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憐れみと平和と愛が、あなたがたにますます豊かに与えられるように。 
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「大切な歌」を歌うということ 
 
 

山内 信子 
 

 聖和短期大学では、これまで入学式にて 2 年生全員が学歌「新しき歌」を合唱し、1 年生を

迎えてきました。100 名を超える三部合唱ですので、歌声は会場の隅々にまで響き渡ります。

その響きは、言わば聖和版メンタルハーモニー、学生たちの一体感や調和から生まれます。 

昨年来、そのハーモニーは COVID-19 対策として、数年前に収録していた歌声に代わりま

した。歌詞もメロディーも、これまでと何も変わりません。演奏時間も変わらないでしょう。

しかし、明らかに生の歌声とは「何か」が違う。この「何か」がメンタルハーモニーの神髄で

はないかと思います。 

ところで、皆さんは関西学院の校歌をいくつご存知でしょうか。関西学院には、よく歌われ

ている「空の翼」以外に「Old Kwansei」「緑濃き甲山」「A Song for Kwansei」と、合わせて四

つの校歌が制定されています。さらに短大では学歌も歌うため、短大生はこの学歌を含めて五

つの歌との出会いがあります。一方、他大学では校歌を制定していないケースもありますの

で、学院は創立以来、これらを「大切な歌」に位置づけてきたと言えるでしょう。そして、こ

れら「大切な歌」は、学院に連なる人たちによって、今日まで歌い継がれてきたのです。 

学歌「新しき歌」や校歌「空の翼」を手がけた作詞者、作曲者は、その創作にあたり各キャ

ンパスを実際に訪れたと聞いています。当時、彼等はキャンパスで何を感じていたのでしょう

か。歌詞やメロディーには、この学院が礎とするスピリットや、キャンパスの美しさ、そして

学生たちの輝く姿が描かれています。もし仮に、創作のための来訪が昨年度だったとしたら？ 

しーん…と静まり返ったキャンパスから、果たして同じ歌は生まれていたでしょうか。 

音楽には、人と人とを繋ぐ力があります。現在、共に「大切な歌」を唱和することは、容易

ではありません。しかし、学院に連なる身近な人たちを思い浮かべながら、是非、心の中で歌

ってほしいと思います。その瞬間、もしかしたらあなたは学院の一員として、先達や仲間と繋

がっていることを実感するかも知れません。今は、再び皆さんと高らかに「大切な歌」を唱和

する日を、待ち望みたいと思います。 

（聖和短期大学専任講師） 

 
 

 



 

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 

 
 

5/ 6 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 “KG Spirit”とは① 打樋 啓史（宗教主事） 
Zoomにて実施します。社会学部以外の参加希望者は事前に 

https://forms.office.com/r/5XwaYDaArAから申し込んでください。 

  法 桑島大志（キリスト新聞社出版部） 

  経 一般社団法人 new-look の働きを覚えて 場所：B号館 301教室 

  商 譚 鵬（商学部准教授） 

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

  人 安田美予子（人間福祉学部教授） 

  国 Chapel in English  Eun Ja Lee（宣教師） 

  総 こみんか学生拠点／関西学院大学学生 YMCAーKSC 

  聖和 オルガンオリエンテーション 髙田正久（非常勤講師） 

 

7 金   

  神 この一年で考えたこと② 淺野淳博(神学部教授） 

  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⑤ 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 響き合う①  井上 智（宗教センター宗教主事） 

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

 

10 月   

  神 木原桂二(商学部宗教主事) 

  経 舟木 讓（宗教主事） 

  人 中野陽子（人間福祉学部教授） 

  建 Eco-Habitat関西学院／こみんか学生拠点 

  聖和 チャペルオリエンテーション４ 

 

11 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 “KG Spirit”とは② Timothy O. Benedict（宣教師） 
Zoomにて実施します。社会学部以外の参加希望者は事前に 

https://forms.office.com/r/5XwaYDaArAから申し込んでください。 

  法 山口真史（一般社団法人 new-look/TOB塾） 

  経 李 相勲（宣教師）  場所：B号館 301教室 

  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  Christian Triebel（宣教師）（ｵﾝﾗｲﾝ実施：KG_STBE_chapel で検索） 

  総 秋田美空（総合政策学部 4年生） 

  教 梶原直美（宗教主事） 

 

12 水   

  神 この一年で考えたこと③ 橋本祐樹(神学部准教授) 

  社 “KG Spirit”とは③ 打樋 啓史（宗教主事） 
対面人数限定のため、社会学部生以外で Zoom参加希望者は事前に 

https://forms.office.com/r/5XwaYDaArAから申し込んでください。 

  法 Christian Morimoto Hermansen (宣教師) 

https://forms.office.com/r/5XwaYDaArA
https://www.kwansei.ac.jp/s_ba/s_ba_003010.html
https://forms.office.com/r/5XwaYDaArA
https://www.kwansei.ac.jp/s_ba/s_ba_003010.html
https://www.kgsisxp.com/
https://forms.office.com/r/5XwaYDaArA


 

  商 渡辺拓人（商学部助教） 

＊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（理〔工・生環〕宗教主事）（ｵﾝﾗｲﾝ実施：KG_STBE_chapelで検索） 

  教 音楽チャペル② 四宮彩葵（教育学部 4年生／チャペル・オルガニスト） 

 

13 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 “KG Spirit”とは④ Timothy O. Benedict（宣教師） 
対面人数限定のため、社会学部生以外で Zoom参加希望者は事前に 

https://forms.office.com/r/5XwaYDaArAから申し込んでください。 

  法 大宮有博（宗教主事） 

  経 李 相勲（宣教師）  場所：B号館 301教室 

  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 

  人 桜井智恵子（人間福祉学部教授） 

  国 Chapel in English  Eun Ja Lee（宣教師） 

  総 細見和志（総合政策学部教授） 

  聖和 赤木敏之（関西学院幼稚園長） 

 

14 金   

  神 中道基夫(神学部教授) 

  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⑥ 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 響き合う②  井上 智（宗教センター宗教主事） 

  理・工・生環  Timothy O. Benedict（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 

5月 7日（金） 「レインボーウィークを覚えて」      薄井良子（神学研究科 M2） 

5月 14 日（金） 「春季宗教運動を覚えて／昇天日を覚えて」 藤井美和（宗教活動委員長） 

                         
 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。教職員はパブリックフォルダをご確認ください。 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

＊＊＊＊＊ 
 

●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。 

５月 ９日（日）10:00～11:00 

５月２３日（日）10:00～11:00 

※しばらくの間、休会あるいは時間短縮とする可能性があります。 

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。 

 

●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、ぜひご来室ください。 

https://www.kwansei.ac.jp/s_ba/s_ba_003010.html
https://www.kgsisxp.com/
https://forms.office.com/r/5XwaYDaArA
https://www.kwansei.ac.jp/s_ba/s_ba_003010.html
mailto:shukyocenter@kwansei.ac.jp


 

［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） 

・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 HP をご覧ください。 

 https://www.kwansei.ac.jp/c_volunteer/news/detail/131 

 
●第９回関学レインボーウィーク『PRIDE』 

 期間中、さまざまなプログラムを実施いたします。 

詳細は人権教育研究室のホームページをご確認ください。 

  期間：５月１７日（月）～２１日（金） 

      https://www.kwansei.ac.jp/r_human/r_human_016347.html 

 

●公開シンポジウム「誰一人取り残さないために～SDGs と多様性尊重の取り組み～」 

＜『関西学院インクルーシブ・コミュニティ実現のための基本方針および行動指針』制定記念＞ 

「関西学院インクルーシブ・コミュニティ実現のための基本方針および行動指針」の公表に伴う本学院

の多様性尊重の取り組みを紹介するとともに、先進的な取り組みをされている企業や大学の事例をご

紹介いただき、SDGsの観点からこれからの多様性尊重のあり方を議論する。 

日時：５月２１日（金）13:00～15:00 

場所：西宮上ケ原キャンパス中央講堂および Zoomウェビナー 

      Zoomウェビナー申し込み 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_T_fJ6kooTgu2EDzlEZvn4g 

 

●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/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_volunteer/news/detail/131
https://www.kwansei.ac.jp/r_human/r_human_016347.html
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_T_fJ6kooTgu2EDzlEZvn4g
https://www.kwansei.ac.jp/c_christian/c_christian_001157.html
https://www.kwansei.ac.jp/c_christian/index.html

