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希望の源である神が、信仰によって得られるあらゆる喜びと平和とで

あなたがたを満たし、聖霊の力によって希望に満ちあふれさせてくだ

さるように。  

（ローマの信徒への手紙１５章１３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



 

 
人間的なものへの夢 
 
 

川端 豪 
 
手塚治虫先生の「鉄腕アトム」をご存じでしょうか？ 科学技術が明るい未来を拓く、と皆

が期待していた時代に、人間と同じように二足歩行し、人間と同じように思考・会話するロボ
ットは、たいへん魅力的なものでした。そのベースとなる「身体的」または「心的・知的」に
人間的な技術への夢は、この半世紀の間に、人間が操縦し二足歩行する「機動戦士ガンダム」
や、人間と音声対話し唇まで読んでしまう「HAL9000」など、それぞれに空想を膨らませまし
た。 
さて、世紀も改まろうとする 1990 年代、２つのエポックメイキングな発表がありました。

ひとつは、自動車メーカーHONDA による、自律二足歩行ロボット ASIMO の発表です。それ
まで走ったりジャンプするロボットはできるが、ゆっくりバランスをとって二足歩行すること
は極めて難しいとされていました。ASIMO の発表以来「そうか、できるのか…」という空気
が生まれ、次々と二足歩行するロボットが開発されるようになります。 
もうひとつは、通信系企業 NTT による、音声対話システム DUG-1 の発表です。それま

で、コンピュータが人間の音声を認識するためには、精度を上げるために文型や話題を強く制
限するのが普通でしたが、DUG-1 では「知らない単語や文型は対話を破綻させないようにう
まく無視する」ことで、人間は何を話しても大丈夫になりました。人間とコンピュータの音声
対話インタフェースはその後急速に普及していきます。 
さて、人間的なものへの夢が、身体的または心的・知的に大きく現実に近づきました。ここ

で注目して頂きたいのは、これらの技術は発表当時、各社の事業内容とは直接関係がなかった
ということです。技術力の顕示という意味はあるにせよ、短期的な事業収益に貢献するもので
はなかった。目の前の結果を意識しない基礎的な研究が、大きなブレークスルーをもたらすこ
とがあるのです。 
企業でも個人でも、短期的な結果を狙っていかなければいけない状況は常にあります。大学

生の場合、卒業に必要な単位数を揃えるというのがまさにこれです。しかし、結果にしばられ
ず、自分にとってあるいは社会にとって利益があるかどうかもわからない、野心的な方向に全
力で集中してみることも、時には必要ではないかと思えるのです。夏休みはその絶好のチャン
スです。ぜひ、いろいろな自分の可能性にチャレンジしてください。 

（工学部教授） 
 
 
 



 

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 

 

 

7/12 月   

  神 説教学演習 A 日下部蒔恵(神学部 4年) 

  経 経済と人間⑪ 田中 敦（経済学部教授） 

  人 木村 愛（吉岡記念館職員） 

  建 CLUB GEORDIE 

 

13 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 「コミュニケーション」をめぐって⑤ 打樋 啓史（宗教主事） 

  法 Christian Morimoto Hermansen（宣教師） 

  経 経済と人間⑦ 安岡 匡也（経済学部教授） 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  前川 裕（理[工・生環]宗教主事）（ｵﾝﾗｲﾝ実施：KG_STBE_chapel で検索） 

  総 宮川雅充（総合政策学部教授） 

  教 梶原 直美（宗教主事） 

 

14 水   

  神 キリスト教学 A 佐藤暖真(神学部 1年) 

  社 「コミュニケーション」をめぐって⑥ 赤江 達也（社会学部教授） 

  法 한국어채플(韓国語チャペル) 李 善惠（人間福祉学部教授、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 

  人 大宮 有博（法学部宗教主事） 

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

  理・工・生環  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 梶原 直美（宗教主事） 

 

15 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 「コミュニケーション」をめぐって⑦ 桑山 敬己（社会学部教授） 

  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 大石 健一（茨木春日丘教会牧師） 

  国 Chapel in English  Eun Ja Lee（宣教師） 

  総 村瀬義史（宗教主事） 

 

  16 金 

  院 井上 智（宗教センター宗教主事） 

 

19 月   

  神 キリスト教音楽に触れよう① 水野隆一（神学部教授） 

  経 経済と人間⑫（最終回） 小林 伸生（経済学部教授） 

  人 嶺重 淑（宗教主事） 

  建 Christian Triebel（宣教師） 
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20 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 「コミュニケーション」をめぐって⑧ 鈴木 謙介（社会学部准教授） 

  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 

  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） 

  総 村瀬義史（宗教主事） 

  教 渡邉 伸樹（教育学部副学部長） 

 

21 水   

  神 井上 智（神学部助教） 

  社 学期末にあたって  森 康俊（社会学部長） 

  法 Christian Morimoto Hermansen（宣教師） 

  商 禪野美帆（商学部教授） 

＊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（人間福祉学部教授・学部長） 

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

  理・工・生環  ALL 賛美歌プログラム （ｵﾝﾗｲﾝ実施：KG_STBE_chapelで検索） 

  教 渡邉 伸樹（教育学部副学部長） 

 

 
＊＊＊＊＊ 

 
●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。 

次回は、１０月１０日（日）10:00～11:00 です。 

関西学院会館は 8月 1日から 10月 5日まで閉館のため９月の日曜礼拝はありません。 
※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。 

 

●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

https://www.kwansei.ac.jp/s_ba/s_ba_003010.html
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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 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

2021年度春学期の「チャペル週報」は本号が最終号となります。 

授業期間中毎週月曜日発行の本紙には、各学部のチャペルスケジュールやキリスト教関連行事の案内ほ

か、教職員によるエッセイを掲載しており、この欄は執筆者のお人柄や読者へのメッセージに触れるこ

とが出来る場です。各学部のチャペルとともに、あなたの心に何かを残すことができれば幸いです。 

秋学期の発行は９月２１日（火）からです。どうぞ健康に留意して夏休みをお過ごしください。 

 

 

 

関西学院宗教センター 
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