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「求めなさい。そうすれば、与えられる。探しなさい。そうすれば、 

見つかる。門をたたきなさい。そうすれば、開かれる。」 

 （マタイによる福音書 7 章 7 節） 

 
           ブランチ・メモリアル・チャペル（現 神戸文学館） 

 

関西学院宗教センター



 

 
異種格闘技としてのチャペルアワー 
 

井上 智 
 

 ご入学おめでとうございます。関西学院大学はキリスト教主義教育を行う大学です。毎日、

必ずどこかの学部でチャペルアワーがもたれています。「チャペルアワーって何？」キリスト教

の「なんかいいお話を聞くものでしょ」、「なんか怪しいなぁ」、「宗教のお話は・・・」など実

際の学生からよく聞く反応です。しかし、実際のチャペルアワーは違います。色々な先生方が

お話をしてくださったり、音楽チャペルが行われたり。関西学院大学でのチャペルアワー。そ

れは自らの価値観とチャペルで語られる先生方や自分たちの知らない世界との価値観の「異種

格闘技」とも言えるのです。 

 新型コロナウイルス感染症拡大の中、私たちの日常は大きく変わりました。いままで普通に

行えていたことが行えなくなりました。食事に行く、喫茶店に行く、旅行に行く、友達とおし

ゃべりをする・・・。私たちが今まで知らなかった言葉をよく聞きました。「オーバーシュー

ト」、「ソーシャルディスタンシング」、「ロックダウン」、「PCR 検査」・・・、新しい言葉もで

きました。「三密」、「黙食」、「5 つの小」・・・。私たちの価値観が揺さぶられる。そんな出来

事だったのではないでしょうか。いままでの価値観が通用しない。そんな出来事に遭遇する

と、私たち自身にどのような変化が生じるでしょうか。それは、漠然とした不安感であらわれ

たり、よく眠れなかったり、夜中に目が覚めるようになったり、そんな状態に陥ることもあり

ます。 

 そのような時、価値観の再構築が必要となります。私たちが生活する中で、成長する中で価

値観は形作られていくわけですが、そんな長い期間かけて作られてきた価値観を新たにしてい

くために大切なことがあります。それは、先にも述べましたが、色々な人の価値観に触れると

いうことです。キリスト教の価値観であったり、様々な先生の価値観であったり、自分の知ら

ない音楽の世界であったり、活動であったり。そのような様々な人の考え方と出会い、考えさ

せられるとき、一人一人の価値観は変えられ、補強され、豊かになっていくのです。 

 新しい生活が始まります。せっかく、新しいスタートを切るのですから、いままでとは違

う、新しいことを始めて見ませんか？その一歩として、チャペルアワーへの参加から始めませ

んか？各学部のチャペルで皆さんをお待ちしています！ 

（宗教センター宗教主事） 

 

 



 

 
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 
 

4／8 木   

   神 始業礼拝 土井健司(神学部長) 

  文 Andreas Rusterholz（宗教主事） 

  社 チャペルオリエンテーション 打樋啓史（宗教主事）、森 康俊（学部長） 

  法 大宮有博(宗教主事) 

  経 チャペル・オリエンテーション① 豊原法彦（経済学部長）場所：B号館 301教室 

  商 チャペル・オリエンテーション 木原桂二（宗教主事） 

  人 チャペル・オリエンテーション 嶺重 淑（宗教主事） 

  総 古川靖洋（学部長） 

  聖和 千葉 武夫（聖和短期大学学長） 

9 金   

  神 チャペルオリエンテーション① 中道基夫(神学部教授) 

  文 Andreas Rusterholz（宗教主事） 

  経 経済学と聖書① 井口 泰（経済学部教授） 

  院 新たな抱負を胸に  井上 智（宗教センター宗教主事） 

  理・工・生環 チャペル・オリエンテーション(1) 

12 月   

  神 イースター礼拝 水野隆一(神学部教授） 

  経 「新年度を迎えて」李 相勲（宣教師） 

  人 チャペル・オリエンテーション 嶺重 淑（宗教主事） 

  建 角野幸博（学部長） 

  聖和 チャペルオリエンテーション１ 

13 火   

   神 この一年で考えたこと① 井上 智(神学部助教) 

  文 Andreas Rusterholz（宗教主事） 

  社 チャペルオリエンテーション  打樋啓史（宗教主事）、立石裕二（副学部長） 

  法 前田雅子(法学部長) 

  経 チャペル・オリエンテーション② 豊原法彦（経済学部長）場所：B号館 301教室 

  商 チャペル・オリエンテーション 木原桂二（宗教主事） 

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

  理・工・生環 チャペル・オリエンテーション(2) 

  総 古川靖洋（学部長） 

  教 チャペル・オリエンテーション① 梶原直美（宗教主事） 

14 水   

  神 チャペルオリエンテーション② 水野隆一（神学部教授） 

  社 チャペルオリエンテーション 打樋啓史（宗教主事）、森 康俊（学部長） 

  法 Welcome to the chapel(orientation)in English. Christian M.Hermansen(宣教師) 

  商 チャペル・オリエンテーション 木原桂二（宗教主事） 

  人 チャペル・オリエンテーション 嶺重 淑（宗教主事） 

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

  理・工・生環 チャペル・オリエンテーション(3) 

  教 チャペル・オリエンテーション② 梶原直美（宗教主事） 

 

15 木   

   神 神学部で学ぶ 

  文 Andreas Rusterholz（宗教主事） 

  社 チャペルオリエンテーション 打樋啓史（宗教主事）、森 康俊（学部長） 

  法 大宮有博(宗教主事) 

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


 

  経 学生生活オリエンテーション① 場所：B号館 301教室 

  商 岡田 太志（商学部長） 

  人 讃美歌を歌おう① 広瀬康夫（吉岡記念館事務室職員・グリークラブ技術顧問 

  総 Christian Triebel（宣教師） 

  聖和 山内 信子（聖和短期大学専任講師） 

16 金   

  神 宗教総部による礼拝 

  文 English Chapel Andreas Rusterholz（宗教主事） 

  経 経済学と聖書② 井口 泰（経済学部教授） 

  院 関西学院を知る① 井上 智（宗教センター宗教主事） 

  理・工・生環 Christian Triebel（宣教師） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
◇ランバス早天祈祷会 毎週金曜日 ８：１０～８：３０  ランバス記念礼拝堂（西宮上ケ原） 
  4 月 9 日（金）テーマ：イースターを覚えて 祈りの課題「新学期のために」舟木 讓（院長） 
     16 日（金）テーマ：理学部のために 高橋 功（理学部長）→Zoom に変更 

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。教職員はパブリックフォルダをご確認ください。 

 授業時間の変更に伴い 8:20 から 8:10 開始へと変更しております。 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

＊＊＊＊＊ 
●チャペルオルガニスト募集 

関西学院では毎年チャペルオルガニストを募集しており、本年は４月２４日（土）にオーディションを

行います。採用されますと個人レッスン（有料）を受けることができ、チャペルの奏楽をはじめ、発表

会、研修会、コンサートなどを通して、教会音楽を中心とした幅広い知識、技能を身につけることがで

きます。 

募集要項・応募用紙の入手先： 

・ホームページ 

関西学院大学ホームページからダウンロードできます。⇒ 

・電子メール 

organist@kwansei.ac.jp宛てに学部・学年・氏名を記載の上、送信してください。 

（添付ファイルが受信可能なメールアドレスからお送りください）。 

応募期間：４月１日（木）～４月２２日（木）16：50 

問い合わせ・資料請求：宗教センター オルガニスト募集担当 

電話：0798-54-6018 

E-mail：organist@kwansei.ac.jp 

 

●関西学院チャペルオルガニスト スプリング・コンサート ～パイプオルガン演奏会へのお誘い～ 

と き：４月１３日（火）、１５日（木）１２：５０～１３：１０ 

ところ：ランバス記念礼拝堂（西宮上ケ原キャンパス） 

各学部のチャペルでオルガン奏楽を担当している学生オルガニストたちが得意曲を披露します。 

また、上ケ原キャンパスでは４月１４日（水）、１６日（金）12:50～13:10ランバス記念礼拝堂で学生に

よるオルガニスト募集の説明会をします。興味のある方はぜひお越し下さい。 

 

●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。 

４月１１日（日）10:00～11:00 「イースター礼拝」 

     ※礼拝に続いて 11:00～11:20 に「イースターリサイタル」を開催します。 

４月２５日（日）10:00～11:00 

 

●第２２０回ランバス演奏会（学生・教職員対象／入場無料／予約不要） 

 

mailto:organist@kwansei.ac.jp
mailto:organist@kwansei.ac.jp


 

 「１６世紀イタリアで華開いた初期バロックの調べ～悲しみの聖母～」 

出演者：平井満美子（ソプラノ） 佐野健二（リュート） 

 と き：４月２２日（木）１７：００～１８：００ 

 ところ：ランバス記念礼拝堂（西宮上ケ原キャンパス） 

 主 催：関西学院宗教センター 0798-54-6018 

※学生・教職員限定となります。一般の方は入場出来ません。 

 

●オリエンテーションミーティング(Zoom 開催)のご案内 

新入生（大学）を対象に毎年千刈キャンプで行っておりましたオリエンテーションキャンプを、本年は

オリエンテーションミーティングとして下記のように実施いたします。 

奮ってお申込みください！ 皆さんのご参加をお待ちしています。 

と き：2021年 4月 23日（金）19:00～20:30 

ところ：zoomにて 

    ※参加希望者に後日 URL等をお知らせ致します。 

対 象：関西学院大学に在学する 1年生もしくは 2年生 

人 数：100名 

内 容：交流、キャンパスツアー、相談等 

申込先：https://forms.gle/FuZ2uH1JH5x3xj7o8 
オリエンテーションミーティング参加申込書 

 主 催：関西学院宗教センター 

 

●関西学院イースター礼拝 

と き：４月２８日（水） １７時００分～ 

ところ：Zoomにて実施 

テーマ「キリストの復活：闇から光へ」 

内 容：礼拝 

申込方法： 

・教職員はパブリックフォルダのお知らせをご確認ください。 

・学生で参加希望の方は、宗教センター（shukyocenter@kwansei.ac.jp）宛に 

「学籍番号」「学部」「氏名」を記したメールを送ってください。 

・一般の方で参加希望の方も宗教センターまで「氏名」を記したメールを送ってください。 

その他：ビデオは ONでお願いいたします。 
 
●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） 

・関学生が所属する団体紹介イベント「ボランティア EXPO」を開催します！ 

  ボランティア団体による新メンバー募集イベントで、オンラインと各キャンパス（対面）の２通りで 

開催しますので、お気軽にご参加ください。詳細は HPより。 

https://www.kwansei.ac.jp/c_volunteer/news/detail/126 

・支援室で一緒にボランティアを盛り上げる仲間、学生コーディネーター（学生 CO）を募集します。 

 詳細は学生 COの SNSより。 

 https://linktr.ee/hsso_co 

 

●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。 

 

●使用済み切手収集にご協力ください 

本学では「日本キリスト教海外医療協力会（JOCS）切手部」の活動に協力し、使用済み切手の収集をし

ています。通常切手も対象としていますので、どうぞ吉岡記念館事務室へお届けください。 

 郵送でのご送付先：〒662-8501 西宮市上ケ原一番町 1-155 

関西学院吉岡記念館事務室宗教センター宛 

https://forms.gle/FuZ2uH1JH5x3xj7o8
mailto:shukyocenter@kwansei.ac.jp
https://www.kwansei.ac.jp/c_volunteer/news/detail/126
https://linktr.ee/hsso_co


 

 

●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」バックナンバーは下記で閲覧できます。 

  URL：https://www.kwansei.ac.jp/c_christian/c_christian_001157.html 

 

関西学院宗教センター 

https://www.kwansei.ac.jp/c_christian/index.html 

https://www.kwansei.ac.jp/c_christian/c_christian_001157.html
https://www.kwansei.ac.jp/c_christian/index.html

