。
い
さ
な
り
おかえ

の
け
だ
ち
僕た
ユミ先生！

（ 62 ）

今年の夏、
イスラム過激派による
テロで日本人7人が犠牲になった
バンクラデシュ。
’07年に単身で渡り、
現地の子ども
たちのための学校を作った
「ＹＯＵ＆ＭＥインターナショナル
スクール」
校長・玉木由美さん

―

さんはそう切り出した。
バングラデシュ （以下、バ
ングラ）の首都ダッカにある
レストランが襲撃され、日本
人７人を含む人質 人が犠牲
となった７月１日 （日本時間
２日未明）のテロ事件から、
１カ月ほどしかたっていない
８月３日のことである。
外務省の渡航危険レベルは
その時点で「不要不急な渡航
はやめてほしい」という「２」
。
バングラのハシナ首相から
は二度にわたって、
「８月中にまた大きなテロが
起きる可能性がある」
と、注意喚起がなされたば
かりだった。
玉木さんは、ダッカの北、
車で１時間ほどの距離にある
ガジブール県に設立したキリ
スト教系の学校「ＹＯＵ＆Ｍ

題字 / 武田双雲

Ｅインターナショナルスクー
ル」（以下Ｙ＆Ｍ）の校長だ。
イスラム過激派組織を名乗
るテログループが狙ったのが、
外国人と非イスラム教徒であ
ったことを考えれば、日本人
でキリスト教徒の玉木さんは
二重に危険なのだ。
テロに巻き込まれた日本人
犠牲者は全員、国際協力機構

（ 63 ）

記者が玉木さんに会った
とき、彼女はすでに覚悟を
決 め て い た。 息 子 た ち に
「 遺 言 状 」 を 残 し て ま で、
なぜバングラデシュへ向か
うのか……。
最愛の夫を亡くしたあと
の「生きる力」をバングラ
の人たちが与えてくれた。
私の居場所はそこにある、
だから帰りたい。そんな思
いを抱いて戻ってきた先生
を、子どもたちは輝く瞳で
。
迎えてくれた
█
「何日も悩んでいたのですが、
昨夜、決めました。やはりひ
とりでバングラデシュに行く
ことにします」
埼玉県・草加駅前のファミ
リーレストランで、玉木由美

20
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現地のために力を尽くしてい
（ Ｊ Ｉ Ｃ Ａ ）のプロジェクト
に参加する企業の社員。バン る方々が亡くなられたのは、
グラのインフラ整備のために 本当につらくて、悲しくて」
玉木さんは唇をかんだ。
ダッカに来ていた人たちだ。
「私は７月 日からバングラ 「これまでも、暴動など、危
入りする予定で、
スタディー・ 険なことはありましたが、外
ツアー （後述）に参加予定の 国人が標的になることはなか
大学生と打ち合わせをしてい った。とくに日本人は、いろ
るときに、テロの知らせが入 いろな支援をしてきたことで、
って。それはもう驚きました。 とても感謝されていて、どこ
に行っても、日本人というだ
けで『ありがとう』と言われ
ていたほどですから」
Ｙ＆Ｍは、
「貧しい子ども
たちに教育の機会を与え、そ
れぞれの人生に誇りをもって
生きてほしい」という願いか
ら、玉木さんがバングラ人の
牧師夫妻とともに立ち上げ、
運営している学校だ。さりと
て、テロリストの標的になら
ない保証はどこにもない。
これまで何があってもバン
グラ行きを止めなかった長
男・聖一さん （ ）も、

亡夫・真一さんと、長男・聖一さん、次
男・恵人さん。夫婦ともに仕事で忙しか
ったが、休暇にはそろって家族旅行へ

「今度ばかりはやめたほうが
いいよ」と、言ってきた。
悩みに悩んだ末、玉木さん
が出した結論が、冒頭の言葉
だ。力強く言い放った彼女の
その表情には、晴れ晴れとし
たものがあった。
彼女は、覚悟を決めていた。
「何があっても平常心で、同
じペースで、これからも現地
と関わろうと、決意しました。
今回は１カ月弱の旅程を４泊
５日に減らすことにしました
が、予定の用事をこなすこと
より、共同経営者のリナさん
や現地スタッフの無事を確認
し、子どもたちの健康や成長
をみんなで喜び合いたい。電
話やメールではできない、お
互いのぬくもりを確認するこ
とが何より大事ですから」
玉木さんは、２人の息子に
宛てた「遺言状」まで書いて、
バングラへと飛び立ったのは
８月８日のことだった。

英語教師の道を歩み始めた。
しかし、時代は校内暴力全
盛期。とくに中学校は全国的
に荒れていた。
「ホント、毎日が大ヒットし
たドラマ
『３年Ｂ組金八先生』
のようでしたよ。最初に、『常
に運動靴を履いていてくださ
い』
と言われましたから（笑）
」
毎日、事件が起きる。生徒

新米教師として奮闘、同級生と
出会い結婚、クリスチャンに
玉木さんは 年、東京都足
立区で生まれた。父は溶接業、
母は和裁の仕立てを営み、姉、
兄がいる末っ子だった。
名門の進学校・都立上野高
校へ進学したころ、思春期の
壁のようなものにぶつかった。
授業をサボタージュする日
もあり、このままではいけな
いと思ったとき、
よみがえって
きたのは、小学校高学年で担
任だった志田春一先生だった。
「歌が上手で、学級会の時間
に先生が泣いたこともあった
りして。体当たりで裸の自分
を見せてくれました。自信は
ないけれど、将来を考えたと
き、私も志田先生のような教
師になれたらと思ったんです」
一念発起した玉木さんは、
青山学院大学教育学科に進み、
足立区立竹の塚中学校から、

’07年８月、礼拝堂に椅子を並べただけの簡
素な教室で授業が始まった。子どもたちも母
親も熱心に玉木さんの話に耳を傾ける
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28

’61

（ 64 ）

29

距離になったというか」
年、アフリカの飢餓と貧
困救済のためにマイケル・ジ
ャクソンなど、世界のトップ
ミュージシャン約 人が手を
つなぎ
『 We Are The World
』
というキャンペーンソングを
作った。その歌に、衝撃を受
けた玉木さんは、英語の授業
で、歌を流してみた。
「それまでそっぽを向いてい
た子どもたちが全員、目を輝
かせていました。歌詞の意味
や歌ができた経緯を調べて自
分で教材を作り、自分の感動
を、自分の言葉で生徒に伝え
た。すると、どのクラスでも
『ウワーッ』となって。生徒
との結びつきを感じました」
バングラへと続く玉木さん
の授業の原点はここにある。
優しい夫と２人の子ども、
充 実 し た 仕 事。 順 風 満 帆 の
40

︱

日々はこの先もずっと続くか
に思われたが
。
「乳がんが見つかったんです。
自分はいつまでも元気だと過
信していたので、ショックで
した」
年のことだった。そのと
き浮かんだ言葉は「ごめんな
さい」だった。
「人間関係のいざこざや後悔、
いろいろ思い浮かんで。でも、
死ぬなら『ごめんなさい』じ
ゃなく、
『楽しかった、あり
がとう』と言って死にたいと
思ったことを覚えています」
手術、 回の放射線治療、
ホルモン治療と闘病は続き、
副作用にも苦しんだが、なん
とか乗り切った。
と、思った２年後の 年。
思いもよらない出来事に見舞
われる。真一さんが急死した
のだ。 歳だった。
’04

泣き続け、何もできない日々
が続いた。
仕事は２カ月休んだ。誰に
も話せない気持ちを日記に吐
き出し、真一さんの残した日
記や写真、本、手紙を探して
は読みふけった。
「彼が生きていたら何がした
かったのか、知りたくて」
偶然見つけた一通の手紙に、
玉木さんは目を見張る。
それは、亡くなる 年ほど

―

突然に逝った夫の手紙。バングラ
に「一緒に行ってほしい」と

’85

「すみません。そのときの詳
しいことはちょっとまだ、あ
まり話せなくて……」
玉木さんは涙で声を詰まら
せた。
休日出勤だった真一さんは
いつもと何も変わりなく家を
出た。そして、そのまま帰ら
なかった。心臓病だった。
大学１年と中学３年の息子
が支えてくれたが、やはり玉
木さんは途方に暮れた。ただ

前、真一さんがボランティア
で訪れたバングラから帰る飛
行機の中で書いた、自分宛て
の手紙だった。
「バングラから帰って、直接、
手渡された手紙です。そのと
きも確かに読んだけれど、記
憶に残っていなくて……」
真一さんは、キリスト教精
神を体現するような人だった。
せいる か
聖路加国際病院の職員の仕
事のかたわら、阪神・淡路大
震災のときも、いち早く現地
へ飛び、ボランティアとして
汗を流し、職場の仲間とボラ
ンティア団体「ルカ・ジャパ
ン」を創設。仕事の合間にバ
ングラやカンボジアなどに出
向き、医療関係を中心とした
支援活動を行っていた。
両親について、次男・恵人
さん （ ）はこう話す。
「２人は本当に仲がよくて、
手をつないだりして歩いてい
ました。子ども心に恥ずかし
かったけど、今思うと、いい

（ 65 ）

33

44

ワハブ牧師・リナ夫人（前列）と娘さんたち（玉
木さんは後列左から２番目）
。このときの出会
いが玉木さんの活動の原点となった

25

’06

10

26

「相手を尊重し、自分を大切にし、互いに助
け合う。それを学ぶ場所が学校」だと、テロ
後のバングラで生徒たちに話してきたという

そんなとき、支えてくれた
が学校を逃げ出すなど日常茶
飯事。教師は走って追いかけ のが、青学時代の同級生だっ
る。そのための運動靴だった。 た夫・真一さんだった。
「生徒の後を追って、説得す 「本当に優しくて、すごい人
る。生徒の細かい環境に教師 間愛を感じて。彼は、牧師の
として関われる、寄り添える。 家庭で育ったんですね。貧し
そんな毎日にワクワクする自 いけれど、知性があり、心も
豊かな家庭で」
分がいたんです」
すさ
真一さんの影響で、一緒に
張り切って、荒んだ中学校
に飛び込んだ新米教師時代だ 教会に通うようになった玉木
ったが、生徒との真剣勝負の さんは、洗礼を受け、クリス
日々に終わりはない。しだい チャンになった。
歳で結婚。 歳で長男・
に疲れもたまってくる。
けい
聖一さんが、 歳で次男・恵
と
人さんが生まれている。
家庭を持ったことで、生徒
に対する見方も少しずつ変わ
ってきた。
よろい
「それまでの私は心に鎧を着
て、男の体育の先生のように
『なんだ、おまえは！』と、
やっていた。怒ることで威厳
を示そうとしたんですね。そ
れで疲れていたのですが……
ちょっと生徒との間が優しい
24

なぁと思います。ただ、当時、 んの書棚に並んでいたのは、
父がバングラに行くことを、 国際貢献関連の本ばかりだ。
いちばんよく思っていなかっ 「私はなんてひどい人間だっ
たのが母なんです」
たんでしょう。彼が本当にや
恵人さんのその話をぶつけ りたかったことを理解しよう
ると、玉木さんは驚いていた。 ともしなかった」
「なんで小さかった次男がそ
それが最も大きな後悔だと、
んなことを知っているんだろ 玉木さんはため息をつく。
う。笑っちゃいますよね。た 「私が保育園の送り迎えをし、
しかに、夫が国際協力に熱心 家事をし、仕事もしてという
なことは、知っていたはずな なか、彼は仕事以外の時間で
のに、私はシャットアウトし 夢を追っている。彼は私が内
ていたんでしょうね」
心、そう感じていると気づい
あらためて見れば、真一さ ていたから、私には、あまり
現地の話をしなかったんです」
自分にどうしても言えなか
ったことを、真一さんは、そ
の手紙に書いていた。
《家族の大事さをバングラの
人たちに教えてもらった。こ
れからはもっと家族を大切に
したい。でも、バングラの、
助けが必要な人たちのための
活動もしたい。僕は弱い人間
だから、君に一緒に行ってほ
中学校の英語教員時代。校内暴力などで
荒れていた学校もあるなか、玉木さんは
全身でぶつかり生徒たちに慕われていた

︱
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初めてのバングラは驚きの
連続だった。何もなく殺伐と
した空港。むっとする暑さと
独特の匂い、人いきれ。
「でも、本当に人が温かい。
人と人との距離が、精神的に
も物理的にも近いんです。み
んな、すぐにピタッと寄って
くる。一つのベッドに、家族

が大勢で眠るのが普通で、人
懐こくて、家族を大事にする。
夫が引かれたのはこれかーと
思いましたね」
いったん帰国すると、バン
グラの公用語・ベンガル語を
学び、お茶の水女子大学の国
際貢献関係の聴講生にもなっ
た。並行して２度目の渡航準

ガジプールでリナさんとの運命の
出会い。学校が本格的に始まって

しい》
を辞め、夢を追いかけます」 備を進め、２カ月間、ダッカ
夫の死後、泣き続けていた
生徒たちがざわめいた。何 の学校で英語の教師をした。
玉木さんはそこで涙を拭いた。 人かは泣いているようだった。 宿泊先の部屋はクモの巣が
「これだ！ と思いました。 「えー？ なんでー？」
張った屋根裏で、窓ガラスも
このまま悲しんでいるだけで 「先生、辞めちゃうの？」
割れていたが、人懐こいバン
は、私はダメになってしまう。 玉木先生も泣いていた。
グラの子どもたちは、
夫の願いだったバングラに行 「みんなもなりたい自分にな 「ユミが来た、
ユミが来た！」
こうと決心しました」
と、行くたびに叫び、拍手
るために、何があっても諦め
校長に相談し、担任してい ないで、
前に進んでください」 喝采で迎えてくれる。
た３年生を卒業させたら、中
カードを使い、歌を歌うな
年３月、 年余の教師生
学校を退職することにした。 活にピリオドを打ち、玉木さ ど、中学教師時代に培った彼
そして、卒業式の日
。 んは、新たな夢に向かって羽 女の多様な授業は、ダッカの
子どもたちにも大人気だった。
「卒業式が終わったら、教員 ばたいた。
バングラでは幼稚園が２年、
義務教育は現在、１年生から
８年生までで、日本の中学校
程度。９〜 年生が中期中等
教育、 〜 年生がカレッジ
に相当し、卒業するとユニバ
ーシティーに進学できる。
「でも、カレッジやユニバー
シティーまで行けるコはほん
の一握り。約半数は、５年生
くらいでリタイアしてしまう」
リタイア後は、子どもであ
’07

11

12 10
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153

経験者であるパートナーが与
えられるようにと、ずっと祈
っていたという。
さっそく礼拝堂に椅子を並
べただけの簡単な学校を作っ
た。地域の家を一軒ずつ回り、
「学校ができますよ」と知ら
せて歩くと、 人の子どもた
ちとその母親たちが集まった。
玉木さんは、ゲームとダン
ス、歌を交えて英語を教えた。
「私たちには何もないけど、
土地があって、人がいて、待
っている子どもたちがいた。
だから、こんなに早く学校を
始めることができたんです」
年８月 日。初めてバン
グラを訪れて、まだ、５カ月
もたっていない。
「自分の力ではない。何か大
きなものに導かれたような気
さえしましたね」
神の采配だったのか、亡き
夫の導きなのか
。
その年の 月、玉木さんが
校長、リナさんが副校長とな
り、ＹＯＵ＆ＭＥインターナ
ショナルスクールが本格的に
始動する。
そうして瞬く間に９年。
８月８日、バングラに渡っ
た玉木さんは、朝礼で、子ど
もたちにも７月に起きたテロ
の話をした。
「犯人グループは、マレーシ
アで大学まで行ったエリート
たちでした。学歴で上にのぼ
ることも人生の目的かもしれ

︱

ませんが、もっと大切なこと
は人と人が温かい結びつきを
もって、自分と違う人のこと
も尊重し、自分も相手も大切
にして、助け合っていくこと
です。今、世界でいちばん求
められていることは『平和』
です。それをバングラから発
信していきましょう」
習字の授業で、子どもたち
は半紙に墨と筆で「平和」と、

漢字で書いた。ベンガル語で
は「シャンティ」だ。
それを一人一人、誇らしげ
に胸に掲げる子どもたち。笑
顔が輝いていた。
大きな覚悟でバングラ入り
した玉木さんだったが、学校
は何ひとつ変わっていなかっ
た。いや、テロがある以前よ
りも、もっと穏やかで優しい、
明るい平和に満ちていた。

３月に行ったチャリティイベント後の記念写真。このチャリティで
Y＆Mの椅子、机、黒板などを買うことができた

っ張るタイプではない。
「うーん、そうですね。私に
は飛び抜けたものは何もない
けど、人と一緒に手を取り合

「思いを共有できるのが幸せ」 玉木
さんには周りが自然と手を差し伸べて
玉木さんは謙虚な人だ。口
癖は「こんな自分でも……」
。
しん
明るくて芯は強いが、リー
ダーシップでグイグイ人を引
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母親の千代子さんは「ニュース
を見ると心配もしますが、皆さ
んのお役に立っているなら」と、
いつも温かく娘を応援している

っても家族のために働くのだ。 が、ガジプールに広大な敷地
バングラは、１人当たりの を買って教会を建て、おもに
名目ＧＤＰが世界 国中 位 イスラム教徒の村人たちに伝
道活動を広げていた。
（ 年 ）の貧困国。経済的に
リナ夫人が、その敷地内に
厳しいなか、親が学校に送り
出してくれるありがたさを、 学校を作るという夢を持って
子どもたちもわかっている。 いると聞き、訪ねてみると、
「だから、学校が大好きで、 偶然にも、夫妻は玉木さんと
教科書も本当に大事にしてい 同じバプテスト派。一気に心
ます。勉強に対する熱意は、 の距離が縮まった。
ダッカの自宅に招かれた玉
日本の子どもの数十倍ですね」
この２度目の訪問時の、ワ 木さんは、夫妻と４人の娘た
ハブ牧師とリナ夫人との出会 ちの前で、気がつけば、日本
いが玉木さんの運命を決定づ の誰にも話せなかったこれま
でのすべてを打ち明けていた。
けた。
話しながら涙が止まらない。
クリスチャンの夫妻は４人
の娘とダッカで暮らしていた 話し終えて顔を上げると、家
族全員、一緒に泣いていた。
「そこで私は本当に癒された
んです。人間が傷ついて、ど
ん底に落ちたとき、必要なの
は、ただ横に座って、一緒に
泣いてくれることなんだ。そ
れが人を立ち直らせてくれる
んだと初めて知りました」
リナさんは優しく言った。
「あなたのことを、私は５年
間、待っていたのよ」
学校を開くために、教育の
’15

’07

学校ができると村を一軒ずつ告知して歩
き、集った生徒たち。今まで一度も学校
に行ったことのない子どもばかりだった

って、一緒に泣いたり、喜ん い校舎が建てられた。
だり、そういう思いを共有で
年の夏には、当時、看護
きる。それが幸せなんです」 大生だった有泉香里さん （現
玉木さんは、周りが差し伸
Ｙ＆Ｍ理事）を連れ、バング
べる手を、感謝にあふれて温 ラを訪問。
かく握り返す。そんな彼女だ 「ユミさん、こんな素敵なこ
から、協力者が次々と現れる。 と独り占めしちゃダメですよ。
年 月、二度目のバング いろんな人に勧めましょう」
という有泉さんの言葉から、
ラ滞在後に、現地や子どもた
ちの写真とともに、学校設立 体 験 型 学 校 見 学「 ス タ デ ィ
の詳細を説明したニュースレ ー・ツアー」が生まれている。
ターを作った。寄付を募ると、 ツアー参加者は、自分の得
万円集まった。それで新し 意分野を生かして特別授業を
行い、バングラの子どもたち
と交流を図るのが特色だ。
以後、スタディー・ツアー
は年３回の定例行事となり、
参加者から、また新たなアイ
デアが出て、会員制度や学校
内での生徒会活動が設けられ
……と、玉木さんの活動は、
出会った人の知恵と力が集ま
って広がり、継続してきた。
昨年４月に、ＮＰＯ法人化。
このときは、お茶の水大の聴
’07
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講生時代に知り合ったアナウ
ンサー・日下倫子さん （現Ｙ
＆Ｍ理事）が協力して一緒に
動いてくれた。ユミとリナ、
２人で始めたＹ＆Ｍは、今や
社員 人、会員 人の組織に
成長している。
「最初は、自分の命が絶えた
ら、活動もそこで終わりのつ
もりだったのですが……」
と言う玉木さん。実は２年
前に、２度目の乳がんが見つ
かり、闘病していたのだ。
「たしかに最初のきっかけは、
乳がんと亡き夫の手紙でした。
でも、いろんな人と出会い、
さまざまな経験をしたことで、
今では、人と人とが手を取り
合い、幸せを感じられるみん
なの場所を作りたいという思
いだけで活動しています」
玉木さんの無私の思いは、
８月の渡航前に書かれた「遺
言状」にも込められていた。
《聖一、恵人へ。
15
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もし、私がバングラデシュ
で死んでも悲しまないでくだ
さい。
私はバングラの人々に自分
の悲しみを分かち合ってもら
えたことで、自分がもう一度
生きる力をもらえました。
そしてＹＯＵ＆ＭＥという
自分の人生をかけての使命を
もらえました。（中略）
どうぞ、私がバングラデシ
ュで死んでも、絶対に悲しま
ず、自分の人生を楽しく幸せ
に生きていってください。
そして社会のために、他の
人のために役に立つ人生を歩
んでください。
それこそが、人としての一
番の幸せですから。
２０１６年８月７日
玉木由美》

文／川上典子

取材／古川美穂

撮影／水野竜也
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