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わたしはあなたがたを友と呼ぶ。父から聞いたことをすべてあなたが

たに知らせたからである。あなたがたがわたしを選んだのではない。

わたしがあなたがたを選んだ。 

          （ヨハネによる福音書 15 章 15-16 節） 
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たとえひとりぼっちのようでも 
 

市瀬 晶子 
コロナ禍による２年の延期ののち、私は念願のスウェーデン留学の機会をいただいた。しか

し、私はあいさつや暑い寒いぐらいしかスウェーデン語ができない。皆が話をしている場面

で、皆が笑ったりしているのは何のことか分からない。それでも、話し手に関心を向けつつ話

を聴くことはとてもエネルギーが必要だった。 

しかし、そうした経験を通して、初めて気づかされたことがある。「一つ、二つの単語は意味

がわかっても、何のことを話しているのかぼんやりとしかわからない」「周りの人が話をしてい

るのについていこうとして、非常なエネルギーを必要とする」というのは、私が調査をしてい

る高齢者ケア住宅の認知症が進んだ Aさんや Bさんが経験していることなのではないか。そし

て、皆が話していることが分からないことよりももっと辛いのは、ともかく自分が伝えようと

しているのに、言葉が通じないことで相手にされないことだと知った。認知症の人はこうした

ことをたくさん経験しているに違いない。一生懸命伝えようとしているのに、言葉が分からな

いからと言って向き合ってもらえなかったら、人として扱われている感覚がなくなっていって

しまうし、「私には分からない、何もできない」と自己尊重を失い、一人取り残され、ひとりぼ

っちに感じてしまう。しかし、翌朝目覚めると、その朝も窓の外は明るくなり、いつもと変わ

らない美しい景色が見えた。朝の習慣で聖書を開き、ダビデの詩（旧約聖書 詩篇 18篇）を

読むと、次の節が心に留まった。 

「主はわが巌、わが砦、わが救い主 身を避けるわが岩、わが神。わが盾、わが救いの角、

わがやぐら。」（2節） 

ダビデは当時の王から嫉妬によって命を狙われ、故郷を離れざるをえず、洞穴や荒れ野を

転々とした人だ。ダビデはひとりぼっちのようでも、主（神）は自分の身の避けどころだと叫

ぶように詠っている。人々が話していることも分からず、居場所がなく、ひとりぼっちのよう

でも主（神）という身の避けどころが私たちにもある。留学ではたくさんの人に助けていただ

き、楽しいこともたくさんあった。だが、しんどかったことも、認知症の人の思いに気づかさ

れ、どこにいても、ひとりぼっちのようでも、実は揺るがない避けどころがあることを教えら

れた。 

（人間福祉学部准教授） 

 

 

 



 

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 

10/10 月   

  神 神学を学ぶ⑤ 加納 和寛（神学部教授） 

  経 李 相勲（宣教師、経済学部専任講師） 

  人 嶺重 淑（宗教主事） 

  建 宗教総部 

  聖和 竹内クラス ダッドレーチャペル 
 

11  火   

   神 神学を学ぶ⑥ 森本 典子（神学部専任講師） 

  文 Andreas Rusterholz（宗教主事） 

  社 みんなで生きる⑤ 井上 智（宗教センター宗教主事） 

  法 大宮 有博（宗教主事） 

  経 舟木 讓（宗教主事） 

  商 木原 桂二（宗教主事） 

  国 平林 孝裕（宗教主事） 

  理・工・生環  本竜 晋（日本キリスト教団 相生教会牧師） 

  総 ヒューマン・サービス支援室 学生コーディネーター 

  教 廣瀨 規代志（日本キリスト教団 関西学院教会牧師） 
 

12 水   

  神 橋本 秀樹（生命環境学部教授） 

  社 みんなで生きる⑥ 安達 智史（社会学部教授） 

  法 Christian M. Hermansen(宣教師、法学部教授) 

  商 阿萬 弘行（商学部教授） 

  人 中野 陽子（人間福祉学部教授） 

  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 

  教 中井 珠惠（市立川西病院チャプレン・カウンセラー） 
 

13 木   

   神 加藤 満（神学研究科 M2） 

  文 Andreas Rusterholz（宗教主事） 

  社 みんなで生きる⑦ 東 よしみ（神学部准教授） 

  法 大宮 有博（宗教主事） 

  経 Christian M. Hermansen（宣教師、法学部教授） 

  商 宗教総部 邑久光明園訪問活動報告 

  人 New Directions（グリークラブ アカペラカルテット） 

  国 Eun Ja Lee（宣教師、国際学部教授） 

  総 大村 華子（総合政策学部教授） 

  聖和 安田 美穂子チャペルコンサート（中央講堂） 
 

14 金   

  神 松岡 孝司（神学研究科 M1） 

  文 Chapel in English  Andreas Rusterholz（宗教主事） 

  経 李 相勲（宣教師、経済学部専任講師） 

  院 宗教とは② 井上 智（宗教センター宗教主事） 

  理・工・生環  David McIntyre（CMS Australia 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） 

１０月１４日（金） 秋季宗教運動を覚えて   橋本 秀樹（宗教活動委員会伝道部長） 
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。 



 

●院長室から発信！ ビデオメッセージ 「風に思う」 配信のご案内 
院長室からのビデオメッセージ「風に思う」の配信が始まりました。毎回、聖書の言葉 

を取り上げ、それが今を生きる私たちに何を語るか、短くお話しします。キャンパスの 

美しい風景と合わせて、関西学院の中心となる精神に触れてください。 

（月２回程度で更新されます） 

https://ef.kwansei.ac.jp/about/kazeniomou「風に思う」関西学院 院長室からのメッセージ(HP) 
 

●「関西学院クリスマス at ザ･シンフォニーホール」チケット販売（10/7 より）のお知らせ 
３年ぶりに関西学院最大のクリスマス行事が大阪のザ･シンフォニーホールで開催されます。 

参加費（入場料）は宗教活動委員会を通して関連団体に献金させていただきます。 

  

日 時：２０２２年１２月２０日（火）１７：３０開場 １８：３０開始 ２０：５０終了 

会 場：ザ・シンフォニーホール（大阪市北区大淀南 2-3-3） 

内 容：第一部・・・聖書朗読と音楽で綴る降誕物語とクリスマスメッセージ 

    第二部・・・学院の音楽団体とゲストによるクリスマスコンサート 

参加費：２１００円 当日座席指定（１６：３０より座席券と交換） 

チケット販売（１０月７日から販売）： 

＊関西学院大学生協 tel.0798-53-5150（NUC, KSC, NSCで販売） 

＊チケットぴあ Ｐコード ２２６－５７２ 

＊ぴあ取扱いのコンビニエンス・ストア： 

セブン・イレブン、ファミリーマート 

＊ザ・シンフォニーチケットセンター tel.06-6453-2333（火曜定休） 

（ザ・シンフォニーホール内） 

主 催：関西学院  共 催：関西学院後援会・関西学院同窓会 

問合せ：関西学院宗教センター tel.0798-54-6018 

 

●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。 

１０月２３日（日） １０：００～１１：００ 

 
●第２回 教育研究部サロン「キリスト教と関西学院と私」のご案内 
今回は中道基夫院長をお迎えし、キリスト教や関西学院との関りを打樋啓史宗教総主事との対談形式

で語っていただきます。参加者との懇談も交えて進めてまいりますので是非ご参加ください。 

お話：中道 基夫（院長） 

司会：打樋 啓史（宗教総主事） 

日時：２０２２年１０月２４日（月）１７：１０～１８：４０ 

会場：ランバス記念礼拝堂（西宮上ケ原キャンパス） 

主催：関西学院宗教活動委員会 

※対象は関西学院教職員と学生です。 

※対面で実施しますが、Zoomでの参加も可能です。ご希望の方は 

https://forms.office.com/r/w0JJjbqbvM へお申し込みください。 
QRコードはこちら→ 

 

●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

の月１回木曜日にチャペルアワーを開催します。 

【どなたでもご自由にご参加ください。】（１７：５０～１８：１０ １４０５教室） 

  １１月１０日（木） メッセージ担当： 嶺重 淑（大学宗教主事） 
 

https://ef.kwansei.ac.jp/about/kazeniomou
https://forms.office.com/r/w0JJjbqbvM


 

●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。 

［ボランティア参加までの流れ］ 

https://www.kwansei.ac.jp/c_volunteer/c_volunteer_m_001740.html 

［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 

 
●「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/ 

https://onl.tw/UBvnyqX
https://www.kwansei.ac.jp/about/chapel/weekly/
https://www.kwansei.ac.jp/c_christian/index.html

