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真理はあなたたちを自由にする。 

（ヨハネによる福音書 8 章 32 節） 

 

 
           くすのきとランバス記念礼拝堂（西宮上ケ原キャンパス） 

 
 

関西学院宗教センター



 

 
関西学院、社会の未来を考えるための宝庫 
 

荻野昌弘 
私の手元に、二枚の古い写真のデジタルデータがある。一枚は、関西学院の中央講堂の前で

撮影した記念写真で、中央には、ベーツ院長とともに賀川豊彦が写っている。それは、1930年
ごろ、賀川が講演した際に撮影されたものである。ベーツ院長と賀川は、まだ関学が原田の森
にあった時代から交流しており、それは賀川の死まで続いた。 
賀川は、アメリカに留学するまで、原田の森から

遠くない神戸のスラム街に住み、そこで布教活動を
行なっていた。また、その一環で、関学生ととも
に、スラムに住む子供たちの支援活動を進めてい
た。もう一枚の写真には、賀川と関学の学生、そし
て子供たちが一緒に写っている。賀川と学生たち
は、子供たちに、ひと時だけでも、楽しんで過ごす
ことができる機会を設けていたのである。 

ベーツ院長と賀川は、ともに、キリスト教は社会的
な宗教であるというジョン・ウェスレーの思想に共鳴
していた。また、1915年に日本で初めて社会という
言葉を冠せた学科である社会学科が関西学院に誕生し
た。そこに、社会学科で一人目の新任教員として、河
上丈太郎が赴任してきた。東京出身の河上は、キリス
ト教徒で、戦後、社会党委員長を務めた人物だが、太
平洋戦争末期には、関西学院理事長に就任している。 

社会学科が誕生したのは、ちょうど大正デモクラシーの時代であり、社会という言葉は、民
本主義とともに新鮮な響きを持っていたであろう。そうした言葉を学科名にした関西学院は、
自由と独創性を重んじる学校だった。そして、その雰囲気に惹きつけられるように、自由を希
求する教職員や学生が集まってきた。そこでは、貧困に喘ぐ人々を支援しようという気持ちが
育まれた。しかし、残念ながら、関西学院に生まれていた自由な社会の形成を可能にする知的
磁場は、国家が戦争に向かって進んでいくなかで、広がりを見せることはなかった。 
現在の関西学院は、戦前のそれとは比べものにならないほど、大きな規模になっている。し

かし、創立以来、蓄積してきた有形、無形の歴史的な資産をあらためて発掘し、その重要性を
認識していくべきではないか。関西学院の歴史は、これからどのような社会を作っていくかを
考えるうえで、さまざまなヒントが隠された宝庫である。 

（社会学部教授） 
 

写真：神戸・賀川記念館提供 



 

チャペルアワー スケジュール 
 

西宮上ケ原キャンパス、西宮聖和キャンパス・・・10:30-11:00 
神戸三田キャンパス・・・10:40-11:10 

 

 

9/21 火   

   文 オンデマンドにて実施。アクセス先は文学部 HP に掲載 

  社 秋学期開始にあたって 打樋 啓史（宗教主事） 

  法 大宮有博（宗教主事） 

  経 李 相勲（宣教師）  

＊オンデマンドで動画配信。アクセス先は経済学部 HP に掲載 

  商 木原桂二（宗教主事） 

＊オンラインにて実施 URL: https://www.kwansei.ac.jp/s_ba/s_ba_003010.html 

  国 動画配信 URL： https://www.kgsisxp.com/〔KG SIS キリスト教サイト〕 

  理・工・生環   前川 裕（宗教主事） （ｵﾝﾗｲﾝ実施：KG_STBE_chapelで検索） 

  総 村瀬義史（宗教主事） 

  教 眞城知己（教育学部副学部長） 

 

22 水   

  神 土井健司（神学部教授） 

  社 希望する力①  Timothy O. Benedict（宣教師） 

  法 Christian M. Hermansen（宣教師） 

  商 木原桂二（宗教主事） 

＊オンラインにて実施 URL: https://www.kwansei.ac.jp/s_ba/s_ba_003010.html 

  国 動画配信 URL： https://www.kgsisxp.com/〔KG SIS キリスト教サイト〕 

  理・工・生環  前川 裕（宗教主事）  （ｵﾝﾗｲﾝ実施：KG_STBE_chapel で検索） 

  教 眞城知己（教育学部副学部長） 

 
24 金   

  文 オンデマンドにて実施。アクセス先は文学部 HP に掲載 

  経 経済学と聖書⑮ 井口 泰（経済学部教授） 

＊オンラインにて実施。アクセス先は経済学部 HPに掲載 

  院 井上 智（宗教センター宗教主事） 

  理・工・生環  Christian Triebel（KSC宣教師）（ｵﾝﾗｲﾝ実施：KG_STBE_chapel で検索） 

 

27 月   

  経 「創立 132周年・W.R.ランバス宣教師没後 100年を迎えて」舟木 讓（宗教主事） 

  人 新学期を迎えて 嶺重 淑（宗教主事） 

  建 村瀬義史（宗教主事） 

  聖和 秋学期チャペルオリエンテーション 

 

28 火   

   文 オンデマンドにて実施。アクセス先は文学部 HP に掲載 

  社 学院創立記念日に  打樋 啓史（宗教主事） 

  法 大宮有博（宗教主事） 

  経 李 相勲（宣教師） 

＊オンデマンドで動画配信。アクセス先は経済学部 HP に掲載 

  商 木原桂二（宗教主事） 

＊オンラインにて実施 URL: https://www.kwansei.ac.jp/s_ba/s_ba_003010.html 

  国 動画配信 URL： https://www.kgsisxp.com/〔KG SIS キリスト教サイト〕 

  理・工・生環  前川 裕（宗教主事） （ｵﾝﾗｲﾝ実施：KG_STBE_chapelで検索） 

  総 Christian Triebel（宣教師） 

  教 梶原直美（宗教主事） 
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29 水   

  神 夏季派遣実習報告 阪口 選（神学研究科Ｍ２） 

  社 希望する力②  Christian Triebel（宣教師） 

  法 English Chapel  Christian M. Hermansen（宣教師） 

  商 木原桂二（宗教主事） 

＊オンラインにて実施 URL: https://www.kwansei.ac.jp/s_ba/s_ba_003010.html 

  国 動画配信 URL： https://www.kgsisxp.com/〔KG SIS キリスト教サイト〕 

  理・工・生環 《関学創立記念日》 前川 裕（宗教主事） 

（ｵﾝﾗｲﾝ実施：KG_STBE_chapel で検索） 

  教 梶原直美（宗教主事） 

 

30 木   

   文 オンデマンドにて実施。アクセス先は文学部 HP に掲載 

  社 希望する力③  加納 和寛（神学部教授） 

  法 大宮有博（宗教主事） 

  経 李 相勲（宣教師） 

＊オンデマンドで動画配信。アクセス先は経済学部 HP に掲載 

  商 松隈 協（高等部宗教主事） 

        ＊オンラインにて実施 URL: https://www.kwansei.ac.jp/s_ba/s_ba_003010.html 

  人 創立記念日を覚えて① 嶺重 淑（宗教主事） 

  総 村瀬義史（宗教主事） 

  聖和 秋学期を迎えて 竹内伸宜（聖和短期大学教授） 

 

10/1 金   

  文 オンデマンドにて実施。アクセス先は文学部 HP に掲載 

  経 経済学と聖書⑯ 井口 泰（経済学部教授） 

＊オンラインにて実施。アクセス先は経済学部 HPに掲載 

  院 井上 智（宗教センター宗教主事） 

  理・工・生環  Christian Triebel（KSC宣教師）（ｵﾝﾗｲﾝ実施：KG_STBE_chapel で検索） 

 

 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
◇ランバス早天祈祷会 毎週金曜日 ８：１０～８：３０  Zoom にて開催 

９月２４日（金）「国際平和祈祷日を覚えて」 村瀬義史（院長補佐） 

 １０月 １日（金）「人間福祉学部のために」  武田 丈（人間福祉学部長） 
                     

 Zoom の URL, ID, PW について、学生で興味のある方は shukyocenter@kwansei.ac.jp 宛に「学籍

番号」「氏名」をメールしてください。教職員は kwic をご確認ください。 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 
＊＊＊＊＊ 

●ボランティアに関心がある皆さんへ（ヒューマン・サービス支援室からお知らせ） 

ヒューマン・サービス支援室では、単発でのボランティア活動や継続して関わるボランティア団体・ボ  

ランティアサークルの紹介を行っています。「何をしたらいいかよくわからない」という人も、コーデ 

ィネーターと一緒にお話しながらボランティアを探せるので、気軽にご来室ください。 

［開室日程］ 

西宮上ケ原キャンパス：平日 8:50～16:50 

神戸三田キャンパス：平日火・水・木曜日の 10:30～17:00（授業期間中のみ開室） 

オンライン：平日 8:50～16:50で相談可 

※オンライン相談を希望される場合は下記よりご予約ください。 

https://onl.tw/UBvnyqX 
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●災害支援フォーラム「継続的な活動が生み出した学生と被災者の新たな支援の形」 

～『熊本地震現地ボランティア』4年間の活動を振り返って～ 

関西学院大学では、2016年度～2019年度の４年間、熊本地震現地ボランティア活動に取り組んできま

した。活動を振り返りながら、継続的な関わりだからこそできること、大学や学生が関わるからこそで

きること、そしてこれからの災害支援について皆さんと共に考えたいと思います。 

ぜひご参加ください。 

  １０月９日（土）13:30～16:15 Zoomにて開催（10/6申込締切） 

  申込・詳細：https://www.kwansei.ac.jp/c_volunteer/news/detail/149 

 

●関西学院会館ベーツチャペル日曜礼拝 

 授業期間中の第二・第四日曜日（原則）の 10:00～11:00に関西学院会館ベーツチャペルでは日曜礼拝

を行っております。 

どなたでも（クリスチャンでなくとも）ご参加できますのでどうぞお越しください。 

１０月１０日（日）10:00～11:00 
※休会または時間短縮とする場合がありますので、念のため関西学院会館予約センター（℡0798-54-6013）にご確認ください。 

※関西学院会館は 8月 1日から 10月 5日まで閉館のため、この期間の日曜礼拝はありません。 

 

●ＣＤ・ＤＶＤライブラリー利用について 

吉岡記念館事務室宗教センターには、教会音楽、キリスト教に関するＣＤやＤＶＤを備えています。 

本学学生及び教職員（学生証または身分証明書必要）であればどなたでも利用できますので、希望者は

事務室までお越しください。 

 

●盲導犬育成のためご協力お願いします 

関西学院宗教活動委員会は、目の不自由な方々の社会参加促進を願い、社会福祉法人「日本ライトハウ

ス」の募金活動に協力しています。吉岡記念館事務室はじめ各学部カウンターに募金箱を用意しており

ますので皆様の温かいご協力をお願いいたします。 

 

●「チャペル週報」バックナンバーについて 

 2005年度以降のバックナンバーは下記で閲覧できます。 

  URL：https://www.kwansei.ac.jp/about/chapel/weekly/ 
 

 

 

 

 

関西学院宗教センター 

https://www.kwansei.ac.jp/about/chapel/ 
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