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この憐れみによって、高い所からあけぼのの光が我らを訪れ、 

暗闇と死の陰に座している者たちを照らし、 

我らの歩みを平和の道に導く。 

       （ルカによる福音書 1 章 78－79 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



 

 

アドベントを迎えて 
 

細見 和志 

 

12月に入ると関西学院のキャンパスは、いつもとは違った雰囲気に包まれます。特に日没が

近づき、あたりが薄暗くなると、キャンパスのどこかで、クリスマスツリーの色鮮やかな光が

輝き始めるのに気が付くでしょう。12月 25 日のクリスマスまで、まだ間があるのに気が早い

な、と思わないでください。12月はまさにクリスマスを待ち望む月、救い主イエス・キリスト

の降誕を思い起こす〈アドベント（待降節）〉の月なのです。 

この時期になると登場するのが、〈アドベントクランツ〉や〈アドベントカレンダー〉です。

〈アドベントクランツ〉とは、樅や柊の葉や枝をリング状に編み、そこに４本のローソクを立

てて、11月 30日に一番近い日曜日（今年は 11月 27日）に最初の１本目のローソクに灯をつ

けます。日曜日ごと一本ずつ灯りが増し加わるのを眺めながら、人々は救い主イエス・キリス

トの降誕を待ち望むのです。〈アドベントカレンダー〉には、12月 1日から 24日まで、日付の

ところに手前に開く窓のような仕掛けがあり、それを全部開け終わるとクリスマスの日になり

ます。 

ところで 12 月 25日のクリスマスは、毎年必ずやって来ます。ですから私たちは安心してク

リスマスが来るのをワクワクしながら待つことができます。しかし、イエス・キリストが生ま

れる前、つまり紀元前の世界にはクリスマスという 12 月 25日は存在しなかったのです。イエ

ス・キリストがこの世に誕生するまでの長い間、今の私たちが楽しみにしているクリスマスと

いう喜びの日は存在せず、人々はその日、つまり救い主がこの世に到来する日を、長い間じっ

と辛抱強く待ち続けていたのです。 

救い主の降誕日を祝うのに先立って、降誕を待ち望む〈アドベント（待降節）〉を大切にして

いる背景には、自分たちにはどうにもならない不確かな未来を信仰と希望をもって待ち続けた

古代の人々の思いを大切にしたい、という願いがあるような気がしてなりません。私たちにと

って救い主の到来を待つ〈アドベント〉はたった４週間程度ですが、古代イスラエルの人々に

とっての〈アドベント〉ははるかに長く辛い年月だったという事実を改めて思い起こし、希望

をもって待つことの意味を考えながら、今年の〈アドベント〉を迎えてみませんか。 

（総合政策学部教授） 

 

 
 



 

 

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 

 

11/28 月   

  神 アドベント礼拝 井上 智（神学部助教） 

  経 アドベントを覚えて② 李 相勲（宣教師、経済学部専任講師） 

  人 アドベントを迎えて 嶺重 淑（宗教主事） 

  建 ボランティア活動支援センターヒューマン・サービス支援室 

  聖和 アドベント礼拝 小見／白倉・竹内クラス 

 

29  火   

   神 横内 一雄（文学部教授） 

  文 Andreas Rusterholz（宗教主事） 

  社 クリスマスを前にして① 小田部 進一（神学部教授） 

  法 岩崎 公美子（法学部教材開発室） 

  経 「大学昇格」90 周年を迎えて① 池田裕子（大学博物館 学院史編纂室専任主管） 

  商 冬の献血週間アピール 宗教総部 献血実行委員会 

  国 アドベントをむかえて 平林 孝裕（宗教主事）／ツリー飾り付け 

  理・工・生環  皆本 礼子（工学部長田研究室秘書） 

  総 リサーチ・フェア表彰式 

  教 Daniel Dellming（宣教師、高等部教諭） 

 

30 水   

  神 聖書研究会ポプラ 

  社 宗教総部 

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

  商 キリスト教とは何か 望月 康恵（法学部教授） 

  人 献血実行委員会 

  国 水戸 考道（法学部教授） 

  理・工・生環  成田 いうし（日本キリスト教団 磐上教会牧師） 

  教 献血実行委員会 

 

12/ 1 木   

   神 加納 和寛（神学部教授） 

  文 Andreas Rusterholz（宗教主事） 

  社 クリスマスを前にして② Timothy O. Benedict （宣教師、社会学部助教） 

  法 堀江 有里（社会学部非常勤講師） 

  経 ヒューマンサービス支援室の働きを覚えて ヒューマンサービス支援室 

  商 木原 桂二（宗教主事） 

  人 市瀬 晶子（人間福祉学部准教授） 

  国 Chapel in English Amanda Chang（米国ハワイ州弁護士） 

  総 山田 孝子（総合政策学部教授） 

  聖和 アドベントチャペルコンサート グリークラブ（中央講堂） 

 

2 金   

  神 応援団総部吹奏楽部の演奏による音楽礼拝 

  文 Chapel in English  Andreas Rusterholz（宗教主事） 

  経 「大学昇格」90周年を迎えて② 舟木 讓（宗教主事） 

  院 アドベント① 井上 智（宗教センター宗教主事） 

  理・工・生環  橋本 秀樹（生命環境学部教授） 

 



 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
◇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） 

１２月２日（金） 産業研究所のために     豊原 法彦（産業研究所長） 
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。 

 
 

●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ツリー点灯式（西宮上ケ原キャンパス）のお知らせ 
アドベント（待降節 11/27）に入った翌日、関西学院はクリスマスツリーに点灯し、クリスマスの準備

を始めます。【どなたでもご自由にご参加ください。】 

と き：１１月２８日（月）１８：５０～１９：２０ 

ところ：西宮上ケ原キャンパス中央芝生（雨天時は中央講堂） 

主 催：関西学院 

 

●冬の献血日のお知らせ 
宗教総部では、冬の献血活動を実施します。提供していただく血液は、兵庫県赤十字血液センターでの

検査を経て医療現場に届けられます。皆様のご協力をお願いします！ 

と き：KSC…12月 1日（木）・2日（金）10:30〜11:30/12:40〜17:00  

NUC…12月 8日（木）・9日（金）10:30〜11:30/12:40〜17:00 

ところ：KSC…体育館横 NUC…吉岡記念館ラウンジ 

主 催：宗教総部献血実行委員会 

 

●大阪梅田キャンパスクリスマス 
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（１４０５教室）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ています。 

１２月は曜日と時間帯を変更してミニコンサートとクリスマス礼拝を実施いたします。 

【どなたでもご自由にご参加ください。】 

   １２月７日（水） 

１７：００～１７：２０「ハンドベルクワイアによるミニコンサート」／１Ｆガレリア 

１７：５０～１８：２０「クリスマス礼拝」打樋 啓史（宗教総主事）／１４０５教室 
 

●第２２４回ランバス演奏会「キャロルとララバイ」 
平井満美子と佐野健二のデュオは世界でも数少ないルネサンス、バロックリュート歌曲のスペシャリストで

す。ランバスチャペルに響く歌とリュートの音色をたっぷりお楽しみください。（入場無料／予約不要） 

出演者：平井満美子（歌） 佐野健二（リュート） 

 と き：１２月９日（金）１７：００～１８：１０ 

 ところ：ランバス記念礼拝堂（西宮上ケ原キャンパス） 

 主 催：関西学院宗教センター 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。 

https://ef.kwansei.ac.jp/about/kazeniomou


 

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。 

１２月１１日（日）１０：００～１２：００ クリスマス礼拝とコンサート 

 
●関西学院クリスマス礼拝－音楽で祝う降誕－のご案内 
 関西学院最大のクリスマス行事として 1976年から開催しています「関西学院クリスマス礼拝」が 3年

ぶりに従来の規模で開催出来る運びとなりました。是非ともご参集ください。（礼拝後、中央芝生での

キャロリングも復活いたします！） 

日 時：２０２２年１２月１５日（木）１６：３０開場 １７：１０開始 １８：３０終了 

会 場：関西学院中央講堂～中央芝生 

内 容：礼拝・・・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 

 キャロリング・・・礼拝後に中央芝生の時計台前で輪を作り、 

キャンドルを灯してクリスマスキャロルを歌います。 

 合 唱：聖歌隊、グリークラブ、ウィメンズ・グリークラブ、エゴラド、高等部グリークラブ、 

  中学部グリークラブ、KG合唱の会、ベーツホールクワイア 

 演 奏：ハンドベルクワイア、応援団総部吹奏楽部 

主 催：関西学院  企画・構成：宗教センター 

問合せ：宗教センター tel.0798-54-6018  ＜入場無料／予約不要＞ 

 

●「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 

 
●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

