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あなたがたは神に選ばれ、聖なる者とされ、愛されているのですから、

憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身に着けなさい。 

            （コロサイの信徒への手紙 3 章 12 節） 

 

正門より甲山を望む（西宮上ケ原キャンパス 1930 年頃） 

 

関西学院宗教センター



 

 

All Saints Day 
 

岩野祐介 

 

11月 1日を万聖節、諸聖徒日、また諸聖人の祝日等とよびます。その名の通り、すべての聖

人を記念する日です。 

聖人とは、殉教（信仰をまもるため命を捨てること）したこと、あるいは敬虔な生涯を送っ

たことによって、信徒から崇敬をうける人々です。特にカトリック教会では、教会が認めた聖

人に対する崇敬が盛んです。信仰生活の模範とするだけでなく、聖人は神と一般の人間との間

をとりなすことができると考えられているため、神へのとりなしを願う祈りを聖人に捧げるこ

ともあります。国や地域、職業についてその守護をする守護聖人という考え方もあります。初

代ローマ教皇とされる聖ペトロは漁師の守護聖人でもあるそうです。ペトロはもと漁師でし

た。聖人の墓へと巡礼をすることもあります。イエスの弟子で 12使徒のひとり、聖ヤコブが

埋葬されたとするスペイン北西部のサンティアゴ・デ・コンポステラは巡礼地として有名であ

り、フランス各地からピレネー山脈を越えるはるかな巡礼路があるそうです。 

一方、プロテスタント教会では、基本的に聖人を特別に扱うことはありません。信仰の偉大

な先輩として尊敬するというだけであって、聖人のため祈ったり、礼拝をしたりすることはあ

りません。したがって、プロテスタント、メソジストのミッション（宣教団体）が設立した関

西学院が、諸聖人の祝日を特別に扱うことはないのです。各学部で諸聖人の祝日を記念するチ

ャペルを行うということもないのではないでしょうか。プロテスタント諸教派の合同教会であ

る日本キリスト教団では、11月の第一日曜日を「聖徒の日」として礼拝を守ります。ここでい

う聖徒とは、すでに亡くなられた、天に召された信徒ということです。殉教者、信仰上の英雄

ではないかもしれませんが、信仰の先輩として大事に思い出すのです。プロテスタントの学校

である関西学院のチャペル週報で All Saints Dayを取り扱うのも、たとえばこれを機会にこれ

までの関西学院の歩みを、関西学院に関わってくださったたくさんの先輩方のことを振り返る

機会としてほしい、ということであろうか、と思いました。 

（神学部教授） 

 

 

 

 



 

 
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 
 

 

10/24 月   

  神 関西学院グリークラブの演奏による音楽礼拝 

  経 シリーズ・チャペルを迎えて 舟木 讓（宗教主事） 

  人 川島 惠美（人間福祉学部教授） 

  建 建築学国際プログラム報告 

  聖和 坂口クラス ダッドレーチャペル 

 
25  火   

   神 酒井 晋弥（神学研究科 M1） 

  文 Andreas Rusterholz（宗教主事） 

  社 みんなで生きる⑨ 今井 信雄（社会学部教授） 

  法 Timothy O. Benedict（宣教師、社会学部助教） 

  経 人間を考える① 田 禾（経済学部教授） 

  商 薄井 良子（日本聖公会奈良基督教会信徒） 

  国 高村 峰生（国際学部教授） 

  理・工・生環  Christian Triebel（宣教師、学長直属助教） 

  総 井垣 伸子（総合政策学部教授） 

  教 実習をふりかえって  久恒 嵐史（教育学部 4年） 

 
26 水   

  神 神学を学ぶ⑨ 水野 隆一（神学部教授） 

  社 人権を考えるチャペル 池埜 聡（人間福祉学部教授） 

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

  商 木原 桂二（宗教主事） 

  人 村上 陽子（人間福祉学部教授） 

  国 平林 孝裕（宗教主事） 

  理・工・生環  井上 智（宗教センター宗教主事） 

  教 服部 茜（教育学研究科 M1） 

 
27 木   

   神 李 相勲（宣教師、経済学部専任講師） 

  文 Andreas Rusterholz（宗教主事） 

  社 みんなで生きる⑩ 吉田 寿夫（社会学部教授） 

  法 宮岡 信行(大阪女学院中学校・高等学校宗教主任) 

  経 人間を考える② 住吉 誠（経済学部教授） 

  商 木原 桂二（宗教主事） 

  人 馬場 幸子（人間福祉学部教授） 

  国 Eun Ja Lee（宣教師、国際学部教授） 

  総 関西学院大学 YWCA 

  聖和 「児童虐待防止オレンジリボン運動に賛同して」波田埜英治（聖和短期大学准教授） 

 

28 金   

  神 神学を学ぶ⑩ 東 よしみ（神学部准教授） 

  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③ 岩野 祐介（神学部教授） 

  理・工・生環  李 善惠（宣教師、人間福祉学部教授） 



 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
◇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２８日（金） 宗教改革記念日(10/31)を迎えるにあたって  嶺重 淑（大学宗教主事） 
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。 

 
 

●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) 
 

●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） 
 

●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。 

１１月１３日（日） １０：００～１１：００ 

１１月２７日（日） １０：００～１１：００ 

 
●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 

 

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


 

●「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 

＊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 

 
●「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://www.kwansei.ac.jp/about/chapel/weekly/
https://www.kwansei.ac.jp/c_christian/index.html

