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創立記念礼拝
10/20 愛隣会白寿荘

老人ホーム奉仕（１、2年生）

使徒　2・41

ペトロの言葉を受け入れた人々は洗礼を受け、
その日に三千人ほどが仲間に加わった。

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

正しい選択などありません

井上 祐貴
中等部教諭

　私の所属教会は日本基督教団の
早稲田教会ですが、結婚後は妻の
所属教会である藤沢バプテスト教会
に、妻と息子（１才）と一緒に３人で通
っています。
　早稲田教会が会員数約200名、礼
拝出席者約100名の大きな教会であ
るのに対し、藤沢教会は会員数約60
名、礼拝出席者約30名の小さな教
会です。私と藤沢教会との最初の出
会いは、藤沢教会の坂元幸子牧師
に結婚式の準備会をお願いしたとき
でした。結婚までの約半年、月一回の
ペースで藤沢教会に通い、結婚への
備えをしました。
　教会の雰囲気はとてもアットホーム
で温かく、妻が「どうしても藤沢教会
で結婚式を挙げたい」というのがよく
わかる教会です。CS（教会学校）は
子どもだけでなく全年齢層を対象に
行われており、礼拝出席者のほぼ全
員が参加して御言葉の分かち合い
がなされます。礼拝はオルガンとピア
ノが同時演奏され、指揮者の指揮の
もと、賛美が捧げられます。今年度

は、「御言葉に聴き従う教会」というテ
ーマのもと礼拝や伝道に臨んでおり、
春には伝道コンサート、秋には伝道
集会や教会こども祭りを行っていま
す。また、ハワイのオリベット教会と姉
妹提携を結んでおり、毎月礼拝中に
オリベットの祈りが捧げられる他、教
会の祝会等では「フラ賛美（フラダン
スでの賛美）」を踊ることが恒例とな
っています。
　ここ数年で最も大きな出来事は、
新会堂が建築されたことです。新会
堂は2013年１月に着工、
2013年８月に完成しました。
30年以上に渡る祈りの末に
与えられた新会堂で、毎週
喜びに満たされながら礼拝
に臨んでいます。図らずも私
たち夫婦の結婚式が新会
堂での初結婚式となり、息子
の誕生後は新設されたナー
スリーで礼拝を捧げられるな
ど、神様のご計画のタイミン
グと与えられる恵みに感謝
する毎日です。
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　このWesley Hall News第121号の冒頭に、「ペンコステ」のメッセージをいただきました。
次に、在学生の先輩たちと宗教主任から、新入生への歓迎の言葉をいただきました。そして、
アットホームな藤沢教会、心温まる『いつかはきっと・・』の絵本の紹介をいただきました。最後
に、在外研究の中間報告として「大統領選挙の視点からアメリカの信仰」について解説してい
ただきました。執筆者の方々、編集に従事された方々、そして読者の一人ひとりに、神様からの
豊かな祝福がありますよう心からお祈り申しあげます。

大学宗教主任
塩谷 直也

　皆さんの中に、青山学院が第一志望では
なかった新入生の方もいるでしょう。

　本当は行きたかった憧れの○○高校や△
△大学があったのだけれど、そこに落ちて
青山学院に来てしまった。受験に失敗した自
分はダメな人間だと思い、親や周囲の期待
を裏切った自分を責め続け、勉強にも身が
入らない状態ですか。通学することすら憂
鬱になりますね。その気持ち、よくわかりま
す。私も大学浪人を経験しましたし、第一志
望はことごとく落ちてきましので…。
　さて、どうしたらよいのでしょう。ずっと自
分はダメだ、ダメだといい続けることでしょ
うか。そんなことをやり続けると入学時より
もずっと、もっとダメになって卒業してしま
います。それならば青山学院に来た選択は
間違っていたので、正しい道を選びなおす
べきでしょうか。ええ、もちろんその選択も
あります。でも、本当に正しい選択って、人
間にできるのでしょうか。

　例えば時給1000円のバイトと、2000
円のバイトが目の前にあるとしましょう。ど
ちらも一か月限定で自宅からも近い。仕事
の大変さも同じくらいとします。当然、ほと
んどの人が2000円のバイトを選びます。
一方1000円バイトを選んだ人は、間違っ
た選択をしたといわれるでしょう。笑われる
かもしれません。しかし、実際に1000円の

バイトを選んだ人に、その後、バイト先で素
晴らしい友人たちができ、自分の運命を変
えるほどの親友ができたとしたらどうでしょ
う。結果としてみれば、1000円のバイトの
方が正しい選択だったといえませんか？

　選択する前に十分考えることは大切で
す。しかし、選んだ結果がどうなるか、本当
のところ、私たちには決して分からないの
です。私もたくさんの第一志望、希望、夢が
奪われ、挫折しました。でもだからといって、
それらの志望、希望、夢がかなったならば、
今以上に私は幸せだったに違いない、とは
どうしても思えないのです。志望、希望、夢
はかなわなかったけれど、「予想以上に不思
議で豊かな毎日だな、人生、なかなか捨て
たものではないな」となぜか感じてしまい
ます。
　大切なことは、正しい選択ができるかどう
か、ではありません。将来を見通せない人
間に、本当の意味で正しい選択などできる
はずないのです。むしろ、選んだことを正し
くする力こそ重要です。選んだ道を、かけが
えのない道として、正解にしていく力量が
あるかどうか、今、若いあなたは試されてい
ます。

　青山学院はあなたの志望、希望、夢では
なかったかもしれません。でもこの道を正し
いものとする力こそ、人生には必要です。一
人ではその力、なかなか発揮できませんか
ら、多くの友、先生、職員と出会ってその力
を育ててくださいね。
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Japan Baptist Convention  Fujisawa  Baptist Church
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（大学経営学部教授　玉木 欽也）
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髙砂 民宣

　アメリカ合衆国では今年の11月に、大統領選挙
が行われます。「人種の坩堝」と呼ばれるアメリカ
では、Unity and Diversityという言葉に示される
ように、多様性を重視しつつ、統一を目指すことが
求められます。それゆえに大統領は、多民族国家
であるアメリカ合衆国の象徴とも言える存在なの
です。アメリカで黒人（アフリカ系アメリカ人）初の
大統領となったオバマ氏の就任式は、まだ記憶に
新しいことでしょう。オバマ氏は、あの奴隷解放宣
言をしたリンカーン元大統領が就任式で用いた
聖書に手を置き、宣誓をしました。あの時の感動
は、今でも忘れることが出来ません。アメリカでは
国教制度は否定されていますが、信教の自由は
認められているのです。
　そのようなアメリカが、これから一体何処に向か
おうとしているのか？これは多くのアメリカ人が心中
で抱いている不安だと言えるでしょう。これまで圧
倒的な経済力と軍事力によって世界をリードして
来たアメリカですが、最近は中国の台頭等により、
かつての影響力は薄れ始めています。そうした
中、Make America Great Again !（アメリカを再
び偉大な国に！）と叫ぶドナルド・トランプ氏に、大きな
注目が集まっています。「暴言王」と揶揄されるトラ
ンプ氏ですが、「人々が思っていても口に出して言
えないことを代弁している」とも言われます。イスラ
ム教徒の入国禁止という、驚くような発言をしたか
と思えば、「アジアの国々がアメリカの雇用を奪って
いる」と、日本や中国に対して強硬な通商政策を
提案する等、言いたい放題といった感じです。し
かしそのトランプ氏が、共和党内でこれほどまで善

戦するということは、アメリカの中で排外主義が広
がりつつあることの表れと言えるかもしれません。
　2月1日にアイオワ州で最初の予備選・党員集会
が開かれましたが、この予備選・党員集会は夏の
全国党大会まで延 と々続きます。現在、共和党は
ドナルド・トランプ氏が独走し、その後をテッド・クルー
ズ氏が追いかけています。クルーズ氏も強硬論者
ですが、父親は牧師で、彼自身も熱心なクリスチャ
ンです。南部バプテスト連盟に所属しており、キリ
スト教保守層による強力な支持を得ています。
　一方、民主党はヒラリー・クリントン氏が本命で
すが、対抗馬のバーニー・サンダース氏が予想外
の善戦をしています。現在、私は約20年ぶりにコ
ネチカット州ニューへイブンを訪れ、イェール大学
神学大学院（Yale Divinity School）に客員研究
員として滞在しています。イェール大学では、父親
ブッシュ（1期のみ）、ビル・クリントン（2期）、息子ブッ
シュ（2期）と、1989年から2009年までの20年間に
亘り、卒業生が連続して大統領を務めました。今
回またイェールの出身者が大統領の座を射止め
ることが出来るのか、しかもアメリカ史上初の女性
大統領が誕生するか否かで学内は盛り上がって
います。父ブッシュ氏と子ブッシュ氏は親子揃って
カレッジの卒業生ですが、ビル・クリントン氏とヒラ
リー・クリントン氏は夫婦揃ってイェール大学法科
大学院（Yale Law School）の卒業生です。特に
クリントン夫妻が在学中に知り合ったエピソード
は、今も学内で語り継がれています。
　アイオワ州での最初の党員集会を目前に控え
た1月末、同州でキャンペーンが行われました。そ

アメリカのキリスト教事情
たか さご たみ のぶ

大学宗教主任

藤沢バプテスト教会

日本バプテスト連盟  藤沢バプテスト教会
〒251-0028　藤沢市本鵠沼５-１０-２９
TEL ＆ FAX 0466（23）1088
http://www.ac.auone-net.jp/̃fujibap/
交通
小田急江ノ島線「本鵠沼」より徒歩約7分
藤沢駅③番のりばよりバス…「鵠沼小学校前」下車
徒歩約3分

いの うえ ゆう き

　日ごろ子どもの傍らにいることが
多い仕事をしていると、子どもから
思いがけないことを教えられたり、
深く考えさせられたりすることが少
なくありません。子どもの絵本から
も多くを教えられます。たかが絵
本、されど絵本です。
　ここでご紹介させていただく絵
本『ＳＯＭＥＤＡＹ』は小さな絵本
で、子どもたちは大好きです。私自
身も繰り返し読むうちに次第に好き
になっていきました。
　まず、主人公のエレンはもちろん
ですが、たくさん登場する女の子
が何とも可愛らしい個性的な女の
子ばかりです。イキイキとしてお
しゃれで、おしゃまで、ちゃんと「自
分」をもっている存在感を感じさせ
るのです。
　そして、見開き２ページごとのエ
ピソードの冒頭に出てくる「ＳＯＭＥ
ＤＡＹ」の字のデザインが毎回異な
るのです。装飾のたくさんついた「Ｓ
ＯＭＥＤＡＹ」もあれば、かっちりとし
た硬い感じの「ＳＯＭＥＤＡＹ」も、赤
と白の縞模様のそれもあるのです。
　「ＳＯＭＥＤＡＹ＝いつかはきっ

と」という同じ言葉も、日々 の生を精
一杯前向きに生きている子どもに
とっては、どれ一つとっても同じでは
ないのだ、と教えられます。
　学校の友達からほめられる長い
髪の持ち主になること、「うちのち
び」ではなく「ぼくの　いもうとで
す」とお兄ちゃんの友達に正式に
紹介されること、バレエの先生から
「エレンをごらんなさい。あのじょう
ずなこと」と言われること、野球をし
てどんなボールも受け止めてチー
ムのみんなが喜ぶこと、などなど主
人公エレンの「いつかはきっと・・・」
の内容はいろいろです。「お金持ち
になる」ことも、「しっているひと　み
んなに　プレゼントする」だけでな
く、みんなからのお礼に対して「どう
いたしまして　それっぽっち」と答

えることであり、自分の好きな物を
買って物欲を満たすことではない
のです。
　こうして丁寧に読んでみると、子
どもたちはいろいろな「ＳＯＭＥＤＡ
Ｙ＝いつかはきっと」を心の中にた
くさん抱えて生きていることに思い
至ります。大人の淡い「夢」でもな
く、ギラギラとした欲望でもなく、達
成目標でもないのです。
　子どもたちの未来は決して楽し
いことばかりでないでしょう。究極
は「いつかはきっと」訪れる地上の
人生の終わりでしょう。その時まで、
神様の愛を信じて希望を失わず
生きていくために、この絵本のよう
な「ＳＯＭＥＤＡＹ＝いつかはきっと」
を心の中にたくさん育てておきた
いと思います。

『いつかはきっと・・・・』

岸井　慶子
女子短期大学　子ども学科教授

作／シャーロット・ゾロトフ　絵／アーノルド・ローベル
訳／矢川澄子　ほるぷ出版　1975年
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至鵠沼海岸

の際、民主党の党員から突如ヒラリー・クリントン氏
に、十戒に関する質問が投げ掛けられました。
ニューヨーク・タイムズ等の報道によると、この質問
に対してクリントン氏は、自分がプロテスタントのメ
ソジスト派の信仰を持つ家庭の中で生まれ育った
ことに言及し、聖書の中で最も重要な掟は「神を
愛し、隣人に仕えることである」と断言しました。そ
して「隣人に仕える」とは、弱者や異邦人に愛を
もって接することでもあり、これこそキリストが私た
ちに求めておられることであると主張しました。さら
に、一部のキリスト者の中には自分自身の罪に目を
留めることなく、他者を裁いている者があることに
遺憾の意を示しました。このことは、イエス・キリスト
が「山上の説教」の中で言っておられることでもあ
ります（マタイ7:1～6）。クリントン氏は、真の信仰を
持つことはその人を謙虚にし、他者に対して敬意
と寛容をもって接することを可能にする。自分は決
して完全な人間ではない、と断言しました。私はこ
の告白に、大きな感銘を受けました。
　自分たちの国のリーダーとなる人が、どのような
思想や信仰を持ち、どのような舵取りをしようと考

えているのか。そのことを直接聞いて判断し、票を
投ずることによって大統領を選ぶ。これは本当に
幸いなことであると思います。そして保守派とリベ
ラル派の相違はあるにせよ、アメリカでは信仰とい
うものが、今もなお大きな力を持っていることを痛
感しています。

アイリッシュ・ブレッシング

あなたの前に歩むべき道が常に開かれるように。
風があなたの背中を優しく押すように。
太陽があなたの顔を暖かく照らすように。
雨があなたの田畑をしとしとと潤すように。
そしてまた会う日まで、
願わくは、慈しみの神が、あなたをしっかりとその御手のうちに置き給い、
あなたに平安を賜るように。

Irish　Blessing

May the road ever rise to meet you.
May the wind be at your back.
May the sun shine warmly on your face.
May the rain fall softly on your fields.
And until we meet again,　
May God hold you firmly in the palm of his hand 
and give you Peace.

鵠沼小

日本バプテスト連盟

（元学院宗教部長 鈴木 有郷　訳）

るつぼ

や　ゆ

※執筆者が留学中の1998年、Yale Divinity Schoolに講演にい
　らした時の写真。ブルーのスーツに身を包んで座っているのがヒラ
　リー氏で、司会者によって講師の紹介がされているところ。執筆者
　本人が撮影。

ヒラリー・クリントン氏（左側）



高等部より

女子短大より

大学より

本部より

（宗教主任　相良 昌彦）

（女子短期大学宗教活動センター）

（宗教センター事務室）

（宗教センター事務室）

5/

9/22

8/ 1

伝道週間

グリーンキャンプ

秋の伝道週間

11/16水　
創立記念礼拝

保護者聖書の集い

高等部PS講堂

高等部PS講堂

具体的な日時は「高等部便り」でお知らせ
致します。

ペンテコステ礼拝

第11回 東日本大震災被災地支援
ボランティア

11/ 水　16 12：35～13：05
女子短期大学礼拝堂

12：35～13：05
女子短期大学礼拝堂

説教　吉岡 康子（短大宗教主任）

説教　吉岡 康子（短大宗教主任）

オータム・リトリート

創立記念礼拝

10/ 月　3 12：35～13：05
女子短期大学礼拝堂

神学校日礼拝

76/ 10金

日

火

165/ 月

チャペル・ウィーク

奨励 多和田 悟（公益財団法人
　　 日本盲導犬協会常勤理事）

12：35～13：20
女子短期大学礼拝堂

12：35～13：20
女子短期大学礼拝堂

12：35～13：20
女子短期大学礼拝堂

95/ 月

奨励 YURIE（シンガー・ソングライター）
11水

説教 朝岡 勝（日本同盟基督教団
　　 徳丸町キリスト教会牧師）

13金

奥多摩
バイブルシャレー

岩手県宮古市

2210/ 土 23日

月

水

月

水3

高等部追分寮/7 22金

高等部PS講堂10/24月　28金

ペンテコステ礼拝

高等部PS講堂165/ 月

ペンテコステ礼拝

清里サマー・カレッジ

創立記念礼拝

青山・相模原

全学院の礼拝として行います。
どうぞご出席ください。

月  青山・相模原

青山・相模原

チャペル・ウィーク（後期）

10/17

11/16

21金

青山・相模原

チャペル・ウィーク（前期）

27金

18/ 月 9 火

12/14水

木・祝

オール青山ハンドベルコンサート

高等部PS講堂

11/15火　
学院創立142周年記念礼拝

ガウチャー記念礼拝堂

11/29火　
Ａｒｔ クリスマス Ａｏｙａｍａ

短大
ギャラリー他

11/25金　
クリスマス・ツリー点火祭

青　山
相模原

CHRISTIAN ACTIVITIES
CENTER NEWS
宗教センターだより

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。

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。
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使徒言行録　第2章　1～13節ペンテコステの出来事

　主イエスの十字架の出来事の後、弟子た
ちは、自分の身にも危険が及ぶのではないか
という恐怖から、窓や戸をしっかりと閉め、部
屋の中で隠れていました。そこに復活の主イ
エスが真ん中に立ち、「あなたがたに平和が
あるように」と言われ、手とわき腹をお見せに

なりました。そして、言われました。「父がわた
しをお遣わしになったように、わたしもあなた
がたを遣わす。」そう言ってから、息を吹きか
けて「聖霊を受けなさい。」と言われました。
　その後も、主イエスは、ご自分が生きておら
れることを、数多くの証拠をもって弟子たちに
示し、40日にわたって現れました。
　弟子たちは、「わたしは既に世に勝ってい

る」（ヨハネ16：33）という主イエスのみ言葉を
思い起こしたのではないでしょうか。人生の終
わりと思われる死から復活された主イエスは、
すべてに勝って神の御業を行われる、その証
人となったのです。
　この40日の間に、弟子たちの心は、変化し
ていったのではないでしょうか。自分が主イエ
スの弟子であるばかりに、捕まってしまうので
はないか、十字架につけられるのではない
か、と考えていたところから、「主イエスは救い
主である」と伝える者へと変えられていきまし
た。かつて、主イエスは、自分が殺され、三日目
に復活することになっていると弟子たちに打
ち明けたことがありました。（マタイ16:21～28）
その中で、「わたしについて来たい者は、自分
を捨て、自分の十字架を背負って、わたしに従
いなさい」（24節）と言われました。弟子たち
は、その言葉の意味がやっと分かり始めたの
ではないでしょうか。自分の命の心配をしてい
る場合ではない。主イエスが、世に勝って、死
に打ち勝ち、よみがえられたのだ、というすば
らしい良い知らせを誰かに伝えずにはいられ
ない者へと変えられたのです。

Special Issue : Welcome to Aoyama Gakuin

ようこそ、青山学院へ

説 教

中等部3年

原 麻理奈ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
出
会
い

高等部3年

四宮 寛大出
会
い
で
広
が
る
世
界

　出会いには人の視野
を広げる力があります。
僕は自分を昔から様々
なことに興味関心を抱く
強い探究心の持ち主だ
と思っています。そのこ
ともあってでしょうか、高
等部では交換留学や
生徒会等を通じて数多の経験をしています。そして、
これらの経験全てにそれぞれ目標があります。例えば
渉外局長という立場上、学内のみならず他校の生徒
とも協力して討論会を開催し、成果を上げるということ
はその最たるものだといえるでしょう。そこで行われる
議論や参加生徒の背景には自分の未踏の世界が広
がっており、歓呼せざるを得ない場が幾度もありまし
た。共に同じゴールへ向かう仲間達は、僕に多様な
物事の見解を与えてくれます。そのような仲間達がい
なければ、僕の思考は一人で考えたに過ぎない、つま
らないものだったかもしれません。僕が精励恪勤な仲
間達と出会えたのは、性格故の好奇心や、様 な々機
会に恵まれているからだと考えます。そしてこれらの
事は神様が備えてくださった出来事なのだと思って
います。僕は、神様の成すことには全て意味があると
信じています。これは非常に楽観的な考えですが、僕
等の何気ない行動にも意味があるだろうし、もし誰か
に傷つけられることがあっても、その事にも意味があ
ると思います。故に、僕が仲間達と出会い、多様な考
えを吸収することができた運命にも意味があり、僕は
一人一人と大切に接することに使命感を抱いて日々
を生きています。
　僕にはこれから起こる出会いがどんなものかは予
想ができません。しかし、その出会いが幸せなもので
あろうと、辛いものであろうと、必ず自分自身を豊かに
してくれるものだと僕は確信しています。これまでに出
会った仲間達とも、これから出会う仲間達とも、豊かな
恵みと稔りのある人生にしたいですし、皆さんにもそう
してもらいたいです。無駄な出会いはありません。皆さ
んもあらゆる出会いを大切にし、広い視野で世界を見
つめてはいかがでしょうか。

　「ようこそ！今日から皆さ
んは、青山ファミリーの一
員です」 入園してまもな
い頃、年少の妹以上に
緊張していた母は保護
者会でこの言葉を伺い、
一瞬にして緊張の糸が
ほどけ、涙がポロポロ出
てきたそうです。私は青山学院に通い今年で9年目に
なります。難しく思えた聖書が少しずつ分かると、日曜
日の教会学校や毎朝の礼拝で心穏やかに過ごすひ
と時が好きになりました。
　青山学院が最も大切にしている聖句は「地の塩、
世の光」です。「地の塩」として世の中に貢献し、「世
の光」として人 を々導く存在になる。私は今、6歳の時
に始めたフィギュアスケートと日々 の学業を頑張ってい
ます。それは私が礼拝を通して「地の塩、世の光」の
意味が分かる様になり、目の前の一つ一つの事に全
力で取り組み、自分が成功するだけでなく、神様から
与えられた力を人の為に使いたいと強く思う様になっ
たからです。この４月、私の妹も中等部生になり多くの
出会いがありました。そして私も来春は高等部でまた
大きく世界が広がると思います。これらのめぐり合わせ
は全て神様のお考えによるものなので、今から希望で
いっぱいです。
　新しく青山学院に入られた皆さんは「Footprints」
という詩をご存知でしょうか ？ これは私が初等部生の
時に出会い最も心に残った詩です。「神よ私があなた
に従って生きると決めた時、あなたはずっと私と共に歩
いてくださるとおっしゃられました。しかし、私の人生の
最も困難な時には、いつも一人の足跡しか残っていな
いではありませんか。私が一番あなたを必要とした時
になぜあなたは私を見捨てられたのですか？」 神様は
答えられた。「わが子よ私はあなたを愛している。私は
あなたを見捨てはしない。あなたが苦しい時に一人の
足跡しか残されていないのは、その時私があなたを背
負って歩いていたからだ。」 この春から新しい生活が
始まり、何か心細い時はこの詩を思い出してください。
きっと一人ではないということがわかると思います。

幼稚園教諭

鈴木 洋光初
め
て
の
出
会
い
の
中
で

　年少組の子どもた

ち、ご家族の皆様、

ご入園おめでとうご

ざいます。皆様が幼

稚園にいらっしゃる日

を心待ちにしていま

した。

　幼稚園ではたくさ

んの初めての経験が、年少組の子どもたちを待っ

ています。園庭の花壇には、赤白黄色の大きなチ

ューリップの花が風に揺られています。また、池に

は小さなおたまじゃくしが、たくさん泳いでいます。

チューリップは、1月に幼稚園のお兄さんお姉さん、

そして先生たちが一緒に「はるになったらすてきな

はなをさかせるだろうな」と思い、一つひとつ心を

込めて植えました。池のおたまじゃくしは、ちょうど2

月終わりの寒さが和らいだ頃、冬眠から目覚めた

カエルたちが池に戻り、集まってきて産卵した卵か

らかえったいのちです。この幼稚園は都会にあり

ながらたくさんの自然に恵まれていますが、その一

つひとつの自然を通して、神様のなさる業を感じて

いくことができます。子どもたちは、四季折々の生

活を通し、体を動かし、心を動かしながら小さな発

見を重ねていくことでしょう。その一つひとつの出

会いが子どもたちの世界を広げていきます。私た

ち保育者は、その子どもの気づきに心を寄せ、共

感し、その喜びを神様に「ありがとうございます」と

お伝えする時を大切に過ごしてまいります。子ども

たちは3年間の生活を通して、神様・イエス様から

自分たちは愛されている存在であること、この幼稚

園が神様によって守られていることを感じながら

育っていくのです。

　その愛を感じ、保育目標でもある「信頼・喜び・

感謝」の気持ちを大切にしながら、これからの幼

稚園での生活を仲間と共に過ごしてまいりましょ

う。今年は、子どもたちと一緒にどんな発見ができ

るのか、私も楽しみにしております。

初等部6年

今岡 恒輔し
て
も
ら
っ
て
嬉
し
か
っ
た
こ
と
を

　新１年生のみなさ

ん、こんにちは。青山学

院へようこそ。

　初等部は、１つの学

年に４クラスがあり、た

くさんの人が通ってい

ます。友達がたくさん

できることまちがいなし

です。初等部では、入学してすぐ、パートナーという

特別な仲間ができます。そのパートナーと、一緒に

遊んだり、給食を食べたり、一緒に学校を探検した

りして、1年の間、たくさんの思い出ができます。

　僕が1年生だった時のパートナーは、とってもや

さしくしてくれました。ご飯を食べるのが遅くても、

「がんばれ」と言ってはげましてくれました。おかげ

で今は早く食べられます。そして、ほとんど毎日、

僕のクラスに会いに来てくれました。たくさんお話

しをして、たくさん笑いました。外に出て、みんなで

キャッチボールをしたのもいい思い出です。そして

いつの間にか、あんな６年生になりたい、と思うよう

になりました。聖書のみ言葉「人にしてもらいたい

と思うことは何でも、あなたがたも人にしなさい」

（マタイ7:12）のとおりです。1年生だった時のパー

トナーはとっくに卒業してしまい、もう初等部にいま

せん。でも僕は、今でも年の初めに必ず年賀状を

出します。それが楽しみだし、年賀状をもらうと、と

ても嬉しいです。

　1年生の時、僕は、パートナーからたくさんのこと

を学び、たくさん思い出ができました。6年生になっ

た今考えてもうれしい気持ちになります。だから僕

達も、してもらってうれしかったことを新１年生のみ

なさんにします。みなさんが初等部で楽しい生活

を送れるようにがんばります。この文章を読んでく

れている人の中に、僕のパートナーさんもいること

でしょう。これを書いている今は、まだ名前も顔も知

らないけれど、一緒に楽しく過ごしましょう。それで

は改めて、初等部へようこそ ！

女子短期大学 子ども学科2年

山市　結新
し
い
出
会
い

　新入生のみなさ
ん、ご入学おめでとう
ございます。青短生
活には慣れてきたで
しょうか？
　青山学院女子短
期大学に入学して、
初めてキリスト教に
出会った方も沢山いると思います。宗教という言葉に
壁を感じず、ぜひ沢山の聖書の言葉に出会って欲し
いです。青山学院女子短期大学では毎日の生活の
中で、沢山聖書の言葉に出会うチャンスがあります。
それは、週に３回ある昼の礼拝をはじめ、宗教活動セ
ンター主催のキャンプや、「ろばのこ」などの活動で
す。ぜひ積極的に参加してほしいと思います。
　わたし自身、多くの場面で聖書の言葉に励まされ、
支えられてきました。「神を愛する者たち、つまり、御計
画に従って召された者たちには、万事が益となるよう
に共に働くということを、わたしたちは知っています。」
（ローマ8：28）　わたしたちの人生の中には神様の計
画があります。それは、自分の思いにかなった計画か
もしれないし、自分の望みと反する計画かも知れませ
ん。でも、神様はどんなに大きな困難の中にあっても必
ず答えを与えてくださいます。そして、神様を信頼して
歩んでいけば、必ずその道は自分の人生の中で益
（良いもの）となるのです。もしかしたら、今まさに困難
のなかにある人がいるかもしれません。そんな時は、
せっかく青山学院女子短期大学に入学したのです
から、だまされたと思って聖書を開いてみてくださ
い ！ 祈ってみてください ！ きっと新しい発見が、出会い
があるはずです。
　「恐れてはならない、わたしはあなたと共にいる。驚
いてはならない、わたしはあなたの神である。わたしは
あなたを強くし、あなたを助け、わが勝利の右の手をも
って、あなたをささえる。」（イザヤ41：10 口語訳）
　聖書はもっと沢山のみことばで溢れています。これ
から始まる３年間、もしくは２年間の短大生活で沢山
の聖書の言葉に出会い、より豊かな短大生活がおく
れますように。

大学 教育人間科学部4年

廣瀬 太美間
違
い
な
い

　新入生の皆さん、
御入学おめでとうご
ざいます。大学生活
にも慣れてきました
か。
　さて、突然ですが
皆さんには、“忘れら
れない言葉”がある
でしょうか。つい昨日話した内容でも、今朝交わした会
話のことでも、一言一句思い出せる言葉というものは
案外少ないかもしれません。私は記憶力がずば抜け
て良いわけではありません。けれど、今でも忘れられな
い言葉があります。それは今から9年前、青山学院と
同じ神様の教えを礎にしたミッションスクールに入学し
た私が、入学式で耳にした聖書の言葉です。
　「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15:16）
　特に自分が入りたくて入学したわけではなかった中
学でこの言葉を聞いたとき、私は何か自分の意思以
外の大きな力に導かれてここに立っているのだという
ことを感じ、胸を震わせました。それが私と神様の初め
ての出会いでした。
　その後、私は青山学院大学に入学し、日々の講義
や礼拝のなかで紡がれていく聖書の言葉に励まされ
るという経験を何度もしました。その度に、自分は神様
に導かれてここにいるのだという思いが強くなり、私は
心から神様を信頼する者へと変えられていきました。
　中学では自分の意思とは別の学校へ、大学も実は
自分の予想していなかった学校へと、進学という人生
のターニングポイントをことごとく自分の意思とは異なる
方向に進んだ私ですが、今ではこれもまた神様の導き
だったのだと思い、その導きは「間違いない」と確信し
ています。
　皆さんのこれからの大学生活の中でも、腑に落ちな
いことや納得できないことが起こるかもしれません。し
かし、皆さんも神様の大きな力に導かれて、ここ青山学
院大学にいることを忘れないでください。皆さん一人ひ
とりに、「ここに来て間違いなかった」と思えるような大
学生活を神様は用意してくださっているはずです。

　そして、復活の主イエスと弟子たちが共に
食事をしているとき、「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。ヨハネは水で洗礼（バプテスマ）
を授けたが、あなたがたは間もなく聖霊による
洗礼（バプテスマ）を授けられるからである。」
（使徒1:4）と言われました。
　それから、主イエスは、「あなたがたの上に
聖霊が降ると、あなたがたは力を受ける。そし
て、エルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの
全土で、また、地の果てに至るまで、わたしの証
人となる。」（使徒1:8）と言われました。話し終え
ると、弟子たちが見ている目の前で、天にあげ
られて、雲に覆われて見えなくなったのです。

　主イエスは「父の約束されたものを待ちな
さい」と言われました。その約束されたものと
は、「聖霊」でした。そのために弟子たちは、
心を合わせて熱心に祈っていました。
　「祈り」は、自分の願いを一所懸命に言葉
にすることではありません。自分のことを第一
とするのではなく、自分を神に明け渡すことな

出会いと発見の喜びに満ちて始まった、学院生活。
各部の方に、新しい仲間に向けた言葉をいただきました。特集

のです。弟子たちは、自分の命ばかりを心配
していました。しかし、復活の主イエスに触れ、
その証人となることで、自分のことよりももっと
大切なことを、多くの人々に伝えなければなら
ない出来事に出会ったのです。それは「主イ
エスは、救い主である」という福音の出来事
です。弟子たちは、その出来事を伝える器と
して用いられるために、共に集まり、心を一つ
にして祈っていたのです。

　過ぎ越しの祭りから五十日目。弟子たちが
一つになって集まっていました。炭火がたった
一つでは消えてしまいますが、炭火が２つ３つ
と集まると、熱く燃え上がります。ちょうど、それ
と同じように、弟子たちも、一人一人の心の中
は熱く燃えていても、一人では燃え続けること
が難しい。そこで、一同が集まることが大事な
のです。お互いの信仰の炎を燃やすことがで
きるのです。一同に集まること、それが、教会
の始まりです。
　そこに突然、激しい風が吹いてくるような音
が天から聞こえました。そして、炎のような舌
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きすず はら ま り な しの やま いち ひろ みせ たゆいみや かん たひろ みつ いま おか こう すけ

お ざわ じゅん いち

が分かれ分かれに現れて、一人一人の上に
とどまったのです。これが、神が約束してくだ
さった「聖霊」です。

　聖霊は、神の力、私たちの中に働く神ご自
身です。私たちの内側から動かす力そのもの
です。この聖霊の働きなしに、私たちは何もす
ることができないのです。聖霊は、神ご自身が
私たちに与えてくださるものです。ですから、
祈らなければならないのです。
　主イエスが神の国について語られたこと、
十字架の意味、復活の出来事の意味を本当
の意味で理解することができるでしょうか。す
べてのことは、人間の理解を超えているでしょ
う。かつて、主イエスは、「らくだが針の穴を通
る方がまだ易しい。」と言われました。人間の
知識・理解だけでは、不可能なのです。ただ、
聖霊の働きがあるときにのみ、神の御心を知
ることができるのです。
　聖霊は、今も働いておられ、私たちは聖霊
の働きによって御心に従って歩むことができる
のです。

心を合わせて熱心に祈る

ペンテコステの出来事

聖霊って？


