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（Roxanne Schares）総長 

 

 “場所、時、状況の如何を問わず…”(YAS会憲9) 深い交わりへの招きが、世界中のSSNDの心に

こだましています。今この世界で、私たちは全ての人と被造界の全てを受け止めるような、一致の

必要を感じています。コロナパンデミックは、人々の生活に影響を与え、生命をも脅かします。安

全の保障などないことが露呈しました。しかし、私たちがお互いに繋がり合っていること、グロー

バルな共同体であるという意識は強まっています。(cf. 回勅兄弟の皆さん 7, 32参照) 
 

 “世界を交わりの秘跡として受け入れる”(ラウダ―ト・シ9)ことが大きな課題です。これは真実

です。その意味を完全に理解し、生き方に反映することが重要です。多様性の中の一致は、未来の

道です。それに向かって私たちは、日々、新しい歩みを続けています。ノートルダム教育修道女会

の私たちは、個人的にも共同体的にも、異文化理解を深める約束をしました。また、多文化社会に

沿った生き方が使命であると約束しました。 

 

この責務は私たちを豊かにしてくれるものですが、一方で、多くを要求してきます。今回のIn 

Missionでは、多様な文化に心を開き、自らの変容に繋がるような出会いを経験したシスター達の

手記を載せました。 

 

多文化社会に生きるということには、新しく学ぶことと、忍耐強く聞くことが必要とされます。

生涯にわたる回心に対して、新しい目を持って取り組むことでもあります。このプロセスの中

で、私たちは、広がり、成長し、成熟し、分断した世界に一致を育む能力を身に付けていきま

す。異文化を理解しながら生きることは、イエスの弟子のように、生涯信仰の旅を続けることに

なるでしょう。それが神の使命で、私たちはそこに招かれ、交わりを深めるように遣わされま

す。神の目から見ると、私たちは“万物の素晴らしい交わりである宇宙的の中で他のものと繋が

って” 生きるからです。(ラウダ―ト・シLaudato Si’, 220)
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多文化共同体における修道院文化 

Sr.デリア・ケイリス（Delia Calis SSNDアトランティック・ミッドウエスト管区） 

 

 

異文化理解について、初めの頃の記憶は、私の場合、学校教育で学ぶような他文化の勉強や態度と

は少し違っていました。私自身の目覚め、苦悶、慰め等の感覚は、分かち合いの体験そのものから

得たものでした。冷戦期の1961年、私がカナダ管区で修練者だった時、修道会では、教育分野にお

いて、第3世界へ赴く呼びかけに応えました。4人のシスターがボリビアに遣わされることになりま

した。なかなか大変なミッションでした。皆、その4人と一緒に南アメリカに行く気持ちでいまし

た。多様なラテンアメリカ文化に触れることとなり、私たちは管区全体の広がりと変容を感じまし

た。解放の神学は、私達に、見て、判断して、行動するようにと教えました。それが意思決定に不

可欠なことだとわかりました。私たちの世界観は拡大し、多くのシスターがボリビアミッション、

その後はペルーミッションを希望しました。（派遣を期待して大学でスペイン語の集中講義を受け

た“若いシスター”は30名にのぼります） 

 

一般的な意味においては、異文化理解は、養成初期の概念として、とりわけ重視されたものでは

ありませんでした。しかし修道院文化は、教えられ、実行され、真似られるもので、生活の一部

であったと私は思っています。SSNDの価値観がミッション地の価値観によって何度も上書きされ

るのがわかりました。そして、多文化の統合というものが私たちの生活を豊かにしてくれまし

た。また、戒律や規則や従順によって、修道院文化とミッション地の文化が衝突することもあり

ました。両地のシスターや若いシスター志願者には、個性や経歴や素性の違いがありましたが、

それが成長の機会を多く与えてくれたのです。私たちは、違いを受け入れ尊重することに慣れて

いきました。 

 

                                 

 
 

                                 Sr.デリア・ケイリス(左)が美術クラスに参加しているところ。 

カナダ、ウォーターダウンのノートルダム修道院に 
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忍耐強く聞く 

Sr.M.レイチェル・ミカリック(M. Rachel Michalik SSNDポーランド管区) 
 

 

多文化共同体に暮らし、経験から私が得た賜物は、時間をかけてゆっくりと、忍耐強く聞くことで

した。それは、文化や言語の違いにもかかわらず、一致を実現する助けとなってくれました。 

 

時には、相手の説明や解釈を聞くのに何故こんなに時間をかけるのだろう、無駄ではないのだろう

かと、疑う気持ちもあったのです。でも結局、長く待つその時間に、何か人のためになることがで

きるのです。やがて、私の聞く忍耐は実を結ぶこととなりました。相手との親しさや絆を感じたり、

自分の考え方を変える元気が出たり、固定観念を捨てる気持ちも沸いてきました。他者への理解も、

私自身への理解も広がったのです。私たちの心や頭を豊かにして下さった神様を讃えたいです。世

界、教会、地域社会への意識も強くなりました。 

 

聞く忍耐は、新しいことや違うことに、意識的に勇敢に心を開くように導いてくれます。つまり、

誰もが独自の知恵と経験の豊かさを持っていて、それによって人は進化し成長できたのです。そし

て、神様に対してもミッション地の人々に対しても、さらに熱い奉献の気持ちが沸いてくるのでし

ょう。 

 

これは賜物でした。この賜物は変化に対する心の準備と関連していました。志向パターンにおいて

自分を超越する覚悟が出来ました。活力があり、より強力な存在感や日々の活動へと繋がっていき

ました。いつも容易だったわけではなく、恐怖もありました。何故なら、新しい意識というものは、

誤解を受けたり、偏見的に決めつけられたり、無視されたりするリスクと隣り合わせだったからで

す。その時の経験を今振り返ると、多文化理解が実現した共同体を構築するには、時が如何に大切

かということがわかります。 

 

忍耐強く聞くことは、自己を超越する事、変容の覚悟をすること、不安と向き合うことと繋がりま

す。また、それは、自分を分かち合い、人とのつながりを意識的に探す勇気でもあります。時と共

にこの姿勢は強まりますが、同時に耐える力も必要となります。異文化共生の共同体を実現すると

いう大きな課題は、取り組む価値があります。何故なら苦労の結果が実った喜びは大きく、しかも

永続するからです。私たちは成熟し、さらに精神が豊かになるでしょう。分断した世界で他者と共

生する能力もしっかり育まれます。 

 
                            
 

                           ローマの総本部からアッシジまでの巡礼の旅は、 
連 れ 立 っ た シ ス タ ー 達 の 話 を よ く 聞 く 、 貴 重 な 時 間 だ っ た                            

と、 
Sr.レイチェルは述懐しています。 
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過ぎ越しの神秘―多文化共生の真髄 
 

ヘドヴィック・マリー・ガンター（Hedwig Marie Ganter SSND, ラテンアメリカ・カリブ海管

区） 

 

ラテンアメリカ・カリブ海管区で初めての修練者たちを、ある管区の管区長が訪問して下さいまし

た。その時、こんな質問をなさいました。「今ここで暮らす中で一番大変なことは何ですか？」 彼

女たちは口をそろえて「文化の違いです」と答えました。続く質問は、「自分を豊かにしてくれる、

一番の生きがいは何ですか？」 答えはまた、「文化の違いです。」でした。このやり取りから明

確に見えてくることがあります。異文化共生の共同体の中心的な意識は、過ぎ越しの神秘だという

ことです。自己を捨てて、新しい命を得ることなのです。 

過ぎ越しの神秘とは、具体的にどのように生きることでしょうか？私は多様な文化の共同体で20年

以上生きてきました。その経験から言えることは、過ぎ越しの神秘は、聞く力、対話の力、対立の

処理によって実現するということです。 

フランシスコ教皇がおっしゃっています。「近づくこと、伝えること、耳を傾けること、目を向け

ること、互いを知ること、互いに理解しようとすること、接点を探すこと―このどれもが「対話す

る」という一語に集約されます。」（回勅兄弟の皆さん198） 誠の対話や傾聴は自己を殺すこと、

心の転換であるとも言えます。自分の考えや視点に固執する習性は、なかなかなくならないもので

す。 

ゆえに、対立や確執の処理という問題が大切だと思うのです。手始めは祈りです。そして、変化に

対して寛容になる努力です。相手をよく聞いて、決めつけないこと、文化に優劣はないという認識、

そのような解放された心を持てるようにと、何日も祈らなければならないこともありました。忍耐

強くなって、ゆっくり時間をかけることが、このプロセスには不可欠なのです。 

私を突き動かしてくれる見識はいろいろありますが、その中に、文化の多様性の中で一致を求める

ことこそ、地球の未来への道だ、という考えがあります。これはYASにも書かれています。「一致

によって、私達が、国や文化の障害を乗り越えられることを証しする。(一般指針３６)」 

多文化共生の中で一致を目指して生きる時、最も美しくて報いのある事―それは、神様が求めるよ

うな自分にどんどん近づくことです。神様の似姿に近づくことです。神様は、三位という異なるも

のの一致そのものですから。 

                       SSND 園芸と同じで、国際共同体も日々の努力によって、ゆっくりと 

充実に向かいます。        

庭の手入れをするシスター達。左よりヘドヴィグ・マリー・ガンタ

ー、 

                 ルーシー・ラミレス、リエッ

タ・ハンマック 
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多文化理解とその生活 
Sr.テレジア・ホストニク （Terezija Hostnik SSND, スロベニア管区） 

 

異文化理解の意味を説明しようとすると、庭のイメージが浮かんできます。多様な植物が植わって

います。大きく鮮やかな色の種類もあれば、小さくほのかな色合いのものもあります。栄養価の高

い植物や、薬草もあります。人類であれ植物であれ、神様は、相互を高め合うような生命を、ふん

だんに創られました。 

 

スロベニアで私は、ノートルダム教育修道会のシスターとして、多様な文化を体験しました。スロ

ベニアは私の祖国で、中央ヨーロッパに位置する人口200万人の小さな国です。他の言語を学び、

他の文化と共存することが必要な国でした。 

 

今年スロベニアは独立30年を迎えました。しかし、ずっと自由な国家だったのではありません。第

2次世界大戦中からユーゴスラビアの共産主義政権の支配を受けていました。シスターは学校で教

えることはできず、使徒職はもっぱら小教区での司牧でした。19歳の時、私は勉強のためミュンヘ

ンに派遣されました。そこはバイエルン管区です。私はドイツ語を早く覚え、全く異なる学校制度

にも適応できました。シスターや志願者の共同体に溶け込むことができました。  

 

1968年から、修練者は、勉強や養成のため、バイエルン管区に行くことになりました。スロベニア

のシスターも何人か一緒でした。私たち「年少者」は、バイエルンでの修練期がいかに大切であっ

たか、後に集まり、認め合ったものです。多文化共生の共同生活をすることの意味を、知らず知ら

ず学んだのです。いろいろな文化の中に暮らすことの喜びとともに、困難適応することも覚えまし

た。何年も後に、修道会から依頼がありました。ドイツに戻り、年長のシスターをケアするという

その依頼を私は受け、2年以上働きました。高齢のシスターの介助や介護は楽しかったです。その

介護チームの出身国は、ポーランド・ルーマニア・スロベニア・ドイツという国際的なものでした。

バイエルンでの修練期によって、私たち自身が異文化理解の証しとなる準備が出来ていたと言えま

す。 

 

 「キリストは共同体の中心であり、一致の源泉である」（YAS会憲６） マザーテレジアは一つの

修道会を望んでいました。それが私たちのカリスマです。 「一致のための努力は、全人類、全被

造物を包み込むほど大きくなる」 (YAS会憲9) そのことのために、私たちはこの困難な時代に再び

呼ばれているのです。 

   

         Sr.テレジア・ホストニック   
マザーテレジアの像とともに 
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国際修道会の未来にとって、各共同体が文化の多様性を理解しながら 

歩めるかどうかがとても重要である； 

それが出来ない修道会は、分裂し消滅するだろう 

アンソニー・ギティンズ（A.J. Gittins）異文化共生の使命を生きる よ

り 

 

 
思いやりの文化 

Sr. ベアトリス・マルティネス・ガルシア(Beatriz Martínez-García SSND) 

国連—NGO代表 

 

国際性という言葉をよく耳にするようになりました。しかし、本当に理解されているかどうかは

疑問です。数日前、私はEntrañable Dios（親愛なる神様）という本の書評を読みました。Las 

Obras de Misericordia: Hacia una Cultura de Compasión （慈悲の業：愛の文化へ）という本

は Xabier Pikaza とJosé Aの共著です。慈悲を最も際立たせているのは、神様の存在の在り方だ

と書かれています。慈悲（思いやり）の文化は国際性に不可欠なものでしょう。 

 

アンソニー・ギティンズは、国際共同体の文化を「全員が他の文化の影響を直接受ける…自らの

安全快適領域の外に生きることにしっかり取り組む。」
 1

と定義しています。 
 

 

私はこれを思い起こさせる2つの体験をしました。 

 

一つ目は、2009年にSSNDの国際プログラムに参加した時のことです。7か国からシスター達が集ま

っていました。各国の第2言語、第３言語として英語を使えるシスターは９８％もいましたが、そ

れぞれのアクセントで英語を喋っていました。私たち全員、ローマでは外国人で、イタリア語を話

せませんでした。修道会のこのような特徴が、私たちの国際的な生き方に影響を与えていました。

つまり、この時誰もが自分の安全快適領域を出て、新しい珍しいものに出逢い、他者に心を開く、

という責任を担っていたのです。私たちの修道会は多数派少数派という仕組みで成り立っているの

ではなく、一つの場所で、平等対等の関係の仲間です。誰一人自分のやり方を主張することはあり

ません。また、私の仕事の相手は、国、民族、言語、信仰において多岐に

わたる男女です。その人たちと関わり、協力して仕事を進めています。私

は、職場においても再び、平等・対等の関係性というものを経験します。

自分の国や文化を示そうとする人はいません。皆、人間の尊厳と被造界へ

の愛のために共に働いているからです。私たちは、愛と思いやりを持って

生きるよう呼ばれているのです。  

二つの場所で経験したことに一貫している共通点は、平等と思いやりで

す。  

                                                               Sr.ベアトリス・マルティネス  
                      国連―NGO代表 

１ アンソニー・J・ギッティンズ（Anthony J. Gittins）使命を国際的に生きる：信仰、文化、新たな実践（Living 
Mission Interculturallity）2015年Collegeville, MN: Liturgical Press出版  
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ジプシーの人々との体験 

S.M.エヴァ・コソムピラ SSND、（ハンガリー管区） 

 
今年で 8年、ジプシーの人々の間で働いています。この人々は独特の

倫理や文化を持つ、たいていヨーロッパで生活している、伝統的に遊

牧民の放浪者の集団です。しばしば、私は、主に学びの状況の中で、

子どもと 1対 1で会っています。 

 
私にとって、彼らとの出会いはいつも、変容を促す、楽しい、

あるいは苦しいものです。彼らと時間を過ごすことは私を感動

させ、一瞬一瞬が私に、彼らの生活についてさらにもっと深く

省察するきっかけになってくれます。何も心配せずに終えるこ

とは決してありません。 

 
彼らを教える時は学校の授業で使うのと同じ方法や同じ接近の仕方を使っています。私の体験で

は、ゲームではじめるとうまく行きます。それは学ぶ時間の数分を取ってしまうかもしれませんが、

私たちは楽しんで、緊張を解き放ち、互いに耳を傾けることによってさらに多くを得るのです。 

 

私は、ジプシーの男女や子どもと非常勤でかかわってきたので、私が説明することができない事柄

を発見しています。問い、おそらく暗示があるだけです。例えば、最近、私は、母親たちの一人に、

小さい娘の語彙を増やし豊かにするための一つの手段として、おとぎ話を読んでやる方法を使って

はどうかときいてみました。母親の答えはノーでした。後で彼女の答えについて考えました。私は、

自分の幼少期に基づいて想定をしていたことに気づきました。その母親は、物語を読むことに困難

があったためノーと言ったと言った可能性があるのではないでしょうか。自分の娘が聴くあいだ

に、自分の欠点をさらけ出してよいのでしょうか。 

 

私は、ジプシーの保護者と子どもの両方が、自分たちを歓迎していて、また彼ら自身の傷つきやす

さを思い切って示していて、説教してほしくはなく、同情や注目を体験したい人たちに対して、思

い切って信頼したり、質問したり、欠点を見せたりできることを日々体験しています。彼らのため

に単に存在している人たち。ジプシーの人々の間にいることは、大変豊かにされる機会です！ 

 
 
 

 

 

 

 

  

S.M.ヱヴァは、生徒の全ての感覚にかかわること

で理解を助け、授業を覚えさせている 

写真：SSND 

 

 

これが私の声です―このはじめての試みのために、 英語の音声のファイルがあります。  

シスターたちの異文化間の体験は、彼らの物語の一つの構成要素を提供しています。一人の

人が話すのを聴く ことは、さらなる重要性を与えています。これが異文化を生きている体験

について話しているシスターたちからの音声のリンクです。  

 

ファースト ネーショ ン（ 訳注： カナダの原住民） の中での生活 S.メ リ ー・ ジーン・ デイヴ

ィ ッ ド ソン SSN D  AM 管区 

私の出生地に戻ること  S.ジョ ーン・ マリ ー・ ヴァン・ ビーク SSN D  CP 管区 
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豊かさという贈り物 

S.M.カルメン・スタンチ、S.M.レナタ・ミクローシュ、S.マリアナ・グヘラ SSND（ババリア管区） 

 
「異文化間」という言葉を聴く時、それは私たちが大変よく知っていることです、なぜなら、私た

ちの修道院があるバナトは、いつも、異なる文化によって形作られてきたからです。ルーマニア人、

ドイツ人、ハンガリー人、セルビア人、ブルガリア人、ユダヤ人、スロバキア人、ジプシー（ある

いは移動型民族集団）は、何世紀もの間ここで一緒に生活してきた少数民族に属しています。この

人々の多様性は、時と共に、何らかの地理的、また政治的な状況のもとで発展してきたのですが、

今日でもまだ、異人種間の関係を形作っています。バナトの言語的な多様性は、一つひとつの言語

が、個人的、集団的なアイデンティティーと並んで、文化の直接的な表現なので、共同体全体にと

っての財産です。 

 

私たちはまた、この異文化性を、私たちの共同生活の中で、また小教区の中で体験しています。私

たちシスターの一人ひとりが、違った母語―ルーマニア語、ドイツ語、ハンガリー語を使います。

一方ではこれは財産ですが、他方ではチャレンジです。私たちは、この多様性を、私たちの日常生

活の中に統合しようと試みています。例えば、私たちの共同体では時々、3つの言語で歌ったり祈

ったりします。大きな祝日には、3つの言語の小教区の教会の儀式にあずかるのですが、それは大

いなる開かれた心、寛容、忍耐を要求します。主日には、一人ひとりが母語で儀式を祝う機会があ

ります。 

 
多様性は、私たちの教育使徒職の中でも取り組んでいま

す。ティミショアラの都市にハンガリー人の学校を持っ

ていて、そこで S.レナタが教えています。S.カルメンが

指導しているカトリックの幼稚園には、ルーマニア語を

話す集団に加えてハンガリー語の人もいます。 
 

 
 

 
異文化性を生きることは、私たち自身のアイデンティティーを失わないようにすることを意味しま

すが、一方、同時に、他者に心を開くことも意味します。異文化性を生きることは、あたり前のこ

とではなく、対話、感謝、受容、謙遜において、毎日新たにはじめることを要求します。 

 
 

 

 

 

 

 

  

シスターたちが祈りの式の練習をしている。 

 

世界的な広がりをもった共同体の一員であるという意識は、私たちの関心の範囲を広げ
る。そして、同じ国の、または他の国々の種々の文化的背景をもつ人々と共に生き、その人

たちに奉仕する心の準備をさせる。（一般指針 36） 
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多文化共生を具体化 

S.モーリン・ウェケサ SSND と S.ルーシー・ワイグワ SSND（アフリカ管区） 

 
ケープ・コーストで SSND としてここ 8 か月の間異文化性を生きていることは、恵みです。ここガ

ーナでは、10 の違った国や文化の出身の 18 人のシスターがいます。私たちはヨーロッパ、北米、

アフリカから来ています。他者の文化的背景の理解、

分かち合うことに心を開き、他の文化から学ぼうと

する意志は、異文化を生きるために不可欠です。 

私たちは様々な文化の違った食事を味わうので、ほ 

                     とんど毎日が文化的な体験です。料理にはチャパティ、

バンク、ウガリ、プランタイン、モイモイ、そして様々なスープがあります。

これはすばらしい体験で、私たちの地平線を広げ、世界を違った目で見るのを助けてくれています。 

 

私たちが生活しているアカン人のガーナの文化と並んで、私たちの文化的な背景は、私たちの祈り

の生活を育ててきてくれました。私たちは地元のファンテの言葉を使う教会の式に活発に参加して

います。 

 

私たちは、もっと熱心に聴くこと、意見を握りしめないことを学んできていて、共同体の中で決定

をすることは、所有者であるというより大きな感覚を与えます。こういった技術は、私たちと、そ

の間で私たちが生活したり働いたりしている地元の人々の間に信頼を築くのを助けてくれていま

す。 

 

共同の祈りや集会は、豊かな文化的な多様性を分かち合い、祝う機会を提供してくれます。定期的

な信仰の分かち合いが、生活体験や、使徒職の中での人々との日々の出会いに解け込んでいます。 

 

異文化間の共同生活は、すぐに起こるものではありません。私たちの、これらの価値観の表現は、

個性や文化に基づいて異なるかもしれませんが、三位の神への共通のビジョンと焦点とともに、異

文化性は信仰共同体のひとつの美しい表現になります。 
 

 

全ての人と分かち合えますように 

クルト・ハスペル（Kurt Haspelオーストリア-イタリア‐チェコスロバキア管区） 

 

Sr.クラウディアはオーストリア‐イタリア管区のSSNDです。この数十年ルーマニアとオーストリ

アで奉仕しています。2004年から2015年まで、シスターはルーマニアのティミショアラ市で他の

SSNDと共に過ごしました。高齢であっても共同体で再び暮らしたいというシスター達の介護をSr.

アルベラ(Alvera)と一緒にしました。共産政権によって全ての修道会が解体してから既に40年が経

っていました。 

 

ニコラエ・チャウシェスク初代大統領の死後も、シスターの生活は、長らく、暗く厳しいもので

した。シスターは、子供の頃を思い出し、このように語っています。“かつては栄えた町のすさ

んだ有様に衝撃を受けました。建物は崩壊し、歩道はでこぼこ、ぼろぼろのバス、市場は雨漏り

し、商品は全く不足していました。家具や洗濯機を買う際には、パスポート番号を届けなければ

S.モーリン・ウェケサ、 

S.メイベル・アバヨル・ドゥー、 

S.ルーシー・ワイグワ 

写真：SSND 
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なりませんでした！当時多くの救援物資がドイツから送られてきました。分配のお手伝いを喜ん

でしたものです。” 今日からは想像もできないことですが、ゴミの分別のことなど誰も知りま

せんでした。 

 

荒廃はその後徐々に改善していきました。東ヨーロッパのこの地域では2023年に景気対策が強化

されることになっています。そしてティミショアラ市が “文化的首都”となります。  

 

Sr.クラウディアはルーマニア文化の中にSSNDの精神があること

に気付きました。“私は良い共同体に属したと思います。寄宿学

校に入る経済的余裕のない、田舎の少女達と関わることができま

した。シスター達が昔の話をしてくれるのも楽しかったです。不

自由や困難にもかかわらず、彼女たちは楽しみ、満足している様

子でした。” 

 

シスターは、信仰の人生を歩むには、奉仕する地の人々の文化を知

り、実践しなければならないことを理解するようになりました。決

して自分のルーツを否定しているわけではなく、新しい次元に神

様の働きを見出したのです。忍耐強く、共通のヴィジョンに向かう

意識を持ち続ければ、異文化共存の共同体が出現するのです。  Sr. クラウディア・シュステルバウアー 
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人と文化の尊重が鍵 

Sr.ウォルター・マリー“ウィリー”・レイ 

（Walter Marie “Willie” Ray SSND,セントラル・パシフィック管区） 

 

Sr.ウォルター・マリー・レイはミクロネシアの小さな島、モグモグ島（Mogmog）の出身です。モ

グモグ島は西太平洋カロリン諸島東北端、ウルシー環礁（Ulithi Atoll）というドーナツ状のサン

ゴ礁地形の一部をなす島です。パプアニューギニアの北1242マイルのところにあります。 

 

愛すべきSr.ウィリーが島を出たのは1964年のことでした。まず107マイル隔てたYap島へ、次に422

マイル離れたグアムへ向かいました。そして最後に、はるか7703マイル先のアメリカ合衆国にやっ

てきました。離島から少し大きな島へ、それから合衆国北西部と、いろいろな場所で働いてきたSr.

ウィリーは、もちろん多くの異文化体験をしました。 

 

SSNDとしてSr.ウィリーの使徒職は教育ですが、地球温暖化対策にも熱い思いを持っています。

Mogmog 島では海面上昇による地盤崩壊を目の当たりにしました。ウルシー環礁の中の島はいくつ

も水没してしまいました。彼女の家族も友人も、土地を失ったり食糧不足など、生活上の悪影響を

受けました。  

 

   Sr.ウィリーは言います。「いろいろな文化を渡り歩いて、私の異

文化体験というものはいつも恐怖と結びついていました。自分が今いる

文化基準に溶け込めなかったらどうしよう、という不安があります。」 

「島の単純な地域社会から出て、厳格な修道生活を始めることは大変な

経験でした。」  シスターは本気で退会を考えたこともあります。しか

し、彼女は耐えて乗り越え、SSNDとなりました。その間多くの変化があ

ったそうです。 「異文化理解について多くを学びました。共同体のシ

スター達に愛されているのがわかります。あなたの島ではどうするの？

Sr.ウィリー・マリー       とシスター達が興味を示して聞いてくれると、いつも感動します。「今 

                        では島も随分変わっています。 「私たちは他の文化を受け入れ、他の 

                        文化 は私たちの文化を受け入れます。」  

 

 「異文化の理解は簡単なことではありません。」 「時にはただただ座って泣きたくなるくらい

難しいのです。」と言う彼女ですが、今までずっと自らを支え、共同体の生活で自らを強くして

くれた価値観があるのだと話してくれました。  

人に敬意を持つことと、「皆のための一人、一人のための皆」という意識を忘れないことで

す。」 と。   
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多文化共生の実験室（文化交流の拡張ラボ） 

 
Sr.シャロン・カニス（Sharon Kanis SSNDアトランティック・ミッドウエスト管区） 

＆ Sr.イネス・カミラン（Ines Camiran SSND総評議員） 

 

Sr.メアリー・ゴレッティ・アボジ(Mary Goretty Abogeアフリカ管区)は、修道会の多文化共生チ

ームのリーダーです。彼女は6月19日に多文化のオンライン実験室（文化交流の拡張ラボ）を開設

し、こう言いました。 「今日という日は主が下さったものです。」 Zoomの画面に世界から一人

また一人とシスターが現われ、お互いを嬉しそうに迎え入れるのです。南カリフォルニアでは午前

4時、京都では午前8時のことでした。チームはこの場をラボと呼ぶことにしました。何故なら、ラ

ボ（実験室）とは、構築と変容の場であり、実験ができる安全な空間だからです。ちなみに、最近

の用語の[拡張ラボ]とは、多様な価値観や発想、知恵を持つ人々が集まり、多種多様な人たちと一

緒に研究を進める体験をする場を指します。ここでは、実験によって新しい人間関係が養われ、多

文化の豊かさを受け止め尊敬することになります。私たちの異文化理解のラボでは、参加者は異文

化共存への理解を深め、各修道院や管区において会話を始めるスキルの向上を目指します。  

 

総評議員のSr.イネス・カミランが準備を進め、本修道会内の多様性を認め、愛は全てを与えると

して、第24回総会の目標を定めました。また、Sr.イネスは、2つの言葉を思い出させてくれます。

一つめは、フランシス教皇の兄弟の皆さん(Fratelli Tutti 35)の中の、「人間には[皆の文化]と

言うものが必要です。」という部分です。そして2つめは、奉献生活者への手紙(Apostolic Letter 

to Consecrated Persons)の、「私は皆さんが世界を覚醒させることを期待しています」という部

分です。 

 

はじめに、Sr.テレシニャ・ドリゴン（ラテンアメリカ・カリブ海管区）が、この異文化研究プロ

グラムの説明をしてくれました。国際的で文化多様な修道会であることと、異文化理解に根差した

修道会であることは、根本的に違うのだと区別を主張しました。異文化理解を基幹とする修道会は、

新しい学びを体験します。「新しい目で見る」ことを知ります。そして生涯にわたる意識の転換を

学ぶのです。 

 

異文化理解は福音と通して受け取る使命です！多文化共存の生き方は、真に使徒的なものです。

神様の使命ゆえに集まった、多様な文化の人達が経験するものです。異文化理解のラボの参加者

は、この仕事を、熱意と喜びをもって受け止めました。！ 
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