摩キャンパスにて開催予定
（来校型オープンキャンパス同時開催）
※来 場形式で計画しておりますが、新型コロナウイ
ルス感染症等社会状況によっては、中止または開
催形式が変更となる場合もございます。

＊クレジットカード決済制度
学園HPからクレジットカードを利用し
て、恵泉フェロシップ会費・寄付金をご
納入いただけます。
詳しくは、
学園HP内の ｢寄付について」
をご覧ください。
https://keisenjogakuen.jp/donation/

＊寄付金の遺贈制度
学校法人への遺贈については、金銭又はその他の
財産であることを問わず、相続税の計算から除外さ
れることになっています。学園では三菱UFJ信託銀行
と遺言信託に関する協定を結んでおります。これら
に関するご相談は、事務局あてにご連絡ください。

＊税制上の優遇措置制度
恵泉フェロシップへのご寄付は、学校法人に対す
る寄付金として税制上の優遇措置を受けることがで
きます。具体例などを学園HP内に掲載しております
ので、ご覧ください。
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＊お礼とご報告＊

理事長

『フェロシップ会報』では、
「寄付してくださった方々にお
礼と寄付金がどのように使われたのか、使われようとしてい
るのか、それが学園の教育活動にどう還元されているのか」
の報告をさせていただきます。私は、昨年2021年7月1日、
新渡戸稲造（1862-1933）から学んだ河井道（1877-1953）が、
初代学園長である、恵泉女学園の9代目理事長を拝命するこ
とになりました。
女子教育に大いなる理解を示した新渡戸稲造（東京女子大
学 初代学長）が援護した河井道（恵泉女学園 創立者）は、ま
さに、
「種を蒔く人になりなさい」の実践であります。人間は、
自分では「希望のない状況」であると思ったとしても、
「人生
の方からは期待されている存在」であると実感する深い学び
の時が与えられています。現代は、「表面的なhappy」vs「内
から湧き出るjoy」の違いの考察の時ではないでしょうか！新
渡戸稲造の考え・行動は、以下の4項目に集約されています。
（1）賢明な寛容さ（the wise patience）
（2）行動より大切な静思（contemplation beyond action）
（3）紛争や勝利より大切な理念（vision beyond conflict and success）
（4）実例と実行（example and own action）
想えば、私は2000年に『新渡戸稲造 武士道100周年記念シン
ポ』、2002年『新渡戸稲造生誕140年』、2003年『新渡戸稲造没
後70年』、さらに2004年には国連大学で『新渡戸稲造 5000円札
さようならシンポ』を開催する機会が与えれました。
『われ21
世紀の新渡戸とならん』
（日本語版＆英語版）の出版に繋がり
ました。新渡戸稲造は、国際連盟事務次長だった1922年に「国
際知的協力委員会」
（現ユネスコ）を設置しました。当時のメ
ンバーはフランスの哲学者ベルグソン（1859-1941）
（議長）
、
アインシュタイン（1879-1955）やキュリー夫人（1867-1934）
ら12人で構成されました。今年（2022年）は100周年であり、
新渡戸稲造生誕160周年記念でもあります。新渡戸稲造は「平
和のための砦の前哨基地」
（国際連盟）で、東西文化の融和を
図るところに世界の平和、人類の幸福があると訴え、その実
現のために奔走しました。まさに、
「願わくはわれ太平洋の橋
とならん」です。
「争いのない社会を築くために何を拠りどこ
ろに考え、行動すればよいのか」、「国際社会で尊敬を集め、

樋野

興夫

活躍するには日本人はどうすればよいか」が、日本の国際的
地位向上の新渡戸稲造イズムと若き日に教わりました。病理
学者でもある私は、
「日本国のあるべき姿」として『日本肝臓論』
を展開しています。日本国＝肝臓という「再生」論に、具体
的なイメージが獲得されたのではないでしょうか。人間の身
体と臓器、組織、細胞の役割分担とお互いの非連続性の中の
連続性、そして、傷害時における全体的な「いたわり」の理
解は、世界、国家、民族、人間の在り方への深い洞察へと誘
うのではないでしょうか。新渡戸稲造は
「チアフル」
（Cheerful）
を力説したと、矢内原忠雄（1893-1961）著『余の尊敬する人物』
（岩波新書）にあります。「チアフルな顔付を以て人に接し、
見ず知らずの人に対しても、少しの親切でもしてあげるとい
う心もちで暮らせば、社会はどれだけ温かくなるかも知れな
い」とあります。それは「他人へのおもいやり」であり、「他
人の感情を尊敬することから生ずる謙遜・慇懃の心」を常に
忘れない「濃やかな配慮の人」であったことでしょう。
「欣然
たる面貌、快然たる微笑をもて」
（新渡戸稲造）の実践でもあ
ります。
河井道の『わたしのランターン』の終わりに「ここまで、
わたしは、わたしのランターンをかかげてきた。時がくると、
それは別の手へとひき継がれて、さらに先へと運ばれていく
であろう。私たちの魂の「太陽」が、この世界の面から、う
れいと闇の跡を一ひらも残さず追いはらうまで、このランター
ンが、芯を切りととのえられ、燃えつづけていくように、わ
たしはそれのみを願っている」と記述されています。河井道
なら、
「コロナ時代の教育」を下記の如く語るのではないでしょ
うか。
①自分の力が人の役に立つと思う時は進んでやれ
②人の欠点を指摘する要はない、人のあやまちは語るには足らぬ
③理由があっても腹を立てぬこそ非凡の人
④感謝は優しき声に表れる
⑤心がけにより逆境も順境とされる
『河井道の教育理念の実践の場＝「恵泉女学園」
』をさらに発
展・展開させる為に、今後とも貴重な、ご寄付を頂ければ幸
いです。よろしくお願い申し上げます。

＊奨学生からの手紙＊
毎年「奨学金のために」と恵泉会及び同窓会からご寄付をいただいております。これを原資とした奨学金を受給し
た学生からの感謝のお手紙を紹介します。ほかにもたくさんの学生・生徒が、同様の奨学金にて恵泉女学園での学び
を支えていただいております。

恵泉会・同窓会の皆様

恵泉女学園大学

人間社会学部国際社会学科

4年

おう

王

が

き

雅琪

この度は、恵泉フェロシップ給付緊急奨学金に採用していただき、誠にありがとうございます。私は日本に来て、
この国の文化、習慣などを学び進めていく中で、中国と日本の架け橋になりたいと思うようになりました。そのた
めには、国と国との関係を学ぶ必要があると考え、国際社会学科がある恵泉女学園大学に入学しました。また、大
学の園芸の授業では、自然に感謝し、実りを実感できることがとても素晴らしいものであることを学びました。
卒業論文では中国のインフルエンサーの言動でファンの消費がどのように喚起され、経済にどのような影響を与
えるのかについて考察しました。将来は日本で働き、日本で暮らしたいと思っています。日本での 5 年間たくさん
の人に支えられ、今の自分があります。将来は、人々の生活を豊かにし、人々の生活を考え、支えになれる仕事を
したいと考え、日本での就職を決めました。
こちらの奨学金のおかげで、学生の本業である勉強や就職活動に力を入れることができ、コロナウィルスの感染
拡大による、経済的な負担や不安が軽減されました。
今後も恵泉会・同窓会の皆様方のご支援によって貴重な学生生活を送れたことへの感謝の気持ちを忘れず、ご支
援にこたえられるように日々努力を重ねていきたいと思います。
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