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言は肉となって、わたしたちの間に宿られた。わたしたちはその栄光

を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満

ちていた。 

（ヨハネによる福音書 1 章 14 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） 
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“Frohe Weihnachten!” 
 

村田晋作 
 
パメラという古い友人の話をします。彼女は日本の文化が好きで、わたしが留学したハンブ

ルク大学で日本学を専攻していました。視力が弱く、また色覚にも特性があり、わたしとは世

界の見えかたがまったくちがっていたようです。世界の豊かさ、すばらしさを自身の視覚で理

解しようとはしていませんでした。 

「わたしは、季節の変化も、初恋の思い出も、すべて『匂い』で覚えているのよ」 

初秋のアルスター湖を散歩しながら、パメラはわたしに教えてくれました。 

「たとえば、春は昼下がりのあたたかい空気と花の匂い。夏は日が暮れる 22時ごろのレー

パーバーンの匂い。冬はグリューヴァイン。清少納言みたいでしょ」 

といって含羞むと、苦しそうにせき込んでいたのを今でも覚えています。パメラは、先天的な

病で視覚以外に呼吸器や消化器にも問題がありました。それでも、いつか日本に住んで、彼女

のルーツであるドイツとポーランドに日本文化の魅力を伝える仕事をしたいと、本当に美しく

強いまなざしで夢を語っていました。 

そんなパメラがわたしにふるまってくれた、グリューヴァインのレシピをお伝えします。鍋

に赤ワインを 500ml、ハチミツを 30ml、シナモンを 1本、丁子を 3つか 4つ、生姜のスライ

スを 3枚、お好みで八角を 1つ入れます。甘いのが好きならバニラを加えてもよいですし、ス

パイシーにするなら黒胡椒をすこし入れてもおいしいです。これを、アルコールが飛んでしま

わないように沸騰直前まであたためます。火をとめて、マグカップに移して、最後にレモンス

ライスを入れたらできあがりです。もともと、日照時間が短い厳冬のドイツで、身体をあたた

める知恵として親しまれた飲みものだったようです。 

パメラは、わたしが帰国してから 3年後の 12月に、来日することなく夭逝しました。アド

ヴェントがくると、グリューヴァインをつくって彼女のことを思い出すようにしています。甘

いワインとシナモンのかおりが、わたしの中でも「冬の匂い」として定着しました。降誕を祝

うお祈りのあとに、家族と過ごす 1日のおわりに、贅沢なひとり時間に、友人どうしでたのし

むパーティーに、または恋人と見つめあう夜に、ぜひいちどお試しください。香ばしいプレッ

ツェルがよく合います。 

（キャリアセンター職員） 

 
 



 

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 

 

12/13 月   

  神 学生オルガニストの演奏による音楽礼拝 

  経 人間を考える⑧ 白井 洸志（経済学部准教授）  

  人 生田正幸（人間福祉学部教授） 

  建 井上 智（宗教センター宗教主事） 

 

14 火   

  神 ハンドベルクワイアの演奏による音楽礼拝 

   文 動画配信、学生キャビネット「チャペルアワー」を参照 

  社 クリスマスを前にして⑥ 柳澤 田実（神学部准教授） 

  法 赤松真希(日本基督教団塚口教会伝道師) 

  経 経済と倫理② 西村 智（経済学部教授） 場所：B 号館 301 教室 

  商 チャペルトーク 木原桂二（宗教主事） 

〔オンラインにて実施：学生キャビネット「商学部チャペルアワー」を参照〕 

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

  理・工・生環  関西学院大学点訳サークル（ｵﾝﾗｲﾝ実施：KG_STBE_chapel で検索） 

  総 中井珠惠（市立川西病院 チャプレン兼カウンセラー） 

  教 定年退職教員最終チャペル講話 日浦直美（教育学部教授） 

 

15 水   

  神 クリスマス礼拝 小田部進一(神学部教授) 

  社 クリスマスを前にして⑦ Vivian Bussinguer-Khavari（社会学部准教授） 

  法 Christian M. Hermansen（宣教師） 

  商 チャペルトーク 安田聡子（商学部教授） 

〔オンラインにて実施：学生キャビネット「商学部チャペルアワー」を参照〕 

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

  理・工・生環  鈴木淳之介  （ｵﾝﾗｲﾝ実施：KG_STBE_chapelで検索） 

  教 定年退職教員最終チャペル講話 山本伸也（教育学部教授） 

 

16 木   

  神 森本典子（デンマーク・ディアコニッセ事業団 ディアコニア共同体） 

   文 Andreas Rusterholz（宗教主事） 

  社 定年退職者による最終チャペル講話  陳 立行（社会学部教授） 

  法 一高龍司(法学部教授) 

  経 経済と倫理③ 上村 敏之（経済学部教授） 場所：B 号館 301 教室 

  商 チャペルトーク 木原桂二（宗教主事） 

        〔オンラインにて実施：学生キャビネット「商学部チャペルアワー」を参照〕 

  人 チャペルオルガニストによるオルガン演奏 

  国 Chapel in English  Eun Ja Lee（宣教師） 

  総 李善恵（人間福祉学部教授、宣教師） 

  聖和  クリスマスジャズ礼拝 竹中 真（ジャズピアニスト） 

 

17 金   

  神 礼拝学演習 A 

  文 動画配信、学生キャビネット「チャペルアワー」を参照 

  経 経済学と聖書 井口 泰（経済学部教授） 

＊経済学部 HP参照 

  院 Christian M. Hermansen（宣教師） 場所：大学院１号館 205教室 

  理・工・生環 橋本秀樹（生命環境学部教授）（ｵﾝﾗｲﾝ実施：KG_STBE_chapel で検索） 

 

https://www.kgsisxp.com/
https://www.kgsisxp.com/


 

 

20 月   

  神 柳本和良（日本基督教団 鈴蘭台教会） 

  経 定年退職教員最終講話① 高林 喜久生（経済学部教授） 

  人 クリスマスチャペル：李 善惠（宣教師） 

  建 谷口真紀先生 （建築学部准教授） 

 

21 火   

  神 いのちを考える⑨ 加納和寛（神学部教授） 

   文 動画配信、学生キャビネット「チャペルアワー」を参照 

  社 クリスマスを前にして⑧ Timothy O. Benedict（宣教師） 

  法 チャペルオルガニスト 

  経 李 相勲（宣教師） 場所：B 号館 301 教室 

  商 チャペルトーク 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 音楽チャペル 脇中佳香（オルガニスト・教育学部２年生）、 

北之間由水香（教育学部２年生）、四宮咲葵（教育学部４年生） 

 

22 水   

  神 日下部蒔恵（神学部 4年） 

  社 社会学部クリスマスチャペル 

  法 松浦祐介(下ノ橋教会) 

  商 チャペルトーク 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  武久盾（日本キリスト教団住道一粒教会牧師・関学非常勤講師） 

        （オンライン実施：KG_STBE_chapelで検索） 

  教 定年退職教員最終チャペル講話 中村千晶（教育学部准教授）  

 

23 木   

  神 韓宣榮（神学研究科 M2） 

   文 動画配信、学生キャビネット「チャペルアワー」を参照 

  社 社会学部クリスマス祝会 －出演：関西学院グリークラブ 

  法 チャペルオルガニスト 

  経 経済と倫理④ 松枝 法道（経済学部教授） 場所：B 号館 301 教室 

  商 文化総部ハーモニカソサイアティ 

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

  人 武田 丈（人間福祉学部長） 

  国 Chapel in English  Eun Ja Lee（宣教師） 

  総 村瀬義史（宗教主事） 

  聖和 クリスマス礼拝 音楽と降誕物語 

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

１２月１７日（金）「クリスマスに感謝して」 木原桂二（商学部宗教主事） 
                     

 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。 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

https://www.kwansei.ac.jp/s_ba/s_ba_003010.html
https://www.kgsisxp.com/
https://www.kwansei.ac.jp/s_ba/s_ba_003010.html
https://www.kgsisxp.com/
https://www.kwansei.ac.jp/s_ba/s_ba_003010.html
mailto:shukyocenter@kwansei.ac.jp


 

 
＊＊＊＊＊ 

 
●大阪梅田キャンパスチャペル 

 阪急梅田駅から徒歩すぐ、アプローズタワー14 階の大阪梅田キャンパスでは、大学院授業期間中の毎

週木曜日（原則）にチャペルアワーを開催しています。（関西学院の学生・教職員対象） 

（17:50～18:20 １４０５教室） 

１２月１６日（木）17:50～18:20 中道基夫（神学部教授） 

 １月 ６日（木）17:50～18:20 井上 智（宗教センター宗教主事） 

 １月１３日（木）17:50～18:20 嶺重 淑（大学宗教主事） 

 

●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 

 

●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。 

２０２２年１月９日（日） 10:00～11:00 

 

●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」のバックナンバー(2005年以降)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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