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Thanks to Kitamura sensei's speech, I have another perspective to view
religion. The most impressive thing for me is the video that Kitamura
sensei showed for us in the speech. In the video, the Great East Japan
Earthquake caused a tsunami with waves of up to more than 1 meter
high. tsunami destroyed houses, cars and even took the lives of many
people. you can see some people struggled in the water, but other
people was being helpless to change anything. Kitamura sensei reported
Great East Japan Earthquake and talked with victims as a journalist. I
knew the Great East Japan Earthquake through News. Government
gave victims money to support them recovering from Earthquake.
However, mental Injury influence victims deeply and sustainedly. Many

peopleʻs children or parents was missing or died in the Great East
Japan Earthquake. some of the alive people cannot even found the
bone of their relatives, they can only hold a memorial ceremony for
them in the front of the place where their relatives studied or worked
before. Religion help victims to accept the injury from the missing or
death of relatives in a long time. Religion gave them power to live.
Before I came to HdB（京都国際学生の家）, I knew little about religion.
Our dorm was built by a church after the war. Although residents have
different nationality. However, We all desire peace and freedom from
mental and spiritual. It is similar with the concept of Religion.
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It was such a long time since we can meet and talk personally like
this. Being interested in Wagashi after watching a Japanese drama
Cursed Love (私たちはどうかしている), just when I actually touch
the power and shape them into specific flowers and leaves that I
understand how hard it is to become a professional. It makes me
more appreciate their patience and ultimate motivation for
achieving their dream. Particilarly for the event, my friends and I
could enjoy a great afternoon together and find pleasure by
making some sweets. Looking forward for new events at HdB（京
都国際学生の家） soon!

公益財団法人京都国際学生の家の卒寮生と現寮生が協力してセミナー①②及び公開市民講座③を行う。セミナー①では留
学生、日本人学生が共同で和菓子作りを、セミナー②では東日本大震災における「死」に対する宗教観を学び、日本文化理
解を深める。公開市民講座③では市民・地域住民も参加して、卒寮生と現寮生が寮における異文化理解や国際理解の経験
および現職業や研究について話をする。セミナー①は京菓子司 笹屋吉清のベテラン職人の保木進氏がHdB（京都国際学生
の家）に来訪して、日本の伝統菓子である５種の秋の和菓子（桜、菊、バラ、紅葉、若葉）作りを教え、参加者全員で作成し、
その後、抹茶と共に日本の秋の味覚を楽しんだ。その際にはハウスペアレントが通訳を行った。セミナー②は、2011年3月11
日に起きた東日本大震災の経験から何を学ぶべきか、講師の北村敏泰氏は京都の在る宗教・精神文化の専門紙「中外日
報」の特別編集委員で、この新聞に連載した「いのち寄り添う　大震災　苦の立場から」という連載を書籍化された「苦縁——東
日本大震災・苦の現場から　いのちと宗教を考える」の内容を中心に講演して頂いた。前もって要旨を翻訳したのを配布して、
講演の全てを通訳するのではなく、要所要所で学生が通訳をするという形で行われた。大震災の動画で始まり、パワーポイン
トで震災時の写真と震災後の写真を見せながら、講演された。特に印象深かったのは、小学校が津波で海水に浸かり、多く
の小学生が亡くなった事故で、未だに遺骨も遺留品も見つかっていないご両親が9年経っても、今はなくなった校舎の付近の
土地を掘って、探している姿には涙無しでは聞くことが出来なかった。その後、講師を交えて食事会が行われて多くの質問を
受けた。市民公開講座③は、卒寮生と現寮生が寮における異文化理解や国際理解の経験および現職業や研究について講
演をした。セミナー①②と異なり公開で、市民も参加することから十分なコロナ対策をして、当日の講演はオンラインで配信し、
現在その動画をyoutubeで公開している。招待した卒寮生は、岩田忠久氏(東京大学大学院農学生命科学研究科教授)「高性
能な生分解性バイオマスプラスチックの開発: プラスチックと人類の共存・共栄を目指して」https://youtu.be/o1dHpcGPsSo
と、ケシャブ・ラル・マハラジャン氏(広島大学教授大学院国際協力研究科教授)「京都国際学生の家での生活、及びその後:途
上国の生活向上、食糧確保、留学生の教育・研究指導について」https://youtu.be/7RYtdb79Y7c　であった。
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