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研究旅行の目的 

人間の「平和」への精神を学ぶことを目的としています。争いは未だ絶えず行われてお

り、国同士の争いや人種や民族グループによる争い、また個人の争いなどスケールは様々

ですが、これは時に大きな悲劇をもたらします。私はこれらの争いの解決の糸口は人間が

「平和でありたい」と思う信念にあると考えています。アメリカという多様な人々が混在

する国も多くの争いを行い、差別や偏見の問題が今も根強く残っていますが、平和主義を

掲げる集団がたくさんあります。卒業論文ではこれらの集団を分析しようと思い、その精

神を学びとるには現地に赴くことが必要です。 

期待される成果 

人々との交流を中心とした旅行であるため、一人一人の考えを直接聞くことができ、「精

神」という、学び難い分野を学ぶことが可能です。「クエーカー」「メノナイト」「アーミッ

シュ」「禅」という幅広い集団と直接交わり活動を体験することは非常に貴重な経験であり、

「ヒッピー」という 1960 年代の人々の活動は日本において資料が尐ないため、現地での資

料の収集や彼らの活動場所を訪れることは今後の研究にとても役立ちます。また、これら

のグループの平和の概念が宗教や文化に存在することを学び、比較することで「平和の在

り方」を追究することができます。 

 

研究旅行・日程表  

        2009 年 9 月 4 日 ～ 9 月 15 日     [ 11 日間 ] 

    滞在地               行 動 

第１日目 

 

9 月 4 日 

ニューヨーク 福岡から成田空港を経由し、ＪＦＫ空港（アメリカ合衆国）

へ到着。宿泊先は「メノナイト」のペンション「Menno 

House」である。室内にある 1000 冊蔵書する図書館で文

献を探す。 

第 2 日目 

9月 5日 

ペンシルヴァニ

ア 

ペンシルヴァニアの「アーミッシュ」の村を散策し、生活

様式などを学ぶ。 

第３日目 ニューヨーク クエーカーの教会へ行き、集会に参加する。 



9 月 6 日 

第４日目 

9 月 7 日 

ニューヨーク 1960 年代中心に平和活動を行った若者集団「ヒッピー」

で有名な「woodstock」を散策し、その歴史を学ぶ。 

第５日目 

9 月 8 日 

ニューヨーク 「ニューヨーク市立図書館」で文献を探す。 

第６日目 

9 月 9 日 

ニューヨーク 「国際連合本部」を訪問し、世界が取り組む「平和」のた

めの活動を調べる。 

第７日目 

9 月 10 日 

ニューヨーク グリニッジヴィレッジを散策し、街にある平和の象徴やモ

ニュメントなどを探す。 

第８日目 

9 月 11 日 

ニューヨーク 9.11 について学ぶ。グラウンド・ゼロやＮＹ消防博物館な

どテロ事件に関する場所を訪れる。夜は灯篭流しのボラン

ティアに取り組む。 

第９日目 

9 月 12 日 

ニューヨーク 昨日に引き続き、テロ事件について理解を深め人々の活動

を知るため、ワールドトレードセンターやビジターセンタ

ーを訪れる。その後、ニュージカル「Hair」を鑑賞し、ベ

トナム反戦運動について学ぶ。 

第１０日目 

9 月 13 日 

ニューヨーク 平和宗教として用いられるアメリカでの禅を知るために

「Zendo」へ訪問する。実際に現地の方と坐禅などの儀式

に参加し、その心を体験する。 

第１１日目 

9 月 14 日 

ニューヨーク ＪＦＫ空港（アメリカ）から成田空港を経由して福岡に到

着。この間に日付が 9 月 15 日へと変わる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【報告書】 

2009 年度・研究旅行レポート 

 

アメリカにおける平和の多様性 

                                 進 美彩子 

１、はじめに 

 民主主義と自由を求めて多くの移民がやって来たアメリカ、そして１９４５年には世界

の平和と社会の発展を願って国際連合が誕生し、その本部はアメリカニューヨークに位置

している。国連に並べられた旗のように、国籍や人種の異なる人々が同じ都市の中で時間

と空間を共有して生活することでニューヨークは「平和的国際都市」の象徴になっている。

そのような中で、２００１年９月１１日に同時多発テロがニューヨークで発生し、その主

要な国際都市でさえも「平和」という言葉が揺らぎ始めた。しかし、世界経済の中心的都

市にまで成長し、世界中の人々が生活を営むニューヨークには、アメリカン・ドリームの

ように世界の理想が存在していると私は信じている。 

 

２、目的 

 紛争が絶えることのない世界において、人々の「平和な生活を送りたい」と願う信念が

争いを止める最も根本的な解決の糸口である。その信念の表わし方は宗教や生活様式とい

った様々な文化であるが、それらを人々が共有することまたは認知することで一人一人の

平和に対する思いがより一層深まると思う。今回の旅では、平和活動の様々な在り方を学

ぶことが第一の目的である。そして多くの「文化」と交流することでそれらが「平和」と

いう一つの概念によりつながっていることを確認し、「文化」の重要性を国際文化学部の生

徒として、一人の人間として学びたい。そしてより効率的に研究を進めるために世界の様々

な文化が混在する、国際都市ニューヨークでフィールドワークを試みる。 

 

３、日程 

  ９月４日（金）福岡から成田空港を経由してＪＦＫ空港に到着 

  ９月５日（土）ペンシルヴァニア州アーミッシュ村を散策 

  ９月６日（日）クエーカー集会に参加 

  ９月７日（月）愛と平和の巡礼地 ウッドストックを散策 

  ９月８日（火）ＮＹ市立図書館 

  ９月９日（水）国連本部 

  ９月１０日（木）グリニッジヴィレッジ散策、ストランドブックストア（大型古本屋） 

  ９月１１日（金）グラウンド・ゼロ 視察、ＮＹ消防博物館、灯篭流しボランティア   

９月１２日（土）ＷＴＣ ビジターセンター 

          ミュージカル「Ｈａｉｒ」（ベトナム反戦演劇） 



  ９月１３日（日）Ｚｅｎｄｏ 日曜儀式へ参加 

  ９月１４日（月）―９月１５日（火）ＪＦＫ空港から成田空港を経由して福岡に到着 

 

 

４、旅の記録 

●ペンシルヴァニア州ランカスター郡 アーミッシュ村 

  アーミッシュとはキリスト宗派の一つであり、彼らは洗礼の違いによって他の宗教か

ら迫害を受けたため宗教の自由を求めてアメリカへ移住してきた。彼らの生活は電気や

電話をひこうとせず、移動には馬とバギーを使用し、大きな納屋や広大な農場では家族

全員による農作業を営む。近代的生活を生きるわたしたちにとって、彼らの生活は驚く

べきライフスタイルと映る。アーミッシュの存在やその生活様式についてはテレビや雑

誌でも多く取り上げられ、平和団体の一派としても知られている。 

 

 

 ・KITCHEN KETTLE 

 

  ニューヨークから車を走らせて２時間ほどで、ペンシルヴァニア州ランカスター郡ア

ーミッシュ村に到着した。広々と広がる大草原にはとうもろこし畑が広がり、馬車が車

道を走り、ペダルのない自転車をこぐ人々、そして裸足で歩く子どもを多く見かけた。

そして「KITCHEN KETTLE」というアーミッシュの商業地に到着した。そこは「アー

ミッシュ」という名を商業として利用している観光地であり、たくさんのお店やカフェ

が立ち並び、一定のお金を払うことで馬車に乗ることができるサービスも行われていた。

現地の人の話によると、アーミッシュとわたしたちのような俗世の人間の間を取り持つ

存在があり、彼らがこの場所のようにアーミッシュによって作られたものを販売する役

目を担っているという。その多くは元アーミッシュとして生活していた人々であり、今

では媒介役としてアーミッシュと現代社会の交流に重要な役割を果たしているという。 



広場ではアーミッシュの男性３人がギターを弾きながらカントリーミュージックを歌っ

ていた。穏やかな陽気とゆったりとした音楽によって時間の流れをあまり感じさせない

空間が創られていた。それから「ゆっくり」と言えば、馬車である。気候や馬の体調に

もよるが、人間が歩くスピードよりも遅いアーミッシュ村での馬車はとても不思議な存

在のように思えた。車には頼らず馬車を使い続けるように、利便性を求める生活よりも

文化を守る生活を選んでいる姿を目の当たりにした。 

・The AMISH FARM and House 

 

  「KITCHEN KETTLE」から尐し離れた所にアーミッシュの文化を紹介する博物館が

あり、家族の共有時間を作るとても大切な空間である居間、寝室などを紹介する館内ツ

アーに参加した。とても印象に残ったのは寝室で説明されたアーミッシュの衣装である。

以前読んだ本に「服は言語」と書かれていたが、全くその通りであった。簡素で派手で

ない色、そしてボタンは使用しないなど実にシンプルな種類の服が多く紹介された。そ

して既婚であるか未婚であるかということだけでなく、恋愛中であるかということまで

服の種類を着分けることで男女とも意思表示をするという。そしてツアーが終わり、次

に屋外の展示を見ることにした。そこには牛舎や物置小屋があり、そして長いロープに

かけられたたくさんの洗濯物が干されていた。 

便利なものが次々と生まれている世界では従来の文化が切り捨てられていき、それは

やがて時代遅れの産物、そして差別の対象へと多くが移行してしまう。しかし、その意

識は人間自身の意識によって変化するのである。時代や何かが「文化」の価値を変える

のではなく、人の頭の中の概念が「文化」の価値を判断し決めていくのだと思う。よっ

て人の意識が変わらなければ「文化」が廃れることはないはずであり、一人一人の意識

が「文化」を守るのである。アーミッシュは「必要なものは何かではなく、不必要なも

のは何か」を生活の中で問う生き方をしているという。これはわたしの心に響いた言葉

であった。すべての人に行き届いているわけではないものの、現代の社会には生活する

上で必要なものが十分にあると思う。だからこそわたしは必要なものではなく、不必要



なものを探す生活をしてみたいと思った。それを実行することで物事の悩みが減り、心

が軽くなることで精神的に生活が豊かになるような気がするのだ。また、アーミッシュ

は時間に追われないという「急がない」ライフスタイルや家族やコミュニティの強い絆

によっても成り立っている。常に時間を気に掛ける生活が人に余裕をなくし、人間関係

が希薄となる原因にもなっている。アーミッシュのように人と人とのつながりを大事に

生きることが安心できる生活を送るヒントである。 

 

●Menno House 

 今回の宿泊場所はメノナイトの経営する「Menno House」（メノハウス）というゲストハ

ウスである。メノナイトとはアーミッシュから派生したものであるために彼らと教義を共

有しているが、その教義はアーミッシュのものよりも寛容であり、社会活動に熱心である。 

チェックインをするときに、長期滞在と思われるメノナイトの方に中を丁寧に案内して

いただいた。Ｂ１Ｆは「public space」（共有地）として使われ、キッチンやダイニング、

リビング、そしてゲスト用の洗面所や洗濯機がある。廊下にはホワイトボードが置かれ、

イベントの告知や落し物の掲示が書かれていた。キッチンには電子レンジや小さな冷蔵庫

などの電化製品の他、食材や飲料、そしてお菓子までもが戸棚にぎっしりと詰められてい

た。これらは自由に利用することができ、無料であった。リビングにはソファー、パソコ

ン、テレビ、たくさんの本が納められている戸棚が完備され、平和の象徴である「鳩」の

絵画が飾られていた。わたしにとって無料で何でも自由に利用できるということは驚きで

あり、まるで家の住居人の一人になったかのように思えた。１Ｆは私のようなゲストの部

屋が３つ、そして経営者の事務室があった。２Ｆは長期滞在者の部屋が並んでおり、質問

等があればいつでも上がってきていいと言う人もいたが、人によってはプライベートな階

であるためゲストの立ち入りをあまり好ましく思わないようであった。しかし、皆とても

親切であり、困ったことがあるといつも話しかけてくれた。リビングでメノナイトたちと

過ごす時間は家族との団欒のようでとても居心地が良かった。ゲストルームというわたし

の部屋もとても広くて温かみを感じた。ここにも本がたくさん並べられており、メノナイ

トに関する本がほとんどであった。 

 チェックアウトの日を明日に控えているとき、宿泊費を請求されないことに疑問を感じ

た。事務所にいる経営者に尋ねると、いつでも良いという答えが返ってきたため尐し戸惑

ったが、ゲストへの部屋の提供が利益目的ではないことが示されたようであった。人間関

係が利益で成り立つ関係ばかりではないこと、そしてメノナイトでなくても暖かく受け入

れられる貴重な時間を過ごすことができた。 

 

●Quaker's meeting 

 クエーカーとは平和団体の１つであり、１７世紀にイングランドで発足した。彼らの集

会にはプログラムがあるものとないものがあり、今回わたしが参加したのは日曜日に行わ



れるプログラムのない集会であった。誰かが語り始めるまではずっと沈黙が続くと聞いて

いたとおり、集会の開始時間になると突然、黙祷が始まった。そして１時間ほど経った頃

に突然一人の男性が語り始め、その話が終わるとまた黙祷が始まった。そして今度は女性

が語り始め、人々はその話に耳を傾けた。教会に来た参加者のうち、話をしたい人々が自

分の日常の経験から得た教訓や黙祷に集中するための助けになることを皆に語り、そして

目を閉じて祈り続けることがプログラムのないプログラムの内容であった。そして１つの

プログラムが終了すると周りの人々と握手を交わし、私も輪の中に入った。日曜日は２回

のプログラムがあり、１回目は９：３０という早い時間ということもあって比較的年齢層

の高い人々ほとんどで、１５人ほどが参加していた。２回目の１１：００からのプログラ

ムには小さな子どもや赤ちゃんを連れた家族や学生の姿も目立ち始め、最終的には５０人

ほど集まっていた。日曜の朝にこのような習慣が多くの人々の間で行われていることに尐

し驚いたが、宗教国家アメリカでは当たり前のことであるようだ。実際に参加することで

精神が清まり新たな活力が自分の中に生まれるように感じ、このような時間をわたし自身

も貴重に感じた。教会はとても広々として美しく、ペンキの匂いがほのかに残っていた。 

 

集会の後にクエーカーの人々の活動を紹介する様々な冊子が広間に置いてあったので、

何部か頂いた。それらを読むことで環境問題にとても関心があるという彼らの現在の姿を

知り、クエーカーの信条に沿って環境問題に取り組む心を読み取ることができた。以下は、

その冊子に書いてあった内容を抜粋して和訳したものである。 

 

 神の存在がすべてのものを創り出すことをわたしたちは認識している。また、人間がど

のように地球やその生き物に対応するかということにおける重要な変化は、わたしたちが

地球に対してどのように感じるのかにおける重要な変化がない限り起こらないことをわた

したちは認識している。心が引きこまれたならば、愛する行動はそれに伴う。自分自身の

ように、神や自分の隣人を愛しなさいということは、人間にとっての隣人とは人間だけで

はないすべての生き物に当てはまることを神は理解している上で言われた。「自然とのつな



がり」は感覚的な認識ではあるものの、人間と地球が共通の生命、鼓動、運命を分け合っ

ていることを意識することは重要である。わたしたちの「内なる光」は、略奪を偽るため

の誤魔化しを行うものを見破り、真実を話す助けになるだろう。 

 神の素晴らしい生物において、地球は持続的に太陽からの新しいエネルギーを享受して

いる。地球の自然システムの発達によって、風、雲の形成、雤、植物の成長、そしてすべ

ての生命が存在している。現在わたしたちは再生できない化石燃料に頼る生き方に縛られ

ている。John Woolman は戦争の要因がわたしたちの所有欲にあるかどうかを検討するよ

うに求めた。石油資源の管理に対する衝動が非常に残酷な今日の争いの原因となっている。

世界的石油の採掘の限界はもうすぐ頂点に達してしまう（早くて２０１２年という専門家

もいる）。もしも需要が抑えられないならば、石油価格は高騰し、戦争は続くだろう。 

 石油燃料の爆発はまた環境問題を導き、特に気候変動、二酸化炭素の排出それは文明化

自身の長期的な未来を脅かす。 

 わたしたちの純真、融和、平等、そして平和な歴史的証言はわたしたちのエネルギー消

費のパターンを再調査し、わたしたちに何の変化が必要であるかを呼び覚ます。実際にわ

たしたちは自然のバランスを乱してすぐに使い果たされてしまう化石燃料に頼りすぎるこ

となく、豊かに、公正に、そして簡素に生きることができる。わたしたちの故郷や礼拝の

場所、わたしたちの社会や自然、世界への変化の必要性をわたしたちが実行するとき、わ

たしたちは神の創造物を未来の世代のために保護するだろう。 

 電気事業の産業は輸送機関のように大気汚染の責任がある。わたしたちの家や会社のた

めに汚染を減らす電気の再生可能な資源を選択することは世界問題を解決するために行動

するのに良い方法である。再生可能なエネルギー資源は汚染を減らし、温暖化を遅らせ、

輸入石油の依存を減らし、そして地元の経済を強化する。しかし不運なことに、経済や規

制の理由で代替電気の選択は望むよりも早く市場に現われない状態である。そのような中

でも、いくつかの州ではわたしたちが電気会社や事業からから直接再生可能なエネルギー

を購入することができる電気小売競争を紹介した。 

わたしたちが目標としていることは、まず２０２０年までにすべてのエネルギーの最低

３分の１は再生可能なエネルギーへと変えることであり、そうしたならばエネルギーの使

用効率は２倍に増える。次にすべての工場の汚染物質の制限を厳格化し、核力は段階的に

廃止するべきである。そして環境に良い車を利用し、その主導権は公共機関を推進するこ

とにある。また、石炭、石油、そして核産業への助成金を止めなければならない。そのか

わりにわたしたちは再生可能なものに投資をし、影響される労働者や社会に公正な推移を

施すことが求められる。再生可能なエネルギーの種類として、バイオマス、太陽電池、太

陽熱、風力、水力電気、地球熱、水素を利用することを採り上げる。 

 個人の生活においてわたしたちができることは次のようなことがある。 

 ・冷水での洗濯 

  最新の洗濯洗浄は冷水と温水の両方により行われている。温水はたいてい濃い染みに



だけ必要とされる。機械による洗濯に関するおよそ９０パーセントのエネルギーは水を

温めることに使われる。 

 ・電子レンジの使用 

  電子レンジは一般に使われるオーブンの３分の１のエネルギーしか必要としない。な

ぜなら、オーブンはキッチンをも暖めてしまうためにわたしたちはキッチンでクーラー

を入れてしまうからである。 

この他にも自動温度調節装置の見直し、節電、車の利用やアイドリングを減らすこと、

クーラーの使用を減らすために影を利用することなどを推進する。 

                       （Quaker’s Publications より） 

 

このように、地球のように多様な自然や生物が存在する場所は他にないこと、またそれ

らの生命を大切にすることを神が説いていることをクエーカーは紹介している。そして誰

も所有することのできない地球を熟考することはわたしたちを暴力から保護の意識へと動

かす力をもつという。平和を実現するためにも環境を守ることは大切であると考え、環境

政策を提案するなどとても積極的にこの問題に取り組むクエーカーの新たな一面を見るこ

とができた。宗教の信念を発展させて現代の社会問題と繋げ、それを活動へと移している

現在の実例を知り、宗教が社会と繋がりが密接であることを改めて学んだ。 

  

●wood stock 

  １９６０年代に盛んに起こった対抗文化の象徴ともいえる「ヒッピー」と呼ばれた若者

たちは反社会的存在として当時政府から非難されていた。彼らは精神世界や東洋哲学にド

ラッグを使いながら陶酔し、愛と平和を求めて戦争反対を訴えたが、当時勃発していたベ

トナム戦争の終焉とともに衰退していった。 

彼らの平和主義がどのようなものであったかについて調べていく過程で、あるイベント

と結びついた。それは、１９６９年に開催された伝説のロックコンサート「ウッドストッ

クフェスティバル」である。世界の愛と平和を求めるために多くの有名なミュージシャン

たちが開いたこのコンサートには多くの若者たちが集結し、その数は 40 万以上であったと

いう。そしてこれは「ヒッピーの集会」とも呼ばれている。つまり、反戦運動やヒッピー

の風潮の時代そのものを巻き込んだコンサートであったのだ。 

 

・ The Museum Bethel Woods 



 

  「ウッドストックフェスティバル」の開催地に、その記憶を残そうと博物館が建てられ

ていた。その周りにはステージのあった場所に広場、その近くに記念碑がある以外は何も

なく、本当にこの場所に 40 万もの人々が集まったのかと疑わしいほどに閑散としていた。

博物館の中に入ると、当時の関係者や出演ミュージシャン、観客のコンサートに対する熱

いメッセージや衣装が丁寧に相当な数が展示されており、コンサート風景の映像を視聴で

きる場所もあった。その映像には激しい雤など悪天候で何度も中断されたものの動じるこ

となく盛り上がる観客の姿が映されており、とても印象的であった。館内はすべてカラフ

ルな照明で彩られており、独特な雰囲気を描き出していた。悪天候で衛生的にも好ましく

ない環境となってもコンサートに参加し続けた人々の心には何があったのだろうか。何と

してでもこのフェスティバルを成功させようとしたのは、戦争を続けるアメリカ政府に抵

抗する手段の一つになると考えたからだと思う。これは単なるコンサートではなく、音楽

界の重要な歴史に刻まれ、40 年経った今もなお世界でこの記録を収めた DVD が販売され

るほどの歴史的コンサートであったことが博物館を見て改めて実感できた。 

 

 



 

・Woodstock Village 

 「ウッドストックフェスティバル」の本当の開催地は、「ウッドストック」ではなかった

という事実がある。企画の主催者はウッドストックで行うことを強く希望したのだが、相

当な数の観客が村にやってくるのを恐れた住民たちはその提案を拒否した。よって開催地

は変更となり、「ウッドストック」から車で２時間ほど離れている「サリバン郡ベセル」と

いう農場で行われることになったのだが、「ウッドストック」という名前だけは残された。 

 フェスティバルの開催を拒否したという「ウッドストック」の街を訪れた。そこにはヒ

ッピーの姿をした若者やヒッピー風の衣装を揃えたショップやフリーマーケットが多くあ

る他に、セラピーや禅などの東洋哲学の本を揃えた本屋、そして絵画や写真を展示した美

術館もあった。「ウッドストック」は美術の街でも知られ、美術品には風景画の他に人間の

裸体を描き出したものが多く見受けられ、「自然」がテーマとされていた。街全体はとても

穏やかな空気に包まれており、街の所々でゆったりとした音楽の演奏や歌声が絶えず響き、

装飾された車のパブリックアートも所々に見ることができた。 

 個人の主張がどれほどの力をもつのかをヒッピーは示していた。時代の風に流されず、

社会に反抗してまでも自分の欲求のままに行動することはなかなかできるものではない。

彼らはドラッグを使って精神快楽を求めるなどの過激な要素がある一方で、平和を愛する

穏やかな一面もある。一見矛盾しているようだが、この二面性は人間の本来の姿でもあり、

彼らはその両方の姿を外に表しているのだと思う。彼らにとっての「平和」とは自己の欲

求が実現できる「自由な世界」である。ある程度の秩序がなければ「平和」は成り立たな

いとは思うが、既存の社会体制に反対するには彼らのような積極的な態度も平和の実現に

は必要なことだろう。そして、「音楽」や「美術」といった「文化」を通して人々が平和活

動を行ったことからも、「文化」と「平和」には密接な関係があることを感じた。 

 

 

●United Nations 



  国際連合本部では毎日来場者のためのツアーが活発に行われている。英語のツアーは人

数が集まり次第随時行われ、他の言語でも１日１度は希望次第で行われるようだった。ツ

アーのコースは、館内に飾られている展示物を巡っていくものであった。初めは国際連合

本部に様々な国から寄贈されている絵画や工芸品を鑑賞した。特に印象に残ったものは、

アメリカから送られたノーマンロックウェルの絵画である。これは黄金律がテーマとなっ

ており、世界中の様々な宗教、肌の色、服装の人々が描かれていた。枠に入り切れていな

い人も丁寧に描かれており、一枚の絵では表すことができないほど本当に多様な人々が世

界に存在していることを暗示しているようだった。 

 ２０００年９月に各国の代表者が国連本部に集合し、貧困削減を目的とした「国連ミレ

ニアム宣言」が採択された。そして「最貧層１０億人の貧困脱出を」というミレニアム開

発目標が掲げられ、そのために８つの課題とその実践的対策がパネルに描かれた文字と写

真、そして展示物とともに紹介されていた。パネルの内容は以下の通りである。 

 

目標 1：極度の貧困と飢餓の撲滅  

具体的目標 1：  

1990年から 2015年までに、1日 1ドル未満で生活する人々の割合を半減させる。  

具体的目標 2：  

女性や若者を含め、完全かつ生産的な雇用とすべての人々のディーセント・ワークを

達成する。  

具体的目標 3：  

1990年から 2015年までに、飢餓に苦しむ人々の割合を半減させる。  

目標 2：普遍的な初等教育の達成  

具体的目標 1：  

2015年までに、すべての子どもたちが、男女の区別なく、初等教育の全課程を修了

できるようにする。  

目標 3：ジェンダーの平等の推進と女性の地位向上  

具体的目標 1：  

できれば 2005年までに、初等・中等教育において、2015年までにすべての教育レ

ベルで、男女格差を解消する。  

 

目標 4：幼児死亡率の引き下げ  

具体的目標 1：  

1990年から 2015年までに、5歳未満の幼児死亡率を 3分の 2引き下げる。  

目標 5：妊産婦の健康状態の改善  

具体的目標 1：  

妊産婦の死亡率を 4分の 3引き下げる。  



具体的目標 2：  

リプロダクティブ・ヘルスの完全普及を達成する。  

目標 6：HIV／エイズ、マラリア、その他の疾病の蔓延防止  

具体的目標 1：  

2015年までに、HIV／エイズの蔓延を阻止し、その後減少させる。  

具体的目標 2：  

2010年までに、HIV／エイズ治療を必要とする人々に完全普及する。  

具体的目標 3：  

2015年までに、マラリアその他の主要な疾病の発生を阻止し、その後発生率を下げ

る。  

 

目標 7：環境の持続可能性の確保  

具体的目標 1：  

持続可能な開発の原則を、各国の政策やプログラムに反映させ、環境資源の喪失を

阻止し、回復を図る。  

具体的目標 2：  

生物多様性の損失を抑え、2010年までに、損失率の大幅な引き下げを達成する。  

具体的目標 3：  

2015年までに、安全な飲料水と基礎的な衛生施設を持続可能な形で利用できない

人々の割合を半減させる。  

具体的目標 4：  

2020年までに、最低１億人のスラム居住者の生活を大幅に改善する。  

目標 8：開発のためのグローバル・パートナーシップの構築  

具体的目標 1：  

後発開発途上国、内陸国および小島嶼開発途上国の特別なニーズに取り組む。  

具体的目標 2：  

開放的でルールに基づいた、予測可能でかつ差別のない貿易および金融システム

の更なる構築を推進する。  

具体的目標 3：  

開発途上国の債務に包括的に取り組む。  

具体的目標 4：  

製薬会社との協力により、開発途上国で必須医薬品を安価に提供する。  

具体的目標 5：  

民間との協力により、情報通信技術をはじめとする先端技術の恩恵を広める。  

（国際連合 HP より抜粋） 

  



これらの目標に対する対策として説明されたものをいくつか挙げる。 

・女の子どもに対する資金の供給 

 農村地帯では男は働き手として期待されるが、女の赤ん坊が生まれた場合はその多くが

稼ぎにならないからという理由で妊娠中におろされたり、生まれた後に殺されたり、売り

飛ばされたりしているという。そのため国連は彼女たちを守るために、女子児童がいる貧

困層の家庭には特別な資金を供給している。 

・マラリア予防の蚊帳 

 マラリアなどの感染症の多くは蚊を媒介として感染してしまう。それらは簡単に治療で

きるはずであるのだが、治療のための資金不足のために何もできずに見殺しにしてしまう

ことが多い。そのため、それら感染症を予防するために国連は、蚊帳の設置を支援してい

る。とても経済的で安直な対策に思われがちだが、大きな効果を発揮している。 

・ユニセフによる勉強、健康診断のための道具の配給 

・衛生的な医療器具や薬の配給 

妊婦やその赤ん坊が亡くなるのはへその緒を切るはさみの汚染が大きな原因とされてい

る。そのため、衛生的な出産措置の道具や体調管理の薬が支援されている。 

 

また、地雷問題も取り上げられていた。地雷の展示では、まるでヨーヨーのような大き

さの丸い緑色をした地雷が印象的であった。これは故意に子どもの気をひくために作られ

た地雷であり、製作費はたったの３ドルという。しかし、撤去には１００倍の３００ドル

以上が必要である。その他には銃を改造してギターに作り変えた作品や長崎に落とされた

原爆により背面がひどく被爆した聖アグネス像が展示されてあった。 

 国際連合が特に貧困問題に大きな重点を置いていることが示されるように、多くの展示

物から成る施設が国連本部にあることを初めて知ることができた。国連と聞くと、世界の

会議が行われる場所という印象ばかりあったのだが、その会議の内容を自分があまり知ら

なかったことにショックであった。実際に国連へ足を運ぶことで、世界の人々が安心して

暮らすことのできる平和な世の中を強く望むようになった。ニューヨークへ行ったら必ず

多くの人に国連を訪れてもらい、貧困問題について考えてほしいと思う。国家同士が話し

合う大規模な国際交流の場では世界の未来への責任があり、そして平和への大きな進歩は

ここから生まれるのだと思った。 



 

 

●水上庭園 

・イサム・ノグチ 

 広島の平和記念公園にある平和大橋と西平和大橋を設計したイサム・ノグチは海外か    

らも高い評価を受けている。しかし、日本人でありアメリカ人でもある彼は戦争時以外に

仕事においても、様々な苦痛を経験したようである。広島平和記念公園の慰霊碑のデザイ

ンをするはずであったのだが、アメリカ人の血が混じっているということで担当から外さ

れ、また J.F.ケネディ大統領の慰霊碑の設計をしたところ、今度は日系であるという理由で

再び仕事から降ろされてしまった。日本人とアメリカ人の２つのアイデンティティに苦し

む彼の作品には「平和」への思いが込められているように思う。２つのアイデンティティ

を持ち合わせているからこそ国際的な役割が担われるべきであり、それを理由にどちらの

国からも受け入れられないというのはあまりに残酷である。 

 

・水上庭園 

NY の街にはパブリックアートが多く見られる。何を意図して作られたのか不明なものも

あるが、一つ一つの作品には作者の主張が生きているように感じる。今回、日系アメリカ

人であるイサム・ノグチという芸術家の作品「水上庭園」を訪れた。ビルの間にある広場

にある作品は真ん中に噴水が備えられていて周りに石が置かれている。ビジネスマンと思

われるスーツ姿の男性がそれを眺めており、一息ついたり考えごとしたりするのに良い場

所のようであった。NY のビルが多く立ち並ぶ中に突然現れる庭園は NY の景色に不思議と

溶け込んでおり、日本文化を象徴するような庭園が NY の街に存在することで、それを見



た日本人の私は安堵させられるような感じがした。 

 

「庭園」と聞くと日本を無意識に思い浮かべてしまうが、この庭園の設計者が日系アメ

リカ人ということを考えるとこれはアメリカの文化でもある。文化は創作者の国籍によっ

てその国の文化と位置づけてしまいがちだが、現在のように簡単に他国に足を運べるよう

になると、文化も人とともに移動し、変容していく。人間だけではなく、文化にもアイデ

ンティティがあると考えてみると、文化は様々なものに変容することができ、それを世界

は受け入れることができるのになぜ人間は難しいのだろうか。存在するすべてのものにア

イデンティティを認めることですべてのものが自由になることができ、そして平和につな

がるのではないかと思う。 

 

●rainbow  

  グリニッジヴィレッジでは同性愛者が多く見受けられる。というのも、１９６９年にグ

リニッジヴィレッジでゲイたちが警察の強制調査に反発して起こした反乱（ストーンウォ

ール暴動）がゲイの権利獲得のための運動への契機となったためである。クリストファー

公園ではゲイ解放記念碑があり、またゲイたちのバーで知られるストーンウォール・イン

ではたくさんのレインボーフラッグがかかげられていた。レインボー（虹）は多様性の象

徴であり、近辺の通りにはこのような旗を差している建物が多くあった。多様性を認める

ことは人々の争いをなくす一つの手段であるが、現在のオバマ大統領がクリスチャンであ

ることからも、将来彼らの存在と宗教との折り合いは難しいだろう。しかし、このような

街が存在することでその可能性が消えることはなく、宗教国家アメリカでありながらも

様々な宗教を信仰する人々が存在する NY ではなおさら考え方が一つではないことがここ

に示されているようであった。 



 

 

●Ground Zero 

 ９月１１日、朝から天候がとても悪かった。強い雤風、そしてこの日だけは気温が一気

に下がりとても肌寒かった。まるで８年前の今日がどのような日であったかを彷彿とさせ、

街全体が泣いているようであり、今日は NY に留まり平和について考えるように天候が促

しているようにも感じた。午前８時４６分からの黙祷のために朝早く現場へ直行したが、

多くの人々がすでに集まってきており、警官による大規模な交通規制が行われていた。追

悼式典に参加したいと尋ねると、家族や友人を亡くした関係者しか入場を許可されず、ま

た入場にはその関係者のつける白いバッチが必要ということであった。外からは人ごみで

何一つ見えず、スピーカーから流れる音声も雑踏では聞こえにくいため、一旦ホテルへ帰

ることにした。ホテルのテレビをつけると式典の中継が行われており犠牲者の名前が写真

（提供者のみ）とともに一人一人読み上げられている最中であった。 

 翌日もう一度現場へ足を運んだ。聞いていたとおり、工事現場という以外は何も見るこ

とができなかった。しかし、ここに２つのタワーがあったのだと示されるように何か物悲

しい空虚が漂っており、街中からその方向を眺めると違和感のある空間が見えた。夜にな

るとその空間を埋めるように追悼の意を込めた二本の青いライトがまっすぐ上に伸びてい

た。 

 宿泊時に３０代の女性と知り合った。彼女はこの同時多発テロでアメリカ人の友人を一

人亡くしたという。その友人と親密であったこともあり、彼女は事件から２年間は何も手

につかなかったという。しかしこのままではいけないと思い、自分の心を落ち着けるため

にも事件前の WTC がどのようであったかを亡くなった友人を中心として映画を現在製作

しているという。残された人の人生をも変えてしまうこの事件の大きさを改めて感じた。 



 

 

●NY 消防博物館 

 アメリカにおいて消防士は英雄的存在である。そしてＮＹ同時多発テロの際に多くの消

防士が犠牲者を救おうとして、命を失ってしまった。その記念館が NY 消防博物館にある

ため行くことに決めた。 

 博物館に入る入場料は任意であり、中に入ると消防士のグッズが多く並べられていた。 

消防士の歴史を展示するコーナーでは消防車として使われていた乗り物、消防士の制服が 

数多く展示されていた。９．１１の展示には大きなスペースが使われており、私のように

この展示を目的に訪れた人も多くいたようだ。犠牲となった消防士の顔写真がアーチに印

刷されており、多くの花が献花されていた。壁には救出活動の様子を写した写真や遺品が

飾られていた。 

 

 さらに奥へ進むと、９．１１の記録映像や子どもたちが平和を願って作ったステンドグ

ラス、そして犠牲者の思いを代弁したメッセージが展示されており、取り残された家族や

友人を想う気持ちが切に伝わってきた。以下はその言葉をノートに書き留めたものである。



原文で読むほうが良いと考え英文のまま載せることにした。 

If They Could Speak 

Please don't be afraid. 

Yes, life is different now but remember when it was beautiful? 

Well, it will be again, though not the same. 

The wounds will heal, your tears will dry and though scars remain,  

I know you are strong enough to live through the pain. 

 

Do not grieve and linger in the shadows of graves. 

Go out into the sunshine and tell everyone that I was here. 

Let our enemy know that when we were together we lived, and worked and loved. 

And though I am gone you will carry on for me because you must. 

 

Tell my family how much I loved them and still do. 

Remember the good we shared, the life we created, and walk forward with noble dreams.  

God can’t fill a shattered heart or a clenched fist. 

Let fear die and let love flow again like a river. 

 

So as the smoke rises high above the ash, 

gather all your strength and rebuild something new, something better.   

It’s not impossible.  It’s essential. 

It’s what I would do for you. 

Just one last thing, surely you must know, I never wanted to leave you.   

I was captured by fate, escorted by angels. 

And though you might feel alone, you are not and neither am I. 

 

Love always 

                            「NY 消防博物館より」 

 

●Lantern display on the water 

 ９月１１日の同時多発テロの日、２００２年から毎年日本人ボランティアがハドソン川

に集まり、追悼の灯篭を流すイベントが行われている。インターネットでその情報を知り、

参加することにした。午後３時から灯篭作りの作業が始まったのだが、まだ天候は荒れて

おり催行されるのか不安であったが、どんなに天気が悪くても中止にするわけにはいかな

いというボランティア団体の意思に安堵した。その日参加したボランティアは４０人ほど

で、ＮＹに在住する人と旅行者の割合はほぼ半々であった。 



・NY de Volunteer とは 

 ２００２年５月に創立された後に２００３年１０月に国税局から 501(c)(3) IRS 

Status(税金控除資格)を取得した正式な非営利団体である。今回わたしが参加したのは「９．

１１同時多発テロ犠牲者追悼式典・灯篭流しボランティア」という企画であり、日本のお

盆によく使われる灯篭の風習、日本文化をアメリカやイベント参加者に伝えることを含め

て９．１１の犠牲者を追悼することを目的としている。 

 

・灯篭作り 

 まず、灯篭作りから始まる。たいてい外で作業するそうだが、この日は天候の影響で近

くの倉庫を急遽借りて作業した。灯篭は発泡スチロールの土台に割りばしを四本差し込み、

上からメッセージを書いた四枚の貼り付けた和紙を覆う。１０８個製作し、中には電気蝋

燭を固定して出来上がりである。灯篭に書くメッセージはボランティアスタッフ以外に式

典に来た人々や近くを歩いている人々に書いてもらう。製作自体は簡単であるが、１個の

灯篭に対し４面のメッセージが必要とされるため、メッセージを集めることに時間がかか

った。 

・式典内容 

 NY 本願寺仏教会主催の式典であるため仏僧の方が進行していたが、イスラム教関係者の

方も多数参加していた。内容は主に演奏であり、合唱団やシンガーソングライターの原田

真二さんとフルーティストの福井恵利子さんの演奏などがあった。とても美しい音楽に大

勢の参加者が聞き入っていた。すべての演目が終了すると、イスラム教団体の方たちによ

るインドカレーが振る舞われた。悪天候にも関わらず非常に多くの人々が来場し、そして

灯篭流しの間は不思議と雤が止んだことでイベントは大成功を収めた。 



 

 

●WTC visitor center 

 

 WTC 跡の近くにテロの記憶を展示している施設がある。１ＦとＢ１Ｆが展示階となって

いるのだが、１ＦとＢ１Ｆでの雰囲気の違いに驚いた。まず１ＦにはＷＴＣの歴史、未だ

行方不明者の夥しい数の張り紙や犠牲者の写真、そしてテロ発生時のＷＴＣ内の音声や犠

牲者の遺品が展示されていた。犠牲者の名前を大きなボードに書きだしたものもあり、そ

こに佇んで涙を流す人の姿もあった。 

 Ｂ１Ｆへ降りる階段の手前に佐々木貞子さんの折鶴が紹介文とともにショーケースの中

に大切に展示されていた。佐々木貞子さんは２歳のときに爆心地から１、７キロの自宅で

被爆した。１２歳のときに白血病で亡くなるまで病床において回復を祈りながら鶴を折り

続け、その数は千以上とも言われている。その鶴たちは平和記念公園に奉納されたが、そ

れ以外の５羽のうち１羽が WTC 追悼施設に２００７年に寄贈された。当時折り紙は大変高

価であったために鶴は彼女が服用していた薬の包み紙で折られ、その大きさは指先に乗る

ほどである。そしてＢ１Ｆへ続く階段の天井にも折り紙で折られた１万羽以上もの鶴が吊



り下げられていた。これは９．１１日本人犠牲者家族関係者からの寄贈であるという。こ

のように必ず一目につく場所に日本の寄贈品が展示されているのはとても誇りに思うこと

であると同時に、この鶴たちを通じてテロの何倍もの犠牲者を出した原爆のことも世界中

の人々に知ってほしいと願う。 

 Ｂ１Ｆに行くと、そこは１Ｆの雰囲気とは全く違う展示場であった。ポップな印象を与

えるアメリカ国旗の大きなボードを背景に犠牲者の家族の写真とそのコメントが展示され

ていた。また、テロ被害者家族の話がヘッドフォンを通して聞くことができるという機器

や平和のメッセージを投稿するコーナーがあった。１Ｆに比べると照明の違いもあり、訪

れた人々に希望を持って帰ってもらうかのように、明るい雰囲気が漂っていた。 

 

 

●Hair 

  今回ミュージカルを観ることにしたのは、ヒッピーたちの反戦意識を感じ取るためであ

る。そしてアメリカの「TIME」誌にも歴史的な文化として紹介していたぐらい、このミュ

ージカルはアメリカ史を語る上で欠かせないものである。ベトナム戦争終結とともに収束

した本当のヒッピーを直接見ることはできないが、彼らが存在したアメリカで演じられる

ヒッピーはより本物に近いのではないかと思う。もちろんストーリーをよりよく理解する

ために鑑賞する前に、事前に日本で「Hair」の DVD を購入して予習をしておいた。 

１時間前頃に劇場に到着すると、すでに長蛇の列ができていた。彼らはチケットをすで

に購入しているのだが、待ち切れずに早く入場しようと並んでいたようである。このミュ

ージカルはとても人気があるようで、この列からもわかるように多くの人に関心があるも

ののようであり、年齢層は高めであり、おじさんやおばさんが多い。懐かしいという理由

で訪れる人々が多いようである。 

 当時、ベトナム戦争のために徴兵制が行われており、徴兵されるにあたって髪を短く切

らなければならないのだが、髪を伸ばすことで戦争反対の意思表示になることからタイト

ルは「Hair」になったという。激しい歌と踊りにより最高潮の盛り上がりが続き、観客の



笑いをとる演技も多く見受けられた。わたしにとっては過激に思える演技が多かったが、

ヒッピーたちがいかに自然のまま、欲求のままに人生を楽しんでいたかということがわか

った。「自然のまま」でいることは人間にとってとても難しいことである。理性や倫理、そ

して周りの環境がそれを抑制する。もしも人間がヒッピーのように「自然のまま」生きた

としたら、世界は平和になるのだろうか。おそらく、欲求と欲求がぶつかり合い、諍いそ

して争いが生まれるだろう。人間皆全く同じ欲求を持ってはおらず、人それぞれに異なる

欲求がある。よって、ヒッピーたちの概念では現在のような世界を平和にすることは難し

いのではないかと思った。しかし、前述したようにある程度の理性が必要ではありながら

も欲求を外に主張することは表現の自由として重要であると思う。 

 

●Zendo Village 

 私は大学２年のときに日本文化の魅力に引き込まれ、そのときに出会ったのが「禅」で

あった。禅の考え方に憧れを抱き、生き方の参考にしたいと考えるようになった。禅とは

もともと大乗仏教の思想であり、それはインドで確立された後、中国、日本に伝わった。「禅

の思想は無知の知、無念の念、無心の心、無意識の意識、無分別の分別などの言葉に表さ

れ、禅の行為は無功用、無行の行、無用の用、無作の作、無求の求などと説明される。」 

（『禅の思想』より） 

私がアメリカでの禅の存在を知ったのは、１９６０年代ベトナム反戦でヒッピーが栄え

た頃を調べていたときであった。二つの文化が出会って生まれた「禅ヒッピー」という文

化もここで誕生している。 

 アメリカのＮＹにおいて、誰でも参加可能な禅のプログラムが行われていると聞いてす

ぐに参加したいと思った。その団体は Zendo Village というものであり、彼らの HP を見る

と活発に活動しているようであった。アメリカでの禅にはどのようなプログラムがあるの

か、大都会ＮＹでどのようなところにそのような場所があるのかとても興味があった。事

前に参加や場所の確認をとってから参加することにした。 

 

当日、Zendo Village 関係者から聞いていた住所を頼りに場所を探した。不思議だったの

はその住所にホテルのような部屋番号が書かれていたことで、１１階にあると記されてい

た。一応辿りついたのだが、どうみても街中にあるビル街の中にある一つのホテルであっ

た。外からロビーを覗くと、黒人の男性がフロントに一人座っていた。本当にここである

のか半信半疑でいたところに、私の前を通って東洋系の女性が中へと入っていった。フロ

ントの男性と何かあいさつを交わしてから奥へ進んでいた。私から見ると、そのやりとり

はホテルの住人とその管理人に見えたので、ますますここには禅を行う場所などないよう

に思えたのだが、念のため中に入ってその男性に尋ねた。すると Zendo Village の参加者で

あると分かった途端に表情を変え、名前や入所時間を記すリストに記入を促された。それ

が終わると快く場所を口頭で案内してくれた。ホテルの１１Ｆで禅の集会が開かれている



ということに驚きながらもエレベーターを使い、先に何が待ち受けているかも全く予想が

つかなかったが、冒険をしているような気分になりとても興奮していた。 

 

部屋に到着すると、入り口に二人の男女が立っており、男性は禅僧の格好をしていた。

事情を説明すると、初めて参加するということで参加の仕方やフロアにある部屋の場所を

親切に説明してくれた。１１Ｆフロアはすべてこの Zendo Village が使っているようである。 

日本で「禅」というとお寺のイメージが強かったためこのようなビルにあるというだけで

も私にとって驚くことであったが、部屋の中に入ると雰囲気の変化にさらに衝撃を受けた。

入口付近には荷物や羽織物を置く場所があり、さまざまな張り紙が貼られている掲示板が

あった。もちろん禅に関する張り紙で、禅にまつわるイベントや禅のポリシーが書かれた

ものであった。そこからさらに奥へ進むとまさにそこは「禅」の空間であった。禅僧の格

好をしている人々が日本人ではないこと以外は違和感など何もなかった。 

 ９時２５分になると参加者はそれぞれ好きな場所の座布団の上に座り始めた。座布団の

上にはかたいクッションのようなものがあり、それを両足で挟むようにして座る。隣の参

加者を真似て私もそれに倣った。９時３０分になると座禅が始まり、目を閉じて手を組ん

だ。座禅の仕方は以下の通りである。 

・座布団 

単布団（たんぶとん）あるいは座褥（ざにく)と呼ぶ座布団を敷いた上に、尻当てあるい

は座蒲（ざぶ)という直径３０センチ、高さ１５センチくらいの丸い座布団を置いて座る。 

・足の組み方 

組み方には両足を組む結跡朕座（けつかふざ）片足だけを組む半跡朕座（はんかふざ）

の二通りがある。今回私が挑戦したのは半跡朕座（はんかふざ）である。 

・手の組み方 

手の組み方のことを印相（いんそう）と呼ぶ。大きく分けて二つの組み方があるが、一

般的なのが法界定印（ほつかいじょういん）と呼ぶもので今回私が行ったものである。  

組んだ足の上に右てのひらを上にして載せ、左手も同じようにてのひらを上に向けて右



手に重ねる。両手の親指を紙一枚入るぐらいあけて、お互いに支えるようにする。 

 

禅の思想にある「心を無にして座禅をする」ように、なかなか心身を無にすることはで

きなかったものの、１時間ほどの座禅は決して苦ではなかった。座禅が終わると全員で立

ち、御経を読み始めた。表紙に「saura」と書かれた本が一人一人に配られ、ローマ字で書

かれた御経や平和や平等について書かれた英文を全員で２ページほど読み続けた。御経は

だんだん早口になり、歌のようなリズム感が生まれた。次に祈りを４回繰り返し行った。

祈りの儀式では、それぞれの位置から大仏に向かい正座をしたまま床に頭がつくほど頭を

下げては立ち上がり、また正座をして深く頭を下げては立ち上がるという動作であった。 

そして今回最も興味深く感じたのが最後に行った「kinhin」という儀式である。全員で目

を閉じたまま円になって歩くのだが、音楽もなく沈黙の中歩くために前後の歩く速さに合

わせることができなければ、前の人のかかとを踏むなどして円が滞ってしまう。 

 このような行為を４回繰り返し行った後、Zendo Village の先生である ROHI ENKYO 

O'HARA さんによる「人と人の関係性」についての講話があり、ここで先ほど行った

「kinhin」の意義が説かれた。「人間は他人とつながっていて分離することはできない。し

かし、その他人とのつながりというものは自分と他人を同化するものではない。例えば、

kinhin では目を閉じて歩くために上手く歩かないと前の人の足を踏んでしまう。しかしな

がら、他人を感じることができればそのようなことは起こらない。」 

 

４、まとめ 

 アメリカにおける多様な平和を様々なかたちで体験し、研究できたことで非常に満足の

いく旅となった。平和な暮らしを実現するために人種や宗教を超えてたくさんの活動が営

まれていた。その方法には「現代文明を捨てる」「環境保全」「人間の本質への追求」「音楽

の力」「貧困改善」「文化交流」「無の心」等があり、どれも平和な生活を望む人々の信念を

感じた。そして、「平和」とは「文化交流の成功」によって成り立つというわたしなりの定

義を立てたい。人間の一人一人が生活環境によってそれぞれの文化を構築していく。その

個性とも言える「文化」をもった者同士がお互いの文化を認め合う、他の存在を自己と対

等な立場として位置づけることで交流が成功するのである。ニューヨークではその機会が

とても多い印象を受けた。至るところに公園があり、人々は会話を楽しんでいる。そして、

宗教国家アメリカと言われるように様々な宗教団体が活発に活動し、自分たちの中だけで

はなく積極的に他者を受け入れている。このように人々がお互いを理解し合うことで、他

者を打ち負かして排除しようとする争いの意思はなくなる。「文化」は争いの基ではなく、

「平和」を創る糧とならなくてはならない。 

 国際都市のニューヨークでの平和の在り方を学んでいくと同時に多くの「文化」に出会

うことができ、とても貴重な体験ができた。これまで「文化」の１つである宗教というも

のをなじみ難いものと捉えていたのだが、アメリカでは宗教と社会がとても密接につなが



っているように、教義をもとに生活をしている人々が大勢いたことで近い存在であると考

えることができた。交流を促す「文化」には人と理解し合う「平和」が生まれる。「平和」

の概念は「文化」に存在していることからも、ビジネスにおいてもプライベートにおいて

も「文化」の交流をこれからも活発に進めていくことが「平和」への一番確実な道のりで

ある。 

 研究旅行を実現させてくれた「研究旅行奨励制度」にとても感謝をしている。この制度

がなければ学生のときにアメリカへ足を運ぶことはなかったであろう。自分で計画を立て、

目的や得られる成果をあらかじめ設定しておくことで本当に貴重で有意義な旅をすること

ができた。今回の旅行で学んだ知識や収集できた資料を参考に今後の卒業論文にしっかり

と取り組みたい。 
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