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Kwansei Gakuin, as a learning community based on the 
principles of Christianity, inspires its members to seek their 
life missions, and cultivates them to be creative and capable 
world citizens who embody its motto, "Mastery for Service" 
by transforming society with compassion and integrity.

関西学院は、キリスト教主義に基づく「学びと探究の共同体」として、ここ
に集うすべての者が生涯をかけて取り組む人生の目標を見出せるよう導
き、思いやりと高潔さをもって社会を変革することにより、スクールモットー 
“Mastery for Service”を体現する、創造的かつ有能な世界市民を育むこ
とを使命とします。

　関西学院は「学びと探究の共同体」
であり、私たちは、教育と研究を二つに
して一つの、また、すべての構成員によ
って担われる協同の営みであると考え
ています。建学の理念である「キリスト
教主義」は、今もなお学院に息づく精神
的基盤です。このことは、イエス=キリス
トという存在のもつ意味を含めて、キリ
スト教の宗教的側面と文化的側面の双
方が探究されることを意味し、同時に、
学院という共同体の目的と価値のすべ
てが、キリスト教の理念に強く根ざして
いることを示しています。私たちの学び
と人生をともに導くそのような理念の主
要な例として、人権、平和、自然への敬

意、社会的正義、異文化間の相互理解
があげられるでしょう。こうした学院の教
育環境を通じて、児童・生徒・学生とそ
の家族、ならびに教職員、同窓生のす
べては、社会の要請に応え、また、一人
ひとりの資質、関心、技能に応じて、新
たな知を探究し、各人にもっともふさわし
い充実した生̶すなわち「生涯課題
（ライフミッション）」̶ を追求します。
　「生涯課題（ライフミッション）」の語
は、学院発足当初の目的であったキリス
ト教伝道者への召命も意味しますが、
そのための教育は、現在もキリスト教主
義教育の重要な要素として引き継がれ
ています。関西学院の教育は、社会的、

道徳的、学術的な力を涵養することで、
そこで学ぶ者が創造力をもって世界で
活躍することを可能にし、ひいては、自ら
が生きる社会を変革するための指導力
を発揮するように促します。これは、「世
界市民」という理想実現のための手段
にほかなりません。世界市民とは、学院
の創立者ウォルター・R・ランバスのよう
に、他者と対話し共感する能力を身に
つけ、よりよい世界の創造に向けて責任
を担う人々のことです。関西学院のスク
ールモットー“Mastery for Service”
は、他者への関心と思いやりに支えられ
たときに、はじめて十全の意味をもつの
です。　

　関西学院が原田の森（現在の王子動物園とその周辺）に創立され2019年

で130年を迎え、同時に西宮上ケ原キャンパスに移転して90年となります。

今日までの歩みは決して順風満帆な時ばかりではありませんでした。学院を取

り巻く社会の荒波を幾度も乗り越えて現在があります。そしてその背後に多く

の先達の祈りと献身的な働きがあったことを私たちは忘れてはいけません。関

西学院で学び、様々な出会いを経験する皆さんは学院の歴史を次世代へと紡

いでいく存在であることに誇りを持ち、また新たな歴史を創造していく機会に

恵まれていることを共に喜びを持って受け止めていただきたいと願います。

　このブックレットは関西学院がこれまで大切にしてきたエッセンスを共有する

ためにつくられました。関西学院がこれまで培ってきたエッセンスを礎として、一

人一人に与えられている様々な可能性を「自ら耕し」、私たちが互いに取り換え

のきかない尊い存在であることを自覚し、私にしかできない「ミッション」を見出

し、すべての人のいのちと尊厳が守られる世界を造る「世界市民」として、関西

学院という港から船出していただくことを期待しております。

By describing Kwansei Gakuin as a
“learning community,”we understand 
that education and research are collab-
orative endeavors. KG was founded on
“the principles of Christianity,”and 
these principles continue as the core of 
its existence. This refers to learning 
about the theological and cultural 
aspects of Christianity, including the 
significance of Jesus Christ, but it also 
means that all the goals and values of 
this community are firmly rooted in 
Christian ideals. Human rights, peace, 
respect for nature, social justice, and 
cross-cultural understanding are prime 
examples of such values that guide our 

studies and life together.
  Through this educational environ-
ment, all the members, who include 
students and their families, faculty, 
staff, and alumni, are motivated to seek 
new knowledge, and the full life that is 
most suited to each, based on individual 
talents, interests, and abilities, as well 
as social needs.“Life missions”also 
include vocations in Christian Ministry, 
one of the original courses at Kwansei 
Gakuin, and this training continues as 
an important element of the Christian 
principles. The content of a KG educa-
tion nurtures people to develop social, 
moral, and academic skills that allow 

them to participate creatively around the 
world, and take leadership as agents of 
change in the societies where they live, 
thus actualizing the ideal of“world 
citizen.”Like Kwansei Gakuin’s founder, 
Walter R. Lambuth, world citizens have 
the skills to communicate and empathize 
with others, and then take responsibility 
for creating a better world. KG’s motto,
“Mastery for Service,”is explained 
further by emphasizing that its motiva-
tion must be the care and concern for 
others. 

Mission Statement ミッションステートメント

院長　舟　木 　　讓Chancellor  Jo Funaki

　In 2019 we mark the 130th year since Kwansei Gakuin was founded at 
Harada-no-Mori (the present Oji Zoo and its environs), and the 90th anniversa-
ry of the relocation to Uegahara Campus.  The journey to the present was by 
no means completely “smooth sailing.”  We have only arrived at this present 
because the school has overcome the stormy seas of society countless times.  
And, we must not forget that behind it all were the prayers and dedicated 
labor of many precursors.  To all of you who are learning and experiencing 
many encounters at Kwansei Gakuin, please have pride in your role in 
constructing the school’s history for the next generations, and let us joyfully 
recognize that we are blessed with the opportunity to create a new history.  
This booklet is a condensation of the essential ideals and traditions, which 
Kwansei Gakuin has cherished over the years. With these essentials as the 
foundation, I hope that we can cultivate the many possibilities each of us has 
been given, aware that we are mutually precious and irreplaceable, while 
seeking our individual life missions, and launch out as “World Citizens” from 
this harbor called “Kwansei Gakuin,” to create a world where the life and 
dignity of every person are protected.

Mission
Statement

ラ ー ニ ン グ コ ミ ュ ニ テ ィ
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創立者 ウォルター・ラッセル・ランバス　   世界の足跡  

宣教師である両親の任地中国・上海にて誕生。
母、妹とともに米国へ帰国。母の実家（ニューヨーク
州ケンブリッジ）に預けられる。
父の故郷ミシシッピー州パールリバーで生活。
中国に戻る。
帰国し、テネシー州レバノンの高校へ通う。
エモリー・アンド・ヘンリー大学（ヴァージニア州）に入
学。
エモリー・アンド・ヘンリー大学を卒業し、さらにヴァン
ダビルト大学（テネシー州）で神学と医学を修める。
ヴァンダビルト大学を首席で卒業。デイジー・ケリー
と結婚し、新妻とともに中国にわたって医療活動を
開始。上海に麻薬中毒療養所を開設。
一時帰国し、ベルビュー大学病院（ニューヨーク）で
東洋の疾患を研究。医学博士号を取得後に英国
にわたり、ロンドン大学、エディンバラ大学などで最
新の医学研究に従事。
中国に戻って、蘇州病院を開設し、本格的な医療
伝道を開始。
北京にメソヂスト病院（北京協和病院）を開設。
南メソヂスト監督教会が日本宣教を開始。日本宣
教部総理に就任。神戸の住居の一部に読書室
（現パルモア学院、啓明学院の前身）を開いて伝
道・教育活動を開始。
関西学院を創立。初代院長に就任。
夫人の健康上の理由などで米国に帰国。わずか4
年余りの日本滞在であったにもかかわらず、関西学
院を創立しただけでなく、阪神間、広島、山口、香
川、愛媛、大分に13の教会を創設した（「ランバス
の瀬戸内伝道圏構想」　　　  ）。
南メソヂスト監督教会の海外ミッションを統括する
任務に就く（以降、16年間）。ブラジル伝道に着手
（以後、6回伝道）。
キューバ伝道に着手（以後、18回伝道）。
南メソヂスト監督教会全権代表として来日。関西学
院で卒業式に出席して演説。
教会最高位のビショップ（監督）に選任される。エ
ディンバラでの世界宣教会議で第2部門の議長を
務める。
幼い頃からの夢であったアフリカ伝道を開始。
第2回アフリカ伝道。
中央アフリカ・コンゴに伝道拠点（現在、そこに功績
を記念してランバス記念病院が建てられている）を
開設。メキシコ伝道を開始（以後、16回）。
第1次世界大戦中を通して世界YMCA運動や赤
十字を支援。
メソヂスト年次総会で戦争問題委員会委員長に選
任され、ヨーロッパに出発。パリに同委員会本部を
設置。ベルギー、チェコ、ポーランドなどでも伝道。
中国、朝鮮、日本を含む東洋地区伝道の担当監督と
なる。会議のため来日し、関西学院チャペルで講話。
ウィルソン大統領の特命により、体調不良を押して
中国大陸を北上し、飢饉災害地帯を視察。新聞に
詳細なレポートを掲載し、救援活動に従事。シベリ
ア伝道を開始。
シベリア、中国、韓国を経由して日本に入り、宣教師
会議を開催中に発病して横浜で死去。関西学院の
チャペルで告別式が催された。遺骨は上海の外国
人墓地に埋葬された。

1854年（0歳）
1860年（6歳）

1861年（7歳） 
1864年（10歳）
1869年（15歳）
1871年（17歳）

1875年（21歳）

1877年（23歳）

1881年（27歳）

1882年（28歳）

1884年（30歳）
1886年（32歳）

1889年（35歳）
1891年（37歳）

1894年（40歳）

1898年（44歳）
1907年（53歳）

1910年（56歳）

1911年（57歳）
1913年（59歳）
1914年（60歳）

1915年（61歳）

1918年（64歳）

1919年（65歳）

1920年（66歳）

1921年（66歳）

　関西学院の創立者であるアメリカ人宣教師（南メソヂスト監督教
会）ウォルター・ラッセル・ランバスは、1854年に両親の赴任先であっ
た上海で生まれました。祖国アメリカで医学と神学を修め、中国に
戻って医療活動に携わりながら宣教師として活躍し、1886年に32歳
で日本に赴きます。
　1889年、牧師養成と青年への全人教育を目的とした男子校の創
立を計画し、原田の森（現在の神戸市灘区）に木造校舎を建造し
て関西学院（クワンセイガクイン）と名付けました。始まりは教師5人と
生徒19人の小さな学校でした。

 ランバスはわずか4年余りの日本滞在期間に数々の教会や学校の
創立に関わり、大きな足跡を残しました。離日後も、その圧倒的な行
動力によって南米、キューバ、アフリカ、ヨーロッパ、シベリア、中国、朝
鮮半島など世界を駆け巡り、伝道活動を続け、特にアフリカへの医
療伝道を人生の目標（ライフミッション）として情熱を傾けました。
　ランバス家の故郷ミシシッピー州には、一家の働きを記念する碑
が建っています。そこには、ランバスの働きに対して“World Citizen 
and Christian Apostle to many lands”（世界市民であり、世界
各地へのキリストの使徒）という句が刻まれています。

World
Citizen

The Founder, Walter Russell Thornton Lambuth (1854-1921)

ランバスの略年譜
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●関西学院原田の森 ●パールリバー・チャーチ●神戸でのランバス一家 ●東洋伝道
  （韓国人の友人と）

●世界宣教会議 ●蘇州病院 ●北京協和病院●アフリカ伝道
　伝道をともにした
    ギルバート博士と(  　　　　　　　)

●ランバスの
「瀬戸内伝道圏  構想」

●携帯した薬びん





私たちの校訓「マスタリー・フォア・サービス」
C.J.L.ベーツ  

Human nature has two sides, one individual and private, the 
other public and social. There is a life which each man must 
live alone, into which no one else can enter. That is his 
personal individual life. But a man's life is more than that. It 
has another side, which it shares with other men. And it is 
our duty and privilege to keep before our minds these two 
sides of our nature. There is an ideal of life corresponding to 
each side. One is self-culture, the other, self-sacrifice. These 
ideals are not contradictory, however, but complementary. 
Neither is complete by itself, nor independent of the other. 
Self-culture pursued for its own sake produces selfishness. 
Self-sacrifice as the only rule of life leads to weakness. But 
self-culture as a basis for self-sacrifice is not only justifiable, 
but necessary. And self-sacrifice on such a basis is truly 
effective.
   Now these two phases of our nature are implied in our 
college motto "Mastery for Service". We do not desire to be 
weaklings. We aim to be strong, to be masters - masters of 
knowledge, masters of opportunity, masters of ourselves, our 
desires, our ambitions, our appetites, our possessions. We will 
not be slaves whether to others, to circumstances, or to our 
own passions. But the purpose of our mastery must be not 
our own individual enrichment, but social service. We aim to 
become servants of humanity in a large sense. In England 
the officials are called civil servants, and the highest officials 
Ministers of State. That implies a true conception of the 
nature of the work of an official. His duty is not to command, 
but to serve. In fact, a man is great only to the extent to 
which he renders service to society.

   This then is our college ideal, to become strong, effective 
men, not weak incompetents; men who will be recognized as 
masters. But having become masters we desire not to inflate, 
and enrich ourselves for our own sake, but to render some 
useful service to humanity in order that the world may be 
better for our having lived in it.
   Our ideal business man is neither a gambler nor a miser, 
but a man who succeeds because he is a master, a man who 
understands the fundamental principles of business, who 
knows what to do, and who by industry and honesty is able 
to succeed where other men might fail － a man whose 
object in life is not merely to increase his credit balance in 
the bank, but to use his financial power to improve the condi-
tion of society; － a man who has public spirit, and a keen 
sense of social duty. Such a man will be revered by his 
employees, and respected by his customers.
   Our ideal of the scholar is not a kind of intellectual sponge 
that always takes in, but never gives out until it is squeezed; 
but it is a man who loves to acquire knowledge not for its 
own sake, much less for the sake of his own fame, but whose 
desire for knowledge is a desire to equip himself to render 
better service to humanity.
   It is said that on the monument of a certain man there 
were cut the words "Born a man and died a carpenter. " We 
desire no such fate. For such an end is failure. Nor would it 
be any greater success if it were written "Born a man and 
died a merchant" - or "a millionaire" - or "a politician." To be a 
man, a master man and at the same time a true servant of 
humanity is our ideal.

Our College Motto “Mastery for Service”
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Our
College
Motto

Dean C.J.L. BATES, M.A.

この英文は、高等学部商科の学生が1915年に刊行した『商光』創刊号に、C.J.L.ベーツ高等学部長（後の第4代院長）による講演論説「OUR COLLEGE MOTTO“MASTERY 
FOR SERVICE”」として掲載された歴史的文書です。“College”は高等学部（商科の他に文科がありました）の英文名称で、当時の関西学院は男子校でした。C.J.L.ベーツは、原
田の森時代に初代高等学部長となり、高等学部のモットーとして“Mastery for Service”を提唱しました。この言葉は当時の高等学部校舎であった旧本館内に大書され、上ケ原移
転の後は時計台（旧図書館）正面の　間（びかん）と中央講堂のプロセミアン・アーチに掲げられ、全学院のモットーとみなされるに至りました。

＊）「木工（たくみ）」とした言葉は“carpenter”です。ベーツは、「木工の家」に生まれたナ
ザレ人イエスを想起しながらこの言葉を記したと思われます。その場合、「人として生ま
れ」たイエスこそが「生ける神、世の救い主（キリスト）」であるというキリスト教のメッセージ
が前提にされています。したがって、その趣旨は職業の貴賤を論じることではありません。

This essay was published in 1915 when Kwansei Gakuin was an all-male school.

　人には二つの面があります。一つは個人的で私的な面、もう一
つは公的で社会的な面です。
　人それぞれに、ただ一人で生きるべき生活があり、これには誰
もたちいることができません。それは一人ひとり別々の、個人とし
ての生活です。しかし、人の生活はそれだけのものではありませ
ん。もう一つの面が人の生活にはあります。この面を私たちは他
の人 と々分かち合っています。人のこの両面をつねに心にとめて
おくことが私たちの責務であり、また与えられた恵みです。
　このそれぞれの面にふさわしい人生の理想があります。一つ
は自己修養であり、もう一つは献身（自己犠牲）です。しかも、こ
の理想は相反するものでなく、むしろ相補うものです。いずれも、
一方だけでは完全でなく、もう一つの理想から独立したものでも
ありません。自己をきたえることを、ただそれだけを目的に追求
するとすれば自己本位になってしまいます。一方、自己をささげる
ことが人生の唯一の規範であるならば、“意気地なし”ができあ
がります。しかし、自己の修養は献身の土台なのですから、それ
は正当なものであるばかりか、必要なものです。自己修養のよう
な土台があってこそ献身はほんとうに効果を発揮するのです。
　ですから、校訓「マスタリー・フォア・サービス」という言葉が
意味するのも、人にこの二つの面があるということなのです。私
たちは“弱虫”になることを望みません。私たちは強くあること、
“さまざまなことを自由に支配できる人”（マスター）になること
を目指します。マスターとは、知識を身につけ、チャンスをみずか
らつかみ取り、自分自身を抑制できる、自分の欲、名誉や飲食や
所有への思いを抑えることができる人です。
　私たちは、他人や境遇、あるいはみずからの情念に“縛られた
人”（奴隷）になるつもりはありません。私たちがマスターになろ
うとする目的は、自分個人を富ますことでなく、社会に奉仕する
ことにあります。私たちは、広い意味で人類に奉仕する人になる
ことを目指しているのです。英国では、公職にある者が“国民へ
の奉仕者 civil servants（公務員）”と呼ばれ、最高位の公職者
が“国家のしもべ Ministers of State（国務大臣）”と呼ばれてい
ます。これは公職者の働きの本質をうまく表わした呼び名です。
公職にある人の責務とは命令することでなく、仕えることなので
す。要するに、人の偉大さはどれだけ社会に奉仕をおこなったか

によって決まるのです。
　それゆえ、本校の理想は強くて役に立つ人になることであり、
弱くて使いものにならない人になることではありません。それぞ
れがマスターと認められる人になることです。しかし、マスターに
なったとしても、威張ってみせたり、贅沢をしたりすることを望む
のでなく、この世界が、自分が生きていたことによって、より良く
なることを目的として、人類のために何か有益な奉仕をすること
を願うのです。
　私たちが理想とする事業家は賭博師でも守銭奴でもありませ
ん。マスターであるがゆえに、成功する人、事業の基本原理を理
解し、なすべきことを知っている人、他の人ならば失敗しかねな
い場合でも勤勉と正直により成功を収める能力がある人です。た
んに銀行の預金高を増やすことでなく、その財力を社会状況の
改良に用いることを人生の目的とする人、公共心をもち、社会的
義務に鋭い感覚をもっている人なのです。そのような事業家は従
業員からも敬愛され、顧客からも尊敬されるでしょう。
　私たちが理想とする学究の徒は、ただ知識を吸収するだけ
で、絞られるまで他に与えない、知識のいわばスポンジのような
ものであってはなりません。知識を喜んで探求するとしても、た
だ知識を得るためでなく、ましてみずからの名声のためでもな
く、人類により良い奉仕を行うことを目指して知識を探求するこ
とが学究のあるべき姿です。
　墓碑に「人として生まれ、木工（たくみ）＊として死す」などと刻
まれることがあります。私たちはそのような人生の結末を望みま
せん。そのような終わり方は人生の成功とは言えません。「人とし
て生まれ、商人として死す」あるいは「人として生まれ、大金持ち
として死す」「人として生まれ、政治家として死す」̶ そのいずれ
であっても、同じように成功だとは言えないのです。真に人であ
る、つまり「マスター」であると同時に人類に真に「仕える人」で
あること、これが私たちの理想とするところです。



　学院創立者ウォルター
の両親、ジェイムズ・ウィ
リアムとメアリー・イザベ
ラは、結婚翌年宣教師
として上海に赴任。32
年間の中国宣教の後、
1886年神戸に転任し、
西日本での宣教活動を展
開。メアリーは、聖和の源流とな
る神戸婦人伝道学校（ランバス記念伝道
女学校）を開設。ジェイムズ・ウィリアムは神
戸で亡くなり、メアリーは米国に帰国後、
再来日して伝道女学校校長を務めた。

J. W. ランバス（1830～1892）
M. I. ランバス（1833～1904）

W. M. ヴォーリズ（1880～1964）
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関西学院の創立関西学院の創立関西学院の創立 「原田の森」から「上ケ原」へ「原田の森」から「上ケ原」へ 総合学園へ総合学園へ総合学園へ
　関西学院の歴史の源流は18世紀のイギリスで起こったメソ
ヂスト運動にさかのぼる。メソヂスト運動の指導者ジョン・
ウェスレーの言葉 “I look upon all the world as my 

parish”。米国南メソヂスト監督
教会宣教師W.R.ランバスはウェ
スレーの教えの下に、世界中で
伝道活動を続け、1889年、神
戸・原田の森（現在の神戸市灘
区王子公園）に関西学院を創立
した。創立時は、教師5人と生徒
19人の小さな学校であった。

　1908年に学院のカナダ・メソヂスト教会が経営に参加す
るようになった。これを機縁に、1912年に関西学院の高等
学部（文科・商科）が設立された。初代高等学部長であり、後
に第四代院長となったC.J.L.ベーツがこの時、“Mastery 
for Service” を提唱した。この言葉は、次第に全学院のス
クールモットーとして
浸透していった。関西
学院は1929年には大
学の設置を目指して、
上ケ原（甲東村、現在
西宮市）へと移転し
た。1932年、「大学
令」により、関西学院
大学設置が認可され、
1934年に法文学部と
商経学部が開設され
た。これに先だって
1933年、校歌「空の
翼」が制定された。

　現在、関西学院は8つのキャンパスに幼稚園から大学院ま
で約3万人を抱える総合学園となっている。
　2014年には、高等部が文部科学省スーパーグローバルハ
イスクールに（2015年に千里国際高等部も）、大学がスー
パーグローバル大学創成事業に採択された。関西学院は、国
際的に活躍できる人間の育成する教育機関として、今後も更
なる発展を目指している。
　2019年に西宮北口キャンパスが開設され、司法研究科が
移転した。

　関西学院設置の目的として「 the intellectual and religious 
culture of youth in accordance with the principles of 
Christianity 」と関西学院憲法に記されるように、キリスト教
主義を建学の理念に据え、世界・社会に奉仕する全人的な教

育を志向した。
　1899年の「文部省訓
令第12号」の発令に
よって学院の存続が危
ぶまれたが、第二代院長
吉岡美国は、「聖書と礼
拝なくして学院なし」と
喝破して、これを堅持し
た。創立以来のキリスト
教主義教育は今日まで
大切に継承されてい
る。

　第二次大戦後、日本の学校制度が改められた。新学制に
より中学部（1947年）、高等部、大学（1948年）が開設さ
れ、新しい一貫教育を再開。1960年代に日本が高度経済成
長を迎えると、変革を求める学生の不満が高まり、大学紛
争が各地で起こるようになった。関西学院大学でも1967年
から1969年に大きな紛争となった。小寺武四郎・学長代行
（当時）は「学長代行提案」を発表し、少人数教育や学部を
こえた教育制度など大学改革が進められた。

　21世紀の新たな学院の発展を期して、1995年、神戸三田に
新たなキャンパスが開設され、学際的な学びを特長とする総合
政策学部が開設された。2001年に移転した理学部は理工学部
に改組され、文理融合型のキャンパスとして発展した。大学院
でも、言語コミュニケーション文化研究科が開設され、専門職
大学院として司法研究科や経営戦略研究科も開設された。
2008年には初等部が開設され、大学には人間福祉学部が設置
された。2009年には学校法人聖和大学と合併し西宮聖和キャ
ンパスに教育学部が開設された。2010年に学校法人千里国際
学園と合併し、千里国際中等部・高等部・大阪インターナショナ
ルスクールも学院の一員に加わった。大学には11番目の学部と
して国際学部が開設された。

ベーツ院長の倫理学講義

神戸三田キャンパス 西宮聖和キャンパス大学紛争の様子創立当時の学院憲法（英文）

理工学部研究室の様子

移転当時の西宮上ケ原キャンパス
創立当初の学生と教員

原田の森キャンパス
の校舎起工式

千里国際キャンパス 宝塚キャンパス

～～

献血活動
　関西学院大学宗教総部献血実行委員会では、1963年の結成以来、
学内で定期的に献血活動を実施してきました。兵庫県赤十字血液セン
ター協力のもと、献血バスを学内に停めて年４回、学生らへ献血協力
を呼びかけています。現在では10万人を超える献血協力者を数えてい
ます。このほか献血活動は関西学院高等部でも実施されています。

ボランティア活動支援
　1995年の阪神・淡路大震災を
機に発足した「関西学院救援ボ
ランティア委員会」では学生や教
職員が一丸となって、さまざまな
救援活動を実施しました。救援
ボランティア委員会を母体として
組織された「ヒューマンサービス
センター（HSC）」では、その後も
東日本大震災での復興支援ボランティアなど、多くのボランティア活
動に取り組んできました。HSCの精神は引き継がれ、2016年には「ボ
ランティア活動支援センター」が設置され、そのもと、「ヒューマンサー
ビス支援室」がボランティア活動への支援を行なっています。

国際学生ボランティア
　学生時代に海外の国際協力
の現場を体験できる、本学なら
ではのユニークで挑戦的な「実
践型“世界市民”育成プログラ
ム」の中核であり、2004年に国
連ボランティア計画（UNV）と
アジアで初めて協定を結び、開
発途上国へ学生をボランティア
として派遣している「国連ユースボランティア」と、2013年度にス
タートした本学独自のプログラムで、国際協力機構（JICA）、赤十
字国際委員会（ICRC）、開発途上国の教育機関、NGO等の現場
で平和構築、環境保全、スポーツ指導、日本語教育、IT教育等
様々な分野の活動に学生が参加する「国際社会貢献活動」の２つ
のプログラムから構成されています。

Service Activity
　関西学院では、“Mastery for Service”を体現する世界
市民を目指してさまざまな活動を実践しています。

のプ グラ から構成されて ます。

　関西学院は、初等部ではペットボトルキャップを回収分別し、ワク
チンに変えて恵まれない子供たちへ送る活動、書き損じはがきや
使用済インクカートリッジを集める活動、中学部では「あしなが学生
募金」や「骨髄バンクキャンペーン」に協力し、街頭でそれぞれの
活動のアピールと募金の呼びかけ、高等部では1959年より児童養
護施設などで暮らす子どもたちを招待する「子ども会」の開催や、
東北や熊本など、大きな災害が起こった被災地でのボランティア
活動などをしています。
　このほかにも関西学院ではスクールモットー“Mastery for 
Service”の実践として、各学校でさまざまな形での社会貢献活動
を実施しています。
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Kwansei Gakuin depends upon you.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （アームストロング）
　第２代高等学部長を務めた R.C. アームストロングは、常に
“Kwansei Gakuin depends upon you.”（関西学院は君の肩に
かかっている）と学生に呼びかけ、自覚を促した。

Keep this holy fire burning.
この聖なる火を絶やさぬように                      （ベーツ）
　太平洋戦争勃発前の 1940 年 12月に、やむを得ず学院を去る
ことになった第 4 代院長 C.J.L. ベーツが遺した言葉。学院への深
い愛と祈りがこめられた惜別の言葉であり、学院の歩みに深く刻み
込まれている。

I shall be constantly watching.
私は常に見守っていよう                             （ランバス）
　学院の創設者W.R.ランバス最期の言葉（1921 年 9月に横浜で
死去）。ランバスは、軽井沢の宣教師会議で発病。前立腺肥大治療
のため入院、手術を受けた。経過は良好だったが、その後心臓発作
を併発し、9月26日午前 5時 35分、J.C.C.ニュートンらに見守られ、
66年の生涯を終えて天に召された。

関西学院において人間を学び、早稲田大学において
日本を学び、オックスフォード大学において世界を学んだ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（永井柳太郎）
　雄弁政治家と呼ばれ、昭和初期、電力国家管理など社会政策
的事業に手腕をふるった永井柳太郎は、関西学院普通学部（関
西学院創立時に設置された学部の一つ）に学び早稲田の教員を
経てオックスフォードに留学した。軍部の台頭で、国会は次第にそ
の機能を失っていくが、永井はキリスト教社会主義を捨てず最後ま
で議会に踏みとどまる。その彼を支えたのが関西学院の教育だっ
た。永井は「私にとって学院は第二の故郷である。この母校におい
てキリスト教の感化を受けた。肉体の生国は加賀だが、精神の生国
は学院である」と常に語っていた。

Noble Stubbornness
　　　　　　　　　　　　　　　　 （畑歓三／ジョン・ドライデン）
　「ノーブル･スタボネス（Noble stubbornness）」は、関西学院大学
体育会のモットーで「高貴なる粘り」「品位ある不屈の精神」「気品の
高い根性」などと訳される。1920年に硬式庭球部の畑歓三部長（高
等学部教授）が部の標語として掲げ、後に体育会全体のモットーと
なって総合体育館や中学部校舎の前に記念碑が建てられた。この
言葉は、17世紀のイギリスの詩人ドライデン（J.Dryden）の詩にもあ
らわれている。

Words

ことば

白木真寿夫少年の像
（しらきますおしょうねんのぞう）

　1933 年 4月1日、旧制中学 5年生だった白木少年は、いとこと
一緒に須磨海岸でボートに乗っている時、通航した汽船の横波を受
け、海に投げ出されたいとこを助けに制服のまま海に飛び込んだ。

いとこを救助船に預けることはで
きたが、白木少年は力尽きて海中
に沈んでしまい帰らぬ人となった。
白木少年が「友のために自分の
命を捨てること、これ以上に大き
な愛はない」という聖書の言葉を
生きたことを覚え、中学部精神を
表す記念として像がつくられた。
毎年、入学式の頃に美しい花が
満開となる「白木桜」の記念樹と
共に白木少年の像は生徒たちの
心にその美しい生き様を刻み続
けている。
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　「神の国を何にたとえようか。どのようなたとえで示そうか。それは、からし種のようなものである。土に蒔くときには、地
上のどんな種よりも小さいが、蒔くと、成長してどんな野菜よりも大きくなり、葉の陰に空の鳥が巣を作れるほど大きな
枝を張る。」（マルコによる福音書4章30～32節）

　ここに示されているのは、現在、関西学院を構成している大学の学部・研究科・独立研究科・
専門職大学院及び幼稚園・小学校・中学校・高等学校・短期大学・インターナショナルスクール
です。ただし大学院の各研究科のうち、学部に対応して設置されている場合はこれらを示すこと
をしませんでした。また、新学制後に限って図示しています。
　関西学院は、1889年に普通学部と神学部の２学部からその歩みを始めましたが、旧学制の
下、多くの学校が置かれていました。中学部、高等学部（文科・商科）、専門部文学部・高等商業
学部（その後、高等商業学校）、専門学校政経科（その後、高等商業学部）・理工科（その後、理
工専門学部）、文学専門部、短期大学（英文科、商科、応用化学科、のちに専攻科）、大学予
科、旧制大学（商経学部・法文学部、その後、経済学部・文学部・法学部に改組）などとそれぞれ
の時代の課題に応えるためにそれぞれの学校の設立と変遷の歴史は、つねに振り返られるべき
でありますが、今回は割愛しました。
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