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そこで、王は答える。『はっきり言っておく。わたしの兄弟であるこの

最も小さい者の一人にしたのは、わたしにしてくれたことなのであ

る。』 

 （マタイによる福音書 25 章 40 節） 

 
時計台（西宮上ケ原キャンパス） 
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孤独とつながり 
 

木村 仁 
 

 今年 4月に政府が公表した孤独に関する初の全国実態調査によると、孤独感があると答えた

人は約 4割だったそうです。コロナ禍において人とのコミュニケーションが減ったことが要因

の一つでしょう。 

 人は、社会的なつながりを求める生き物であり、それが失われている時に感じる痛みは人間

ならではの特徴だといわれています。他方で、一人でいることと孤独を感じることとは同じで

はありません。社会と隔絶しているかのような生活をしていても、あまり孤独感を覚えない人

もいれば、多くの友人・知人に囲まれていても、強い孤独を感じる人もいます。アメリカの心

理学者カシオポ教授らの調査によれば、少なくとも若い世代に関しては、孤独を感じている人

が実際に一人で過ごす時間の長さは、孤独を感じていない人とほとんど変わりがないそうで

す。 

では、人が孤独感という主観的な感情を持つのはなぜでしょうか。もちろん、社会的帰属に

対する欲求の程度や孤立に対する自己調整能力は人によって異なるので、それが孤独感に影響

を及ぼしているのでしょう。しかし、何らかの社会的つながりを持つことが人間の本質的欲求

なのであれば、そのようなつながりを全く欠く状態を継続することは難しいといえます。一人

でいたとしても孤独感を覚えないのは、その人にとって意味ある人や存在と、たとえ物理的に

離れていても心の奥で深いつながりを持っており、それによって支えられていると感じている

からではないでしょうか。逆に、そのような真の深いつながりを感じることのできない人は、

孤独感に苛まれるのではないでしょうか。 

ご自身のかたちとして人を創造された神（創世記 1:27）とつながりを持つことが、被造物た

る人間の本質的欲求であるとすれば、神と深い関係を構築することは、何にもまして心の平安

を与えてくれるものです。私たちが、どれほど人に拒絶されたとしても、神は「わたしは決し

てあなたを見放さず、あなたを見捨てない」（へブル書 13:5、申命記 31:6,8）といっておられ

ます。そのような絶対的な愛にもとづく関係性を、人との間で得ることは難しいと思います。

放蕩息子を待つ父のように、神はいつも私たちとのつながりを求めて待っておられます。その

神の胸に飛び込むことは、孤独感から抜け出す重要な一歩なのです。 

（法学部教授） 

 

 



 

 
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 
 

5/ 2 月   

  神 私の出会い③ 東 よしみ（神学部准教授） 

  経 李 相勲（宣教師） 

  人 音楽チャペル グリークラブ 

  建 こみんか学生拠点 /  エコハビタット 

 

6 金   

  神 眞鍋 ヨセフ（神学研究科 M2） 

  文 English Chapel  Andreas Rusterholz（宗教主事） 

  経 イコールペイデイ（EPD）を覚えて 舟木 讓（宗教主事） 

  院 復活後のイエス① 井上 智（宗教センター宗教主事） 

  理・工・生環  前川 裕（宗教主事） 

 

9 月   

  神 吉川 祥平（神学研究科 M2） 

  経 李 相勲（宣教師） 

  人 井上 智（宗教センター宗教主事） 

  建 Christian Triebel（KSC宣教師） 

  聖和 小山クラス・ダッドレーチャペル 

 

10 火   

   神 私の出会い④ 加納 和寛（神学部教授） 

  文 音楽チャペル グリークラブ 

  社 私にとっての「関西学院」③ Timothy O. Benedict（社会学部助教、宣教師） 

  法 山口真史(一般社団法人 new-look 代表理事・TOB塾代表) 

  経 レインボーウィークを前に① 望月康恵（人権教育研究室室長・法学部教授） 

  商 榎本 俊一（商学部准教授） 

  国 平林 孝裕（宗教主事） 

  理・工・生環  ボランティア活動支援センター 

  総 学生団体 こみんか学生拠点 

  教 献血実行委員会 

 

11 水   

  神 平井 志帆子（神学研究科 M2） 

  社 宗教総部 

  法 Christian M. Hermansen（宣教師） 

  商 木原 桂二（宗教主事） 

  人 桜井 智恵子（人間福祉学部教授） 

  国 平林 孝裕（宗教主事） 

  理・工・生環  前川 裕（宗教主事） 

  教 音楽チャペル グリークラブ 

 

12 木   

   神 私の出会い⑤ 水野 隆一（神学部教授） 

  文 Andreas Rusterholz（宗教主事） 

  社 ボランティア活動支援センター 

  法 音楽チャペル グリークラブ 

  経 レインボーウィークを前に② 舟木 讓（宗教主事） 



 

  商 木原 桂二（宗教主事） 

  人 安田 美予子（人間福祉学部教授） 

  国 Eun Ja Lee（宣教師） 

  総 Eco-habitat 関西学院 

  聖和 赤木 敏之（関西学院幼稚園長） 

 

13 金   

  神 若林 一義（日本基督教団 芦屋西教会） 

  文 English Chapel  Andreas Rusterholz（宗教主事） 

  経 李 相勲（宣教師） 

  院 復活後のイエス② 嶺重 淑（大学宗教主事） 

  理・工・生環  村瀬 義史（宗教主事） 

 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
◇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） 
  ５月 ６日（金） 文学部のために      中西 康裕（文学部長） 

５月１３日（金） レインボーウィークを覚えて 望月 康恵（人権教育研究室長） 
毎週金曜日、各テーマに沿ったお話を聞き、参加者で祈りを捧げています。学生・教職員の方々に 
開かれた祈祷会です。ランバス礼拝堂と Zoom 併用で実施しておりますので、ぜひご参加ください。 

Zoom でご参加希望の教職員・学生の方は、宗教センター（shukyocenter@kwansei.ac.jp)へ 
①メールアドレス②お名前③所属④関学との関係（学生等）をメールでお知らせください。 

 

＊＊＊＊＊ 
 

●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）の午前 10時から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 ８日（日）、２２日（日） 10:00～11:00 
 

●大阪梅田キャンパスチャペル 
阪急大阪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

の毎週木曜日にチャペルアワーを開催しています。 

【どなたでもご自由にご参加ください。】（１７：５０～１８：２０ １４０５教室） 

  ５月主題：平和を求めて 

 ５月１２日（木） 嶺重 淑（大学宗教主事） 

 ５月１９日（木） 井上 智（宗教センター宗教主事） 

 ５月２６日（木） 打樋啓史（宗教総主事） 
 

●関西学院大学文化総部書道部「聖句展」 
 チャペル週報の聖句掲示でご協力いただいている書道部による恒例の展示会です。 

と き：５月１６日（月）～２０日（金） 

９：００（初日は１０：３０から）～１７：００（最終日は１５：００まで） 

ところ：吉岡記念館１階ラウンジ 

主 催：宗教センター 

 
●ランバスチャペル・ヌーンコンサート 
西宮上ケ原キャンパスの正門を入って右手に見えるチャペル「ランバス記念礼拝堂」では、礼拝はもち

ろん、コンサートや式典、講演会、卒業生の結婚式などが行われています。春学期は関学を代表する音

楽団体による恒例のヌーンコンサートが開かれています。お昼休みのひととき、どうぞ耳を傾けてみて

ください。 



 

５月２６日（木）関西学院大学混声合唱団エゴラド  

５月２７日（金）関西学院大学応援団総部吹奏楽部  

６月２３日（木）関西学院ハンドベルクワイア  

６月３０日（木）関西学院ウィメンズ・グリークラブ 

７月 ７日（木）関西学院交響楽団（管楽アンサンブル） 

７月 ８日（金）関西学院交響楽団（弦楽アンサンブル） 

７月１５日（金）関西学院聖歌隊 

いずれも１２時４５分～１３時１５分 

ところ：ランバス記念礼拝堂（西宮上ケ原キャンパス） 

主 催：宗教センター・宗教音楽委員会 

 
●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） 

単発のボランティアや継続して関わるボランティア団体・サークルの紹介をしています。 

［相談予約・お問い合わせフォーム］ 

個別にボランティアの紹介や相談対応をしています。 

https://onl.tw/UBvnyqX 

［春のボランティア情報誌『春ボラ』］ 

https://www2.kwansei.ac.jp/kwansei_c_volunteer/2022/ 

 

●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 
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