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宗教センターだより

幼稚園より

5/24月
保護者・聖書を学ぶ会

11：００～

9：3０～

6/11金 9：3０～

9：3０～

9：3０～

9：4０～

9：4０～

9：4０～

10/5火
11/30火

7/13火
終業礼拝

9/3金
始業礼拝

11/15月
収穫感謝祭

9：4０～11/26金
アドヴェント礼拝 Ⅰ

13：3０～11/17水
創立記念礼拝

9/17金
おじいさま・あばあさまと
一緒に過ごす会

（教諭　石橋 エリ）

初等部より

6/14月
こどもの日・花の日礼拝

7/13火 17土

8/30月 31火
8：25～8：50
初等部米山記念礼拝堂

8：25～8：50
初等部米山記念礼拝堂

1年生なかよしキャンプ

10/12火

教職員退修会（修養会）

聖書週間特別礼拝

8：25～8：50
初等部米山記念礼拝堂10/27水

となり人を覚える礼拝

8：25～8：50
初等部米山記念礼拝堂11/15月

創立記念礼拝

8：25～8：50
初等部米山記念礼拝堂11/22月

感謝祭礼拝

（宗教主任　小澤 淳一）

中等部より

5/25火 28金 
2年  裏磐梯キャンプ
3年  沖縄旅行

7/13火

講師　関野和寛
　　　（日本福音ルーテル東京教会牧師）

特別養護老人ホーム「救世軍恵泉ホーム」

伝道週間

老人ホーム訪問

緑蔭キャンプ

9/2木 9:30～11:30
校内清掃

ＣＦワーク

11/5金 8:40～9:20
青山学院講堂

創立記念礼拝
10/21木 桜町病院聖ヨハネ・ホスピス

ホスピス訪問

6/21月 25金 

高等部追分寮8/4水 6金 

（宗教主任　西田恵一郎）

18218218056

CHRISTIANBOOKS & CDsシリーズ ・ 私の教会 シリーズ ・ キリスト教関連メディア紹介

サンタマリア  
カトリック小平教会

宮澤 節生
大学専門職大学院法務研究科教授

深谷 いづみ
女子短期大学　保健室

　私が所属するサンタマリア・カトリッ
ク小平教会は、西武新宿線小平駅
から北東へ徒歩10分ほどの場所に
位置しています。私は神戸から東京
に転居した2000年10月からの所属
ですので、まだ新参です。
　小平教会が建設されたのは
1955年で、1957年に小教区として
独立しました。そのため、2007年に
は50周年の祝賀会が、昨年12月に
帰天された白柳誠一枢機卿をお迎
えして、田中隆弘主任司祭の下で
行われました。
　小平教会の土地と初代の建物
は、付近に住んでおられた磯野義
雄・悦子ご夫妻から東京大司教区
に寄贈されたものでした。磯野氏は
明治屋やキリンビールの役員として
活躍された方ですが、「磯野」という
名前から何かを連想しませんか？そ
うです。「サザエさん」の磯野家のモ
デルと考えられているご一家です。
　白柳枢機卿は神学生当時から
磯野家と交流があり、司祭叙階後
の初ミサを磯野家でたてられたとい
うこともあって、堅信式などの機会に
よく小平教会を訪問されました。現
在の主任司祭は古賀正典神父で
す。また、小平教会から巣立った司
祭としては、先日本学で講演された
晴佐久昌英司祭と、川中 仁司祭が
おられます。

　小教区の範囲は、小平市、東大
和市、武蔵村山市の全域と、東村山
市、東久留米市のうち所沢街道以
南の地域です。登録信徒は約1100
名で、日曜日朝の御ミサには平均
150名から200名前後があずかって
います。（私自身は出張や会議で欠
席することが多く、模範的信徒とは
言えません。）
　教会の運営には多くの信徒がか
かわっています。中心は主任司祭を
含めて8名からなる常任委員会で、
その下に、教会運営を分担する典
礼部、福祉部、一粒会（司祭の育成
を支援する）などや、年齢別のヨゼフ
会、婦人会、青年会、日曜学校など
があり、さらに英語で祈る会など、任
意のグループがいくつか存在し、そ
れらの代表が集まって教会運営委
員会を構成しています。
　都心部の大規模教会と異なり、日
曜日の御ミサに集う信徒は大多数

が顔見知りですので、コミュニティと
しての実質を十分に備えていると言
うことができます。まだ50周年を少し
超えたばかりとはいえ、教会の公式
行事とは別の恒例行事も多く、信徒
が交流する機会となっています。（な
お、信徒による最近の著作として、川
中なほ子『神を仰いで』（南窓社、
2009年）があります。）
　もし付近に来られることがあれば、
ぜひお立ち寄りください。

　この原稿依頼をきっかけに、私
はキリスト教に対するかねてより
の素朴な疑問に答えを与えてく
れるような本を探してみることにし
ました。端的にいえば「科学とキリ
スト教の世界観はどう両立しうる
のか？」という疑問です。たとえば
進化論ではヒトは原始的な動物
からの“つづき”であり、サルやほ
かの動物との明確な線引きをしま
せんが、これは聖書の「創世記」
の記述とは一見矛盾しています。
キリスト教の思想に基づいた大
学で科学的研究が行われるとい
うことに、矛盾や居心地の悪さを
感じることはないのでしょうか？
　科学と宗教の共存の可否に
ついて論じた本はいくつかありま
したが、今回ご紹介するのは、ど
ちらかといえば「科学者」の側に
立つ著者による本『神と科学は
共存できるか？』です。
　著者であるS. J. グールドは、ア
メリカの古生物学者です。「利己

的な遺伝子」で有名な
R.ドーキンスの論敵に
して盟友であることや、
「断続平衡説」の提唱
者としても知られていま
す。そのようなグールド
が、科学と宗教の両立
について本1冊もかけ
て論じようとした背景に
は、アーカンソー州授業
時間均等法裁判（公
立学校教育において
進化論と創造科学を
均等な授業時間で教
えることを定めた法律
に関する裁判）で専門
家として裁判に出廷し証言したと
いう経験も大きな影響力としてあ
るようです。
　乱暴ですが結論だけを言って
しまうと、キリスト教（宗教）と科学
は共存可能だと彼は書いていま
す。彼が本書の中で提唱し発展
させているのは、重複なき教導権
（NOMA）という概念です。科学
は事実と理論を扱い、宗教は究
極的な意味と道徳的な価値を扱
うべきであるとし、両者は住み分

けができるはずだと述べていま
す。もちろんこの概念にも問題や
批判はありますが、私自身は本書
を読んで、これまでもやもやとして
いた疑問がだいぶ晴れたように
思います。
　特にアメリカの宗教観に関す
る背景を知らないとやや難解な
箇所もありますが、訳者による丁
寧な解説もつけられているので
心配はありません。わかりやすく、
面白い本でした。

〒187-0001東京都小平市大沼町2-463-3
電話: 042-343-9981
ホームページ: 
http://members.jcom.home.ne.jp/st.maria/

fi l e Sancta Maria Catholic Kodaira Church　　Onuma-cho Kodaira-shi, Tokyo
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『神と科学は共存できるか？』

武田 美亜
女子短期大学　教養学科専任講師

狩野秀之・古谷圭一・新妻昭夫（訳）　日経BP社　2007年

スティーヴン・J・グールド（著）
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　私は2007年4月に着任しましたが、着任直後に驚いたことがあります。ある
専任教員が、「『地の塩、世の光』というスクール・モットーはダサイから、やめよ
うじゃないの」と言ったのです。これがどの程度一般的な認識なのかはわかりま
せんが、本学がキリスト教系大学であることの認識を、まず内部から高める必
要があることを示すものではないでしょうか。この『ウェスレーホールニュース』
が、その一端を担うものとして発展することを祈りたいと思います。

（宮澤節生）

シリーズ
地の塩、世の光

東京YMCAインターナショナルスクール校長
早稲田大学名誉教授

東後 勝明

ことばは神
　言葉からあるものを取り除くと、ことばが成り
立たなくなる。あるものとは一体何だろう。テレ
ビのクイズ番組みたいだが、実はこのことが案
外知られていない。答えは「声」。つまりすべて
の言語は話されているので、言語の実体は
「声」、すなわち「音声」ということになる。それ
では、その声はどこでどう出しているのだろう。
いつもあまりにも自然に出しているので、とっさ
に聞かれても戸惑うかもしれない。

　実はのどの奥に声帯と呼ばれる二枚の筋
肉のひだがあり、それを振動させ、声は作られ
る。振動させるエネルギー源は「息」である。そ
の息の源はと考えていくと命にたどり着く。そし
て命の源は神だとすれば、こんな図式が見え
てくる。言葉＝（音声→息→命→）神と。そして

このように言葉と神の関係を見てくると、「言
葉」＝「神」となる。聖書にも「初めに言があっ
た。言は神と共にあった。言は神であった。」（ヨ
ハネ1：1）とある。このように考えることで私なりに
ようやく「言葉は神」というところに行き着いた。
すると次に続く聖書の言葉がさらに大きな力と
なって迫ってきた。「万物は言によって成った。
成ったもので、言によらずに成ったものは何一
つなかった。」（ヨハネ1：3）に至る神のことばに
よる創造の御業である。一切の物は言葉によっ
て成ると言うのである。それほどまで深淵で力
のあることばを私たちはどのように使っているの
だろう。

　言葉の乱れが取り沙汰される昨今、人は平
気で聞くに堪えない言葉を口にする。無造作に
言葉を端折り、歪め、汚し、時には本当に耳を
覆いたくなることばが交わされる。テレビでも、ラ
ジオでも、また街頭でも。そしてまた学校でも家
庭でも。ただ気分のおもむくままにことばを使っ
ていることが多いのではないだろうか。しかし、
言葉は神、言葉は命と深いところで繋がってい
るとすれば、言葉を粗末にすることは命を粗末
にすることになりはしないか。しかも、自分の命
だけではなく、他人の命までをも粗末にすること
になりかねない。そして、ひいては主なる神をも
粗末にすることにはならないだろうか。日 ど々こ
ででも聞かれるさりげないことばも、相手のここ
ろの深みに落ちるとそれだけ受ける傷は深い。
どのような場合も、命育むことばを使っていきた
いものである。

　今、あなたは健やかに生きていますか？
　新しい出会いに心躍りつつも緊張し、多
くの選択をしながら不安を乗り越えてきた
新年度も一段落。心身に不調や疲れを感
じている人もいることと思います。新しい生
活の中で、様 な々トラブルに巻き込まれてい
る人もいるでしょう。不調や問題を放置した
り先送りしたりせず、自分の生活を見直し、
自分自身や人とじっくりと向き合うチャンスと
して、前向きにとらえてみてはいかがでしょ
う。眠れない・不安で落ち着かない・過食が
とまらない・意欲がわかない・どうしたらいい
かわからない…。そんな人は、保健センター

（保健室）・学生相談センター（相談室）・宗
教センターでもサポートが得られます。
　不調や問題は、多かれ少なかれ誰にで
もあるものですが、学院に集う人の中には、
病気や障害といわれるほどの重荷を負って
いる人も、親しい家族や友人を自死で失う
経験をしている人も、大きな苦しみを抱えて
いる人もいます。短期大学新入生の約１割
が、入学前に精神科や心療内科を受診し
たりカウンセリングを受けたり、この一年に死
にたくなることがあったりしたと回答していま
す。保健室で学生と出会う時、負わなけれ
ばならなかった苦しみや世の闇の深さに慄
然とし、生きていてくれて本当によかった、こ

れからも生きて欲しい、と思わずにいられな
いこともしばしばあります。いろいろな痛み
や問題をひきうけながら、それでも健やかに
生きるために、配慮しあい支えあえるお互
いでありたいと思います。とは言っても、問
題を抱え苦しんでいる人と長時間一緒に
いることは大変なことです。支えようとする
側が疲れてイライラしたり、重苦しくなってし
まったりすることもあるでしょう。
　数年前、とても重い気持ちでうなだれて
出勤した私は、幼稚園横の門を入ったとた
ん「天にましますわれらの父よ…」と主の祈
り（注）を祈る園児の声を耳にしました。空を
見上げながら祈る園児の姿に、思わず私も
空を見上げて心の中で一緒に主の祈りを
祈りながら坂を上っていくうちに、学院を祝
福している神の御手を感じて心が解放さ
れ、喜びと感謝にあふれて職場につくこと
ができました。その日以来、門を入ると自然
に主の祈りがわきあがり、さわやかな風のよ
うに私の心と魂を回復させてくれます。
　心が動揺と不安に支配されてしまうとき、
共にいてくれる友人や家族の存在も、時に
は専門家のサポートもとても大切です。しか
し、私たちを愛して命を支えてくださる神に
出会うときに、自分の存在そのものが回復さ
れ、魂が生き返ることを、キリスト者は知って
います。健やかに生きる道が備えられてい
るのです。この学院でキリスト教に触れた
皆さん、健やかな人生への一歩を踏み出し
ましょう ！

塩谷 直也

自殺予防、特に遺族に対して

大学宗教主任　
日本自殺予防学会所属

　1998年より3万人を超えた日本人の自殺
者数は、各方面の人々の努力にもかかわら
ず、一向に減る気配を見せません。しかもこ
の背後には10倍以上の未遂者がいるとい
われています。もはや自殺予防は他人事で
はありません。それは一部の専門家だけが
関わればいい問題でもありません。自殺予
防は「みんなの仕事」（Ｓｕｉｃｉｄｅ　Ｐｒｅｖｅｎ
ｔｉｏｎ　ｉｓ　Ａｎｙｏｎｅ’ｓ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ.）なので
す。常に、あなたのすぐ隣に、この問題に苦
しむ人が存在する可能性があります。「死
にたい人は勝手に死ねばいい」とか「自殺
は弱い人間のすることだ」などの言葉は、
あまりに問題を表層でとらえており、努力し
たにも関わらず、愛する人を自死で失った
人々の心をえぐります。
　一般に１人の自死に対し、その周囲の5
人以上が深刻なダメージを受けるといわれ
ます。また自死遺族は故人を助けられな
かったことに強い責任を感じ、自らを責め続

けます。更に周囲の偏見を恐れ、故人の死
因を隠さざるを得ません。その結果遺族
は、沈黙の中、一人で苦しみに耐えがちで
す。どのような苦しみも、まずは言葉にし、そ
れをしっかり聞いてもらうことから回復は始
まるのですが、自死遺族者にはそれすら許
されていないのが現状です。

　もしも皆さんの周りにそのような方がいた
ら、まずは自殺に対するあなたの価値判断
は横に置き、必要に応じてその人の苦しみ
を傾聴して頂けないでしょうか。気のきいた
励ましや慰めの言葉は要りません。専門家
のような分析も不要です。「喜ぶ人と共に
喜び、泣く人と共に泣きなさい」（ローマ１２：
１５）。遺族の中に眠る回復の力を信じ、祈
りつつ遺族を見守ることができるなら、両者
にとってかけがえのない再生の時が与えら
れるのではないでしょうか。
　なお「自死遺族のつどい　全国マップ」

（自殺対策支援センター・ライフリンク運営）
でインターネット検索していただくと、全国
の自死遺族をサポートする集会を確認で
きます。
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小 平

カトリック
小平教会

西 武 新 宿 線あかしあ通り

多摩済生病院

shop99〒 大沼町1

至新宿

東 京 街 道

小平霊園

すこやかに生きる

（注）イエスが弟子たちに教え（マタイ6章）、その後世界中の教会が２０００年間大切にしてきた祈り
「天にまします我らの父よ、ねがわくはみ名をあがめさせたまえ。み国を来らせたまえ。みこころの天になるごとく
地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を、今日も与えたまえ。我らに罪をおかす者を、我らがゆるすごとく、我ら
の罪をもゆるしたまえ。我らをこころみにあわせず、悪より救い出したまえ。国とちからと栄とは、かぎりなくなんじ
のものなればなり。アーメン」（1880年訳）
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宗教センターだより

高等部より

女子短大より

大学より

本部より

6/2水　
証し・賛美　大和田広美
　　　　　（本郷台キリスト教会）

特別礼拝

（宗教主任　坂上三男）

10：10　青山学院講堂

6/14月　18金
説教　大嶋重徳（キリスト者学生会主事）

伝道週間

青山学院講堂

女子短期大学
礼拝堂他

チャペルウィーク

5/17月 10：35～12：00
女子短期大学L402教室

講師　藤掛明
（聖学院大学総合研究所カウンセリング
　研究センター准教授、臨床心理士）

講師　恵子・ホームズ（アガペ主宰）

公開授業

（宗教活動委員　秋富創）

7/22木　24土
グリーンキャンプ

高等部追分寮

12/17金

11/17水　
創立記念礼拝

10：10　青山学院講堂

10/25月　29金
秋の伝道週間

青山学院講堂

保護者聖書の集い
具体的な日時は「高等部便り」で
お知らせ致します。

11/15月　
学院創立136周年記念礼拝

（宗教センター事務室　尾﨑誠）

14：00 ～
ガウチャー記念礼拝堂

11/26金　
Ａｒｔ クリスマス Ａｏｙａｍａ

短大
ギャラリー他

11/26金　
クリスマス・ツリー点火祭

相模原キャンパス１６：３０
青山キャンパス　１７：２０

全学院の礼拝として行います。
どうぞご出席ください。

ジョン・ウェスレー回心記念日礼拝・
ペンテコステ礼拝

バッハ・コレギウム･ジャパンコンサート

清里サマー・カレッジ

相模原 5/24月　29土

チャペル・ウィーク（前期）

青　山 5/24月　28金

5/25火 第二部

5/24月 10:30～
相模原・青山
19:30～

18:30～

宗教講演

5/19水 12：30～13：20
女子短期大学礼拝堂

10/5火 12：30～13：20
女子短期大学礼拝堂

演奏　佐々木冬彦（ハープ奏者）

講師　豊川慎（短大兼任講師）

チャペルコンサート

5/21金 12：30～13：20
女子短期大学礼拝堂

各界で活躍しているクリスチャンの方
に礼拝でお話をしていただきます。

相模原 10/18月　23土
青　山 10/18月　22金
各界で活躍しているクリスチャンの方
に礼拝でお話をしていただきます。

8/5木　7土　大学八ヶ岳寮

5/17月　21金

中軽井沢寮

サマー・キャンプ･イン軽井沢

7/31土　8/2月

講師　多和田悟（盲導犬訓練士）

ランチタイムtalk

11/12金 12：30～13：00
女子短期大学礼拝堂

説教　シュー土戸ポール
　　　（学院宣教師・大学宗教主任）

創立記念礼拝

11/16火 相模原・青山・第二部

創立記念礼拝

チャペル・ウィーク（後期）

7/1木  ガウチャー記念礼拝堂

（宗教センター事務室　尾﨑誠）

182 182 180 56

女子短期大学宗教主任
吉岡 康子

使徒言行録　　第１章３節～１１節逃げないで
再　会
　復活された主イエスと共に過ごす４０日間は弟子た
ちにとって、素晴らしい日々でした。十字架を前にして
主イエスを裏切らなかった、見捨てなかった人は誰一
人いませんでした。皆が主を置き去りにして逃げ去っ
たのです。羊飼いが打たれて居なくなった羊たちのよ
うに、弟子たちは散り散りばらばらに逃げていきまし
た。羊は独りでは生きられません。自己嫌悪、落胆、不
安のうちにそれぞれ孤独にうずくまり、絶望していまし
た。そのひとりひとりにご復活の主は出会って、いや、
再会してくださいました。
　空っぽの墓の外で、エマオ村へとトボトボ歩いていく
その夕暮れの道で、逃げ帰った故郷のガリラヤ湖畔
で、主イエスは待っていてくださったのです。復活の主
はひとりひとりにふさわしい時と場所と形で出会ってく
ださいました。そのために主は４０日間を費やされまし
た。聖書における４０と言う数は出来事が完成、完結
する事を表します。失われたきずなが主によって再び
結び合わされ、彼らはエルサレムに帰ってきたのです。

不　安
　そのエルサレムで主イエスは今、弟子たちに別れ
を告げられます。主が天に帰られる。それは弟子たち
にとって悲しいことでした。「イエスが離れ去って行か
れるとき、彼らは天を見つめていた」とあります。主を
見上げながら、彼らは置き去りにされ、見捨てられたよ
うな心細い思いがしていたでしょう。これからどうした
ものかと心配になったかもしれません。主イエスは最
後に言われました。「エルサレムを離れず、前にわたし
から聞いた、父の約束されたものを待ちなさい。」
　されどエルサレムに留まるのは彼らにとっていやな
ことなのです。この街にはつらい思い出ばかりがある
からです。主イエスが捕らえられ、裁判を受け、十字
架によって殺された場所です。その時、弟子たち全
員が、あのユダだけでなく、独り残らず主を裏切った
場所です。さらにはエルサレムに留まるのは危険でも
ありました。主の十字架からまだ一ヶ月あまりしか日が
たっていません。死刑に値するとされた犯罪人イエス
の弟子に対する追求の手が伸びると充分に考えら

れるのです。出来るならば一日も早くエルサレムを脱
出して、新天新地でやりなおしたい、再出発したいと
思うのが正直なところだったかもしれません。　
　しかし、主イエスは「エルサレムを離れるな」と言わ
れたのです。逃げ出すな、そこにとどまれと言われる
のです。嫌な思い出があるところ、傷ついた・傷つけ
られたその場所。しかし、そこから復活の証人として
歩み出せと言われたのです。痛み、負い目のある場
所、人間関係、しがらみから逃げていても何も始まら
ない。あなたが倒れたその場所もまた主の復活の大
地である、そこから生き始めなさいと主イエスは言わ
れるのです。

派　遣
　とまどう弟子たちに主イエスは「約束されたものを
待ちなさい」と言われました。すぐにでも逃げ出した
い、いや積極的な理由をつければ、すぐにでも主の
ご復活を伝えるために、新しい場所に駆け出して行
きたいとの衝動、焦燥感があるかもしれない。しかし

「エルサレムで約束を待つ」ことが大事なのです。神
が備えてくださるものを待たずに走り出してはいけな
いのです。「約束されたもの」すなわち「聖霊を受け
る時を待つ」のです。「待つ」事の大切さを聖書は繰
り返し語ります。アドヴェント、レント、そして昇天日から
ペンテコステまでのこの期間、キリスト教会は「待つ」
ことを大切にします。救いを待つのです。祝いの時、
祭を待つのです。
　さらには「待つ」期間、私たちはただ漠然と待って
いるのではありません。器が空っぽでなければそこに
新しいものを入れることが出来ないように、私たちは
待つ間に、古いものを捨てるのです。空っぽになるの
です。無力なものとなった時と場所にこそ、聖霊＝神
の力が満たされます。そのために、弟子たちはエル
サレムから逃げ出してはならず、私たちもそれぞれの
エルサレムから逃げてはならないのです。この場所
から「わたしは世の終わりまで、いつもあなたと共にい
る」との約束のうちに御復活の主と共に歩き出す時
が今始まりつつあるのです。
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Special Issue : Welcome new friends 

幼稚園教諭
久　洋子

よ
う
ち
え
ん
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　新入園児のみなさん、ご入園おめでとうございます。
幼稚園の年中組・年長組のお兄さんお姉さん、先生たちは、
みなさんと幼稚園でお会いするのを楽しみにしていました。
　みなさんは、きっと、これから毎日通う幼稚園って、どんな所
かな･･･と、ドキドキ・ワクワクしていることでしょう。
　そこで、幼稚園で1番大きい、ゆり組・きく組のお兄さんお
姉さんたちに３つの質問をしてみました。

❶幼稚園って、どんなところ？
・たくさん遊んだり、礼拝したり、お祈りするところ ・おやつや
お弁当を食べる ・チャボとかウサギがいる。あと、小鳥とか。
❷幼稚園で何をするのが楽しい？
・友だちと一緒にブランコにのること ・積み木でおうちとか基
地とか作ること ・ホールでおうちごっこすること ・泥団子を作
ること ・縄跳びをすること ・ぜんぶ楽しい。
❸もし、困ったことや、悲しいことがあったら、どうしたらいい？
・先生にお話したらいい ・年長さんが「だいじょうぶ？」って助
けてあげる ・「一緒に遊ぼう」って言うから大丈夫。絵を描い
てあげる ・怪我をしていたら、助けて、志和地先生（養護
教員）のところに連れて行ってあげる ・けんかをしたら、泣か
ないでお話したらいい。

　他にも、たくさんの楽しいことの答えがありましたよ。そし
て、困ったことや悲しいことがあっても大丈夫。先生たちがみ
なさんの傍にいて、また安心して遊べるように、力になります
よ。お兄さんお姉さんたちもみなさんのことを大切に思い、守
ってくれることでしょう。
　幼稚園では、毎日、たくさん遊ぶことが出来ます。どうぞ、
好きなことや、好きな場所や、好きな先生や友だちを見つけ
てくださいね。先生たちは、みなさんがお父様やお母様と一
緒に、幼稚園に来ることを楽しみにしてきてほしいな、と思っ
ています。
　そして、青山学院幼稚園が一番大切にしていることは、神
様イエス様を信じる気持ちです。毎日、お祈りをして、神様と
お話をします。讃美歌を歌います。新入園児のみなさんが、
この幼稚園で３年間、神様の子どもとして、心も身体も大きく
なっていくことを、何よりも願っています。

W
hat do you think about the kindergarten ?

新入生の皆さん、青山学院での生活はいかがですか。　
各部の方に、新しい仲間に向けた言葉を頂きました。特集  仲間を迎えて

説 教

初等部6年
鈴木　建神

様
と
共
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　新入生の皆さん、初等部生活はどう
ですか。ぼくたちは、パートナー学年と
して、皆さんのお世話ができるのを、楽
しみに待っていました。
　青山学院は、命をかけて神様を伝え

た宣教師の先生方の、信仰によって建てられた、ミッションスクールです。長
い歴史の中で神様の愛と、多くの人の祈りによって守られてきました。ぼく
は、毎日の礼拝や聖書の授業、宗教行事を通して、神様と出会うことができ
ました。また、教会に通うことで、家族のようなつながりが与えられる恵みを受
けました。皆さんも、教会に通い、毎日お祈りをして、神様と出会って下さい。
　初等部の先生方は、児童一人一人をかけがえのない神様の子供とし
て、いつも大切に見守っていて下さいます。また、クラス・学年を越えての行
事や宿泊が多いので、学校のみんなと仲良くなれます。信頼できる友達も
たくさんできます。
　初等部で学ぶことで、ぼくは、人も自分も神様の作品として創られた大事
な存在だと知りました。「地の塩・世の光」として、与えられた賜物を、世のた
め、人のために生かす、生き方の土台を築いてくれるのが初等部です。こ
れから始まる初等部の生活の上に、神様の豊かな祝福とお守りがあります
ように、お祈りします。
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初等部2年
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　一年生のみなさん、ご入学おめでと
うございます。しょとうぶではれいはい
を大じにしています。せいしょをよんだ
り、さんびかをうたったり、先生にイエス
様についておそわったりもします。れい

はいはイエス様とおはなしするじかんです。イエス様とおはなしすると、一日
が気もちいいです。
　なつ休みにはなかよしキャンプがあります。なかよしキャンプでは、みなさ
んいくまえはさびしいかとおもいますが、いってみるとすごいたのしいです。
一日目のキャンプファイヤーでは、れいはいのおざわ先生が青山学いんの
マーク（しんこうのたて）のいみをおしえてくださいます。それからぶちょう先
生にせいしょをいただきます。ランチョンはとくべつおいしいです。ランチョン
とはきせつにあわせたおりょうりがたべられます。のこさずいただきましょう。
たべものもようふくもともだちも、みんな神様のおめぐみです。
　一年生のみなさん、いっしょにイエス様のことをたくさん学びましょう。しょ
とうぶはたのしいですよ。

W
elcom

e to the elem
entary school

中等部養護教諭
深石 純子

心
の
デ
ト
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　新入生の皆さん、入学して1ヶ月、学校生活はどう
ですか？楽しいこともある反面、新しい生活に戸惑うこ
とも多くあることと思います。これからお話することは、
困ったこと、嫌なことがあった時に皆さんがどうしたら
よいかということです。体も風邪をひくように、心もカゼ
をひくことがあります。そんな時どうしたらよいかという
お話です。
　中等部には専任の先生方が37名、事務の方が7
名、その他非常勤の先生方が大勢います。とりあえ
ず、わからないこと、困っていることがあったら、あなた
が話しやすい人にまずは話してみましょう。その時、き
ちんと順序立てて説明できなくてもよいのです。誰か
と話しているうちに気持ちの整理がつくことは、大人
でもよくあることです。あなたが一人で困っている時、
悩んでいる時、それをわかってもらうにはやはり、言葉
が必要です。先ほど、話す相手は「あなたが話しや
すい人」と書きましたが、私は誰でもよいと思っていま
す。担任の先生でもいい、クラブの顧問の先生でもい
い、教科を教えてもらっている先生でもいい、図書室
の先生でもいい、中等部にはカウンセラーの先生もい
ます（もちろん保健室でも）。
　それから「完璧を目指さない」ということもお伝えし
たいと思います。友達も親も先生も、誰も完璧な人は

いません（いたら教えて下さい）。私たちはイエス様の
ような広い心を持てないから、毎日聖書を開き、礼拝を
守っているのです。
　怒りを我慢すると、爆発します。「嫌だなあ」と思う
気持ち、腹が立つことはいくらでもあります。ですが、
それを否定したり、「自分はそんなに怒ってない」と思
ったりすると、それが体に出てしまいます。私は体調が
悪くてよく保健室に来る生徒に「嫌だなあって思って
いることない？」と聞くことがあります。学校で体調が悪
くなり、よく保健室に来る生徒ほど、この質問に答えら
れません。そういう生徒が「こういうことが嫌だ、ああい
うことが嫌だ」と言えるようになると、半分治ったような
ものです。
　愚痴を言えるというのはある意味、健康です。怒り
等のネガティブな感情を押し殺してしまうと、だんだん
自分が何に怒っていたのか、何にがっかりしたのかわ
からなくなってきて、理由はわからないけど心の中が
モヤモヤする、とにかくつらいという状況になってしま
います。そして、押し殺していたはずの感情はいつか
爆発してしまいます。
　「デトックス」という言葉を知っていますか?「解毒」
という意味ですが、心にもデトックスが必要です。中等
部のカウンセラーの牧野先生は「私たちは人から毒
を投げられたり(嫌な言葉を聞いたり)することがある。
そういう時にその毒を丸呑みするのではなく、飲み込
まずに吐き出す方法を知っておかないとね」とおっし
ゃっています。確かに嫌なことはたくさんあるけれど、
切り替えが上手にできれば乗り切れることもある、そう
思います。
　皆さんも自分なりのデトックスの方法を身につけ、快
適な学校生活を送りましょう。そのための手助けがで
きる中等部でありたいと思っています。

D
etox for the heart

高等部3年
脇屋　新
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　あなたにとって“礼拝”はどのような時間ですか？
　本校の幼稚園や初等部・中等部などから高等部に
入学したあなたにとってはとても身近なものでしょう。で
すが、キリスト教主義の学校ではない学校から高等部
に入学したあなたにとってはよく分からない時間かもし
れません。
　青山学院は、“礼拝”の時間を大切にしている学校で
す。“礼拝”という単語を聞くと、なんだか宗教的で抵抗
がある人もいるのではないかと思います。ですが、そんな
に難しく考えなくて大丈夫です。“礼拝”は神様と自分が
一対一になって過ごす、一人の時間だと思ってください。
　僕にとって礼拝という時間は、讃美歌を歌い、聖書を
読み、神様の教えを知り、お話を聞いて、その過程が自
分をリセットし、新たな気持ちへと入れ替える時のような
気がします。僕は自分で言うのもなんですが、自我が強
く、なかなか意思を曲げられないところがあります。です
が、この礼拝という時間を過ごしている時だけは他の考
えを吸収することができています。ですから、礼拝の時間
を持っているときだけは自分の考えが変化している気が
します。
　人は一人では生きられません。他者と影響を及ぼしあ
うことによって生きていきます。そのためには他者の考え
を知り、自分の生き方を見直す必要があります。自分を見
直す時間を与えてくれるのが礼拝なのです。日常生活で
は他の人のメッセージや考えを聞く機会を得ようとしても
あまりないと思います。ですが私達は毎日チャンスを得て
います。そのチャンスを是非、生かしてください。きっと大
きな財産となるでしょう。見えるものだけではなく、見えな
いものも信じてみてください。そして、自ら求めてください。
そうすれば与えられるはずです。
　最後に“WWJD”この4文字を皆さんへ贈りたいと思
います。先日、僕は礼拝で新しいものを得ることができま
した。それはWWJDという4文字です。これは“What 
Would Jesus Do?”の頭文字で「イエス・キリストならどう
するだろう？」という意味です。困ったときにはこの4文字
を思い出して見てください。きっと役に立つはずです。
　それでは楽しい高校生活を。あなたに幸多かれ。

W
hat is w

orship for you?

宗教センター関係グループ合同交流会（大学）


