Words to live by

- 人生を変えた師からの言葉 -

ICUでは学生と教員との対話が日常的に行われています。今回は政治学メジャー3年の遠藤勝愛さんと千葉眞教授にお話を伺いました。
At International Christian University, students and faculty regularly engage in dialogue with each other. We joined a conversation between third
year political science major Katsumi Endo and Professor Shin Chiba.

千葉先生との出会い

Meeting Professor Chiba

遠藤 私が千葉先生と親しくなったきっかけは、
先生が担当されていた
「平

Endo I first got the chance to get to know you（Professor Chiba）when I

和と人権」
の授業を受講したことです。
その時、
先生は社会保障制度の改革

took your “Peace and Human Rights” course. You were talking about the

案として、
就労や資産の有無にかかわらず、
一定の年齢に達したすべての個
人に対して生活に最低限必要な所得を無条件に給付する
「ベーシックインカ
ム」
が提起されているという話をされたのですが、
もっと詳しく話を聞きたいと思
い、
オフィスアワーに先生の研究室を友人とともに訪問したのが始まりでした。

千葉 眞 教授
政治学メジャー

Professor Shin Chiba
Political Science major

idea of basic income, where you reform the social welfare system, and
grant each individual the basic minimum income they need to live. But
you do it unconditionally, regardless of whether they have a job or assets
or not. I wanted to talk to you about that in a bit more detail, so I visited
your office with a friend during office hours. That’s when it really started.
Chiba

We discussed a lot of things, didn’t we? Like whether people

千葉 「勤労意欲がなくなるのではないか」
とか、
「生活保護ではダメなのか」

would lose the motivation to work, and whether it would be possible or not

など、
いろいろと議論をしましたね。私としては、
今の日本の社会保障に問題

under the welfare system. I think there’s a big shadow lying over the social

点が多々ある。
これをどう是正したらよいかを考える上で、
「こうした発想もあり

welfare system in Japan today. And, as we were thinking about how to rem-

ますよ」
ということを提示したかった。遠藤君のように深く考えようとする学生が

possible solution that might work. Having students like you（Mr. Endo）

edy the situation, I wanted to give you all an example by showing them one

出てきたことは、
その狙いが実現できたのかな、
と感じています。
ところで遠藤

come to me wanting to know more about it…I guess it makes me feel like

君はなぜICUで政治学を勉強しようと思ったのですか？

I’ve succeeded in my goal of stimulating students about the pressing issues

遠藤 私の両親は本学の卒業生ではないのですが、
ICUのことを高く評価
しており、
「ぜひICUに」
と勧めてくれたのが入学のきっかけです。
しかし、
当初
は
「大学ではこの学問を学ぼう」
という明確な目標を持っていませんでした。
ただ、
たまたま受験勉強で英語のリスニング力を高めようと、
マイケル・サンデ
ル教授の
「白熱教室」
を教材にしていたことが政治学に興味を持つきっかけ

of society in a critical and constructive way. By the way, I wanted to ask you
why you decided to study political science at ICU.
Endo

My parents aren’t ICU alumni, but I came here because they recom-

mended. ICU as the university is so highly regarded. But, at the beginning,
I had no clear goals for what I wanted to study at university. I only knew that
I had been interested in political science ever since I watched the Hakunetsu
Kyoshitsu Lectures with Michael Sandel to practice my English listening

になりました。
それを聞いているうちに、
「こういう学問があるんだ。
ぜひ学んで

skills while preparing for a entrance exam. While I was listening, I learned

みたい」
と思い、
政治学メジャーを選択しました。

about the idea of political science as a subject, and realized I wanted to

千葉 ICUにマイケル・サンデル教授を招いて公開講演をしてもらったこと

learn more about it. So I chose the political science major when I came here.
Chiba

Did you know that ICU had invited Michael Sandel to Japan? It

があるのを知っていますか。1990年代の初めで、
当時彼はまだ40歳代でし

was in the early 1990’s, so he was still in his 40’s at that time, I think. He

た。ICUで開かれた政治思想学会で基調講演をしてくれました。

gave keynote lecture for us at the Annual Meeting of Political Thought

遠藤 それは初耳です。当時はまだ私は生まれていませんが、
サンデル教授
の講義をぜひ聞きたかったですね。

Association（JCSPT）held at ICU.
Endo

I didn’t know that. I wasn’t even born yet, but I would have really

liked to hear what he talked about.

千葉 私は学生時代に東京大学の総長も務めた南原繁先生の本を読ん
だことが政治思想史に興味を持ったきっかけでしたが、
遠藤君にとってはそ
れがマイケル・サンデル教授だったわけですね。

Chiba

I first got interested in political science in my undergraduate

years at Waseda University when I read books by Professor Shigeru
Nambara, who had been President of University of Tokyo. But for you it
was Michael Sandel. That’s interesting.

先生の言葉には
人間全体への「愛」が感じられる
Feeling a love for humanity, In the words of your professor.
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印象に残っている先生の言葉・行動

Words and actions that have left an impression

遠藤

私の中で何か特別な言葉が心に残っているというわけではない

Endo I can’t think of anything particular that left an impression on me so this

遠藤 勝愛

ので、
テーマである
「人生を変えた師からの言葉」
から外れてしまうかもし

might be a bit off-topic, but what I did get a sense of your loving attitude to-

政治学メジャー／国際関係学マイナー 3年

れませんが、授業やオフィスアワーでの話し合いを通して感じることは、千

Katsumi Endo
Third year
Political Science major /
International Relations minor

葉先生は
「愛の姿勢」
を持った人だということです。先生が話される内容
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ward students when we all talked in class and during office hours. Whenever
you talk, people can sense that you truly have a love for humanity as a whole,
and I think the students feel that you show a love for each of us, too.

には人間全般に対する
「愛」
がありますし、私たち学生一人ひとりに対し

Chiba I feel a bit embarrassed. It may be an exaggeration or a misunder-

ても
「愛」
を持って接してくださると感じています。

standing on your part. But I am a little glad to hear this, as I took as a guide of
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千葉 気恥ずかしいですね。買いかぶりすぎですし、誤解ですかね。
しかし、
「誰にも悪意をいだかず、
すべての人に慈愛をもって」
というリンカーンの特
愛の言葉を人生の指針としてきたので、
そう聴いて少し嬉しくもあります。
私は民主主義や人権や平和について研究してきましたが、
これまで自

my life the beloved saying of Lincoln: “Malice toward none and charity for all.”
In my classes, I often take up issues of democracy, human rights and

教員のリベラルアーツ

peace academically, but I used to talk seldom about my own personal
opinions.

To the Professors: What is Liberal Arts?

However, with big issues arising in our unequal society, which has

分自身がどう思うかについてはあまり語ってきませんでした。
しかしここにき

produced so many vulnerable members in it, and during our animated dis-

て格差社会化、
社会保障の後退が大きな問題になる一方、
憲法9条に関

cussions regarding Article 9, I think I’ve started saying what I think more

わる議論が活発になる中で、
自分の思いをストレートに語ることが多くなり

often and clearly. We lost so many people in Japan and deprived in a

ました。第二次世界大戦の惨禍を経験し、戦後の悔恨共同体として、終

much larger scale the precious lives of Asian and Pacific countries during

専門分野での多くの優れた先生や仲間や学生との出会いが、今の自分を作って

World War II that we should vow to never allow something like that to hap-

いることを思います。
シェルドン・ウォリン、チャールズ・ウェスト、藤原保信、澁谷浩、

pen again. I think that as a nation the future of Japan should be committed

飯坂良明、齋藤眞、松澤弘陽などの諸先生。
また名前は出しませんが、多くの同

to peace-building at the non-military level. One thing that makes ICU spe-

年配と若い年代の研究者や学生たち。
これらの人々との出会いと対話が私のリ

戦時には
「戦争を二度と繰り返さない」
と誓ったはず。日本の将来につい
て考える時、
非軍事の平和構築を国是として貫くべきだと思っています。
た
だ、教員と学生とが自由に討議するのはICUの特色でもあるのですが、教

cial is that professors and students often get together for exchange of

員の言葉は学生にとって思っている以上に重いもの。何気なく言った言

opinions and discussion. And I think that students put more weight into

葉が学生を傷つけたり、
一生を左右したりすることもあります。
だから自分が

what their professors say that what was meant in saying it. A thoughtless

発する一言には気を配るように心がけています。
遠藤 いや、
やはりそこまで考えていただけるのは、千葉先生の「やさしさ」
であり、
「愛」
だと思います。
千葉 おじいちゃん愛かな
（笑）
？

remark can hurt a student emotionally, and could even have influence on
the rest of their lives. That’s why I try to be very careful of what I say.
Endo

No, I think that the fact that you think so much about it just serves

as proof of your kindness, and of your affection for the students.
Chiba

ベラルアーツの原点です。

Many excellent teachers, colleagues, and young scholars whom I encountered
gave me My idea of Liberal Arts:Sheldon Wolin, Charles West,
Yasunobu Fujiwara, Hiroshi Shibuya, Yoshiaki Iizaka, Makoto Saito,
Hiroaki Matsuzawa, and so many similar age and younger scholars, and students

Can it be a grandpa’s affection?

未完のプロジェクトである民主主義をよりよいものにするために
Democracy: the never-ending project towards creating a better form of politics
ー先生の研究と研究者になったきっかけを教えてください
対談の中でも触れましたが、学生時代に南原繁先生の「国家と宗教」

tory of Political Theory by Professor Shigeru Nambara is what made me get

また、内村鑑三の生き方に尊敬と興味を持っていたことも大きいですね。

into political science research. Another thing was that I was really inter-

高校3年の春休みに大病を患ったことが響き、大学4年間を通して体調

ested in the way Kanzo Uchimura lived his life. I got seriously ill during

がすぐれなかったため、勉強をするしかありませんでした。
そのうちに学ぶこ

spring recess in my last year of high school, and I was ill all throughout my

とが楽しくなってきました。卒業後は長男として実家の小さな材木屋を継

undergraduate years, so the only thing I really could do was study. At one

は修士課程まで。それが終わったら家業を継ぐ」
という前提のもと、大学
院に進学させてもらいました。
しかし、大学院在籍中に内村鑑三奨学金を受けてアーマスト大学に

ICU students are quick on the uptake. Being energized by dialogue with young people.

留学したことに加え、
さらに同大学の奨学金を受けてオクスフォード大学

point, I started to enjoy it. I was the eldest son, so after graduating I was
supposed to go back home to take over the small family timber business,
but I asked them to let me go back to school. I was able to go to graduate
school after I told them I would come back as soon as I finished my
master’s degree.
However, while I was there I was awarded the Kanzo Uchimura Schol-

に留学したことから、私の人生は大きく変わりました。アーマスト大学では

arship and I was able to study overseas at Amherst College. Then I got an-

指導教授からユダヤ人の女性政治学者ハンナ・アーレントを紹介され、
政

other scholarship, and was able to go on to study at Oxford. My course of

治思想史にのめり込みました。
また、
オクスフォード大学で、
たまたま政治

life changed. One professor at Amherst introduced me to the works of

今後の目標について

Future Goals

学者の丸山眞男先生が半年ほど
（1975年）
滞在され、院生たちですき

Jewish female political philosopher Hannah Arendt; and I began to deepen

焼きをご馳走して食卓を囲み、貴重な話をたくさんうかがいました。丸山先

my study in the history of political thought. At Oxford, I was fortunate

遠藤 オフィスアワーで伺うと千葉先生は毎回、
「この本を読むといいよ」

Endo

と勧めてくださいます。
これも私の学習のモチベーションを高めるきっかけ

to me. I think this has really increased my motivation to learn.

生からは講演や雑談を通して学問的なことはもちろん、生き方や研究に

になっていると感じています。
まだまだ学び足りないので、
大学卒業後は大

I still have a lot to learn, so after I graduate, I’d like to continue on to gradu-

学院に進学して政治学をより深く学びたいと思っています。可能であれば、
先生のような研究者になりたいと考えています。
千葉

Every time I go to your office hours, you recommend a new book

て生きる決意ができたと思います。ちなみにあおりを食ったのが私の弟。

learned a lot from the way he lived and his attitude toward research. I think

to become a researcher just like you.

本来は原子物理学の勉強をしたかったようですが、私の代わりに家業を

these experiences were what gave me the determination to pursue my re-

Chiba

継いでくれました。今も感謝の気持ちで一杯です。

Even when everything doesn’t go as planned in life, something

good can come of it. While you’re still young, I hope you’ll keep challenging

どんどんチャレンジして欲しい。
その点から見ても遠藤君は
「自らを厳しい立

yourself. I think you’re the kind of person who will put yourself in a difficult

いですね。私個人としては政治思想史や政治学など、
自分が担当した講

対する姿勢を学ばせてもらいました。
この出会いも大きかった。研究者とし

enough to encounter a distinguished political scientist Masao Maruyama
（1975）. Professor Maruyama taught me about academics,sure; but I also

ate school and dig deeper into the world of political science. If I can, I’d like

人生はうまくいかないこともあれば、
よいこともあります。若いうちは

場に身を置いて、
自分を磨きたい」
と考えているタイプ。
がんばってもらいた

situation just so you can learn from it, and I hope you’ll try as hard as you
can. In terms of my own future project, I hope to gather together lecture

政治学を研究する者として追い続けているテーマの一つが「民主主義
のあり方」
です。
イギリスの政治家・チャーチルは
「民主主義は最悪の政
治といえる。
これまで試みられてきた民主主義以外の全ての政治体制を

search. But the person who actually suffered the most was my brother.
He’d originally wanted to study nuclear physics, but he took over the family
business in my place. Even now I am very grateful to him.
As a political science researcher, I have kept conducting research on
the idea of democracy. Winston Churchill said, “Democracy is the worst

notes and articles related to my classes on the history of political thought,

義に関連する著作をまとめると共に、
昔からの自分のテーマだった
「宗教と

除けばだが」
で語っています。丸山先生が「民主主義は永久革命」
と言

political science, etc. to publish textbooks. But I also hope to launch into

政治」研究に本格的に取り組みたいですね。ICUの学生は遠藤君のよう

my old theme of research, that is, “religion and politics” in a renewed way.

われた通り、
いわば未完のプロジェクト。時代や社会状況によって、新た

from time to time.” And Professor Maruyama talked about “democracy” as

に
「打てば響く」
タイプが多い。私は学生と対話をする時に、
自分の年齢を

There are a lot of ICU students who are very quick on the uptake. When I

な問題が次々と出てきます。いかに民主主義をより善いものにしていくの

a “permanent revolution.” Democracy is an unfinished project. New prob-

か。
そのための方法を提示していくことが、
私の課題であると考えています。

lems arise as time passes and social conditions change. How can we cre-

忘れるような感覚をしばしば味わいます。学生の皆さんから新鮮な力を日々
もらえるという環境はありがたいです。自分の研究目標に向かって今後も
歩み続けたいと思います。
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As I talked about it before, but reading The State and Religion and A His-

「政治理論史」
を読んだことが、政治学研究に進むきっかけになりました。

ぐはずだったのですが、
「もう少し勉強させてほしい」
と頼み込み、
「大学院

ICUの学生は
「打てば響く」
タイプ。対話を通して若い人から力をもらっている

−Can you tell us a bit about your research and how you became a researcher?
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talk to students like that, I often forget how old I am. It’s essentially an envi-

form of government…except for all those other forms that have been tried

ronment where I constantly get energy, fresh hints and ideas from all my
students, and as a researcher, that makes me very happy. It will help me
continue to do my own research into the future.
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