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各界で「地の塩、世の光」として活躍するクリスチャン

あなたの
悩みに

あなたがたは地の塩である。
あなたがたは世の光である。
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青山学院 常務理事

苦労して大学に入学しましたが、燃え尽き症
候群からか勉強する意欲がわかず、勉強に打
ち込む意義が見出せません。また将来なん
のために働くかもわからないです。
どうしたら
いいのでしょうか……
（大学生・男子）

自分を、
初めて浅はかだと顧みることができたのです。不

あなたの悩む気持はよく理

までの英語の教科書を持って

を知っていました。英語を話

真面目な私をも皆の輪の中に入れてもらえ、
自分を見つ

解できます。燃え尽き症候

きましたので、英語を教えて

す機会も、大学へ進学する機

「光あれ！あなたを見ていると、混沌とした世の中に

め直す機会が与えられ、
誰をも神は見捨てないと気付か

も、
必ずや光は見出せるのだ！ということを確信します。」

せてもらえたことに、神の存在を私はみたのです。高1の

群とご自身で診断しておら

くれませんか」と真剣に聞き

会も、国際社会で活躍する機

この言葉は、私の母校・恵泉女学園の当時校長でおら

夏でした。
アンチ・キリスト教が、
ラブ・キリスト教に変わった

れるように、
「ちょっと休みな

ました。私たちは教会の寒い

会もないことを知っていまし

れた安積力也先生から頂いたものです。私が受洗した

瞬間です。

さい」とあなたの脳があな

一室で五時間くらいかけて三

た。それではなぜ、死ぬ前に

たに命じているのでしょう。

年分の英語をすべて復習しま

英語を学ぼうとしたのでしょ

この悩みは、ちゃらんぽらん

した。彼は分からなかった構

うか。神 の み 前に立 つとき

な人にはありません。あなた

文も綴れなかった単語もなく

に、努力していない自分が許

がまじめに勉強する人、やれ

なり、
「 ありがとうございまし

せなかったのでしょうか。生

のは、高校2年のクリスマスのこと。
それまでヤンチャをや

「地の塩、世の光」。一見対照的な言葉ですが、私に

り、親や先生に迷惑をかけていたさまから神に導かれた

は同義的に感じられます。地の塩＝他者に味わいを持た

様子をみて、安積先生がくださった受洗後の年賀状の

せる為に、
役割を果たす。
それは微量で目立たぬ存在で

言葉でした。

あるが、
その使命は大きい。世の光＝神から託された賜

ばできる人であることが質

た」
と目を輝かせて礼を言い、

かされてある日々を意義な

で、
母方の親族には牧師が4人もいる筋金入り。
そんな母

るが、
闇がなければ気付かれない。両者とも、
他のものが

問から想像できます。世の中

暗闇の中に消えていきまし

く過ごす自分が嫌だったので

に連れられて、
幼少の頃から教会に通っていました。行く

あってこそ存在が光る
「塩と光」。
自分の為に活かすもの

には、あなたのようにまじめ

た。それから数カ月後にＳ君

しょうか。

のが当たり前の教会も、小学校高学年頃から、
「なぜ私

ではなく、
他者の為に活かされるときに初めて「塩と光」
と

だけ日曜日に行かないといけないの ？ 近所の友達は

なるのではないでしょうか。誰しも神から賜物を授かって

な人が悩む試練があります

は天に召されました。その悲
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行っていないのに……」
と疑問を持ち始めました。
そんな

おり、
それを活かす使命があるように思います。私は、
こ

が、神の試練は意外なもの

しいお葬式で、私は彼が手術

あ なたには、将 来が ありま

私のハテナは、
中学にあがるとアンチ・キリスト教に変化し

の「声」
を頂きました。歌を通して、
誰かの人生にひと味を

です。

不能な脳腫瘍に悩まされ、あ

す。まずは休んでください。

7 /10月

加え、心のもやには光を灯し、彩りをプラスできるような歌

の寒い日もドブに落ち、壁に

そのあと自分で考えて人の

水 Ａグループ

ていきます。中学から恵泉女学園に入学しましたが、思

ぶつかりながら、
力を振り絞っ

役に立つことを青山学院で

土 Bグループ

手でありたいと願うのです。

私も大学に入ったとき悩みま

木

春期を迎え、
自我の芽生えと共に道を逸れることも多く

したが、意外な出来事が起き

て私のところに辿り着いたこ

学ぼうと誓って、世の中を見

ました。ある冬の日曜日、教

とを知りました。彼は五時間

回してみてください。

会学校を終えて帰ろうとした

のあいだ頭痛に耐えて笑顔

とき、
Ｓ君という高校一年生

を絶やさなかったのです。私

私はあなたに逆に問います、

が私のところに来て「ぼくは

は今でも、
Ｓ君のことを思い

試練の時も、安楽の時も、神

今まで英語を勉強しなかった

出すと涙が出ます。

のみ前に一日一日を真摯に

こどもの日・花の日礼拝

6 / 12 月

8：25〜8：50
初等部米山記念礼拝堂

召天者記念礼拝

8：25〜8：50
火 初等部米山記念礼拝堂

1年生なかよしキャンプ

12
13 15

なりました。
そんななか、教区主催の韓日青少年交流キャンプに
参加しました。国も、年齢や学校、教会も異なるのに、参
加者は、
円を描くように仲良くなりました。
また、
既に受洗し
ている高校生から証詞を聞き、
それは同年代とは思えな

教職員退修会（修養会）

8 /28月

29

い程、実に深く自分を見つめ語っているものでした。
その
ことが、私自身とも向き合う衝撃的な機会となるのです。
自分さえ楽しければ良いと勝手に生きてきたそれまでの

火

ので、成績が振るいませんで
した。中学一年生から三年生

聖書週間特別礼拝

10/16月

8：25〜8：50
初等部米山記念礼拝堂

10/24火

8：25〜8：50
初等部米山記念礼拝堂

10/31火

8：25〜8：50
初等部米山記念礼拝堂

1

・

アメリカ ボストンのバークリー音楽大学のSummer Program受講を
機に短期渡米。本場New YorkのJAZZクラブで歌う機会を多く得ら
れ、帰国後、CDデビューが決まる。今までに3枚のJazz Albumを発表
しており、
デビューアルバム
「I Thought About You」
は、JAZZ LIFE
誌「2011年度ディスク・グランプリ」全世界Best35に選ばれた。2nd
Album「Moon River」
をきっかけに、
レディ
・ガガ＆トニー・べネットや
ローリング・ストーンズなどと並び「ミュージック・ペングラブ音楽賞 ブラ
イテストホープ賞」
を受賞。昨年、CDデビュー5周年、歌手生活10周
年を迎え、銀座ヤマハホールでストリングス入りのAnniversary
Concertを開催。

生きる、それ以外に人に何が
Ｓ君は残された命が短いこと

2017年5月29日発行
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あなたがたは力を受ける︒

物を活かして周りを照らす。隠れることができぬ存在であ
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私と教会の出会いは、
母の影響です。
母がクリスチャン

WESLEY
H A L L
N
E
W
S
124
あなたがたの上に聖霊が降ると︑

初等部より

くわ

Jazzシンガー。
日本基督教団阿佐谷東教会員。
ベーシストの祖父、
ジャズスクール学院長の父に続く、
ジャズ家系三代目。14歳
よりジャズヴォーカルを後藤芳子氏に師事し、17歳でライブハウスデビュー。大学
在学中よりプロ活動を始め、受賞歴も数多く持つ。
「JAZZ DAY 新人グランプリ
コンテスト」
グランプリ受賞。
「さいたま新都心JAZZ VOCAL CONTEST」審査
員奨励賞受賞。
「日本ジャズヴォーカル賞」新人賞を、史上最年少で受賞。

7 /14 金

9/

お応えします！

Matthew

マタイによる福音書 第5章13〜16節

相 談

The Salt of the Earth, The Light of the World / matt.5.13-14

8

できるのかということを。

The Salt of the Earth, The Light of the World

となり人を覚える礼拝
宗教改革記念礼拝

11/15

8：25〜8：50
水 初等部米山記念礼拝堂

感謝祭礼拝

11/21火

8：25〜8：50
初等部米山記念礼拝堂

シリー ズ ・ 私 の教会

ﬁle
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Reformed Church in Japan Yokohama Central Church

日本キリスト改革派

横浜中央教会

い

が

ら

し

けん

五十嵐 遣
本部宗教センター

揺 れ 動 く 季 節 に

創立記念礼拝

「こんなはずではなかった」
と考える
あなたに聞いてほしいこと
ひ

ぐち

れい

こ

樋口 玲子

シリー ズ

私の切にねがっていることは、

しかない、
やるしかないんだと思い、3年生

私の書物がことごとく捨てられて、

で2年と3年の授業両方を受け、何とか単

高等部教諭

（中略）
消滅してしまうことである。

位も取ることができました。奇跡的な回復
わたしは、あなたたちのために立てた計

中等部より

画をよく心に留めている、
と主は言われる。

緑蔭キャンプ

7 /21金 23日

9：30〜11：30
土 校内清掃

老人ホーム奉仕（１、2年生）

日時未定

愛隣会白寿荘

創立記念礼拝

11/10金

はない。将来と希望を与えるものである。

ださい。ここから救い出してください、
と毎

（エレミヤ書 29：11）

8：40〜9：20

（マルティン・ルター ヴィッデンベルク版『ドイツ語著作選集』
第一巻序文 1539年序文より）

日祈りました。祈ることで心の重荷を下ろし
ていたような気がします。下ろしても下ろし

日本におけるプロテスタント教会発

ル、
コンテンポラリースタイルのどちら

牧師は、講解説教と週報論壇（これ

祥の地、横浜。
この地で開拓伝道を

等を
の礼拝にも十分に対応できるように、 はウェブサイトでご覧になれます）

開始し、来年で30周年を迎える私の

楽器、
ＰＡ、
AV機器も完備されていま

通してわたしたちに神様からの大切

教会は、
相鉄線「天王町」駅から約5

す。新会堂は、子どもからお年寄りま

なメッセージを日々熱く語られていま

皆で知
分、
駅前の商店街の一画にあります。 でが快適に礼拝を守れるよう、

す。小さな教会ですが、
そこに集って

そこは元々はお蕎麦屋さんとメガネ

恵を出し合って建築しました。
ちなみ

いる一人ひとりが大切な存在として、

屋さんがあった場所です。
そしてお隣

に長老（教会役員）
のお一人が大工

居場所のある教会です。
お気軽にお

は焼き鳥屋さん、
その先はお蕎麦屋

さんなので、内装や講壇、聖餐卓等

越しください。
お待ちしています。

さんと、
ちょっと珍しい立地です。
です

は長老自らが製作されるという恵まれ

ので、時々教会前の道路がフリマの

た仕様となっています。

会場になります。
（教会もフリマに参加

また、主日礼拝のほか、
日曜学校

し、
地域の方々と交流をしています）

や、
中高生礼拝、立石章三牧師によ

近所にはライバル
（？）
の橘樹神社

る近隣の子どものための土曜子ども

という大きな神社があり、お祭りの時

会（工作教室）等も盛んに行われて

は教会の前に町内会役員さん用の

います。そして、主日礼拝後は毎回、

テントが張られ、
教会の駐車場が使え

教会員の方々が持ち寄られる手作り

ない ! というような時もありますが、
皆、 のごはんとおかずを皆で分けあって、
教会員有志の方の献金によって

ちょっとした大家族のような楽しい時
を過ごしています。

購入した隣接地に、
昨年、
画像のよう

以上、駆け足で教会の外と中を簡

なきれいな新礼拝堂が増築されまし

単にご紹介しました。最後に、
「 改革

た。
元々の礼拝堂も新礼拝堂も、
横浜

派教会」
とは、今年500年を記念する

伝道を期待する、教会内外からの多

宗教改革の伝統に立ち、
とりわけジャ

くの方々の献金や融資金によって建

ン・カルヴァンの神学を基に、
神の言葉

築可能となったものです。
新礼拝堂は、
トラディショナルスタイ

（聖書）
によって改革され続ける教会
を意味しています。そのために立石

礼拝 日曜日

9:30〜10:30 子どもの教会学校（幼稚園〜高校生）
10:45〜12:15 朝の礼拝
16:00〜17:00 夕の礼拝
日本キリスト改革派

N

横浜中央教会

橘樹神社

ジョナサン

松屋
至大和

セブンイレブン

モスバーガー
旧 東 海 道

毎週楽しく礼拝に集まっています。

表紙写真
大学 青山キリスト教学生会
（ACF）
の
活動のようす

神に栄光、
とこしえにあれ。アーメン

学校に行けなかった約2年間、私が唯一
していたことは祈ることです。神様助けてく

高等部追分寮

ＣＦワーク

9/ 2

でした。

それは平和の計画であって、災いの計画で

祈り

天王町

至
西横浜駅
西横浜駅入り口

毎年この季節になると、私は自分が大学

ても重くのしかかっていると当時は感じて

生になった春のことを思い出します。浪人し

いましたが、
どんなに辛くても祈り続けてい

「なぜなら、
洗礼者のヨハネが
『あの方は栄え、
私は衰えねばならない』
（ヨハネ

てまで目指した志望校に入ることができず、

れば、いつか必ず神様が私に最善を与えて

3章30節）
と言っているように、聖書以外のすべての書物も、
キリストに対する

悩んだ挙句、入学を決めたのは現役でも受

くださる、
そう信じて祈っていました。

ヨハネのように、聖書を指さなければならないからである。」
と語ったルター。

したのか、本当にこの大学で良いのかと大

そして神様が思わぬ形で私に与えてくだ

きな挫折感を抱いてのスタートでした。お

さったのが、
この青山学院高等部の教員と

まけに最初の2週間を怪我で休んでしまい

いう道です。それは私の子どもの頃からの

ました。授業には出遅れ、仲良くなった友人

夢でした。1年浪人して入った大学は、私が

たちとは自分が思うような付き合いをする

就職する年に定年退職された、私の前任の

ことができず、
こんなはずではなかったと思

先生の母校でした。1浪していなければ、そ

う毎日。出遅れたといっても授業について

の先生がお辞めになる時期に私が卒業する

いけなかったわけではなく、親しかった友人

ことにはならなかったのです。そして学校に

ともうまく行かなかったわけではありませ

行けなかった経験は、同じ思いをする生徒

ん。
しかし何かが引っかかって、腰が持ち上

の気持ちを理解する助けになっています。

がらない。朝起きてモタモタ支度をし、1限

何一つ無駄なことはなく、すべては神様が

に間に合わず、2限から……とゆっくりする

あらかじめ備えてくださった道でした。

相模鉄道本線 至横浜
西久保町公園

〒240-0003 横浜市保土ヶ谷区天王町1-4-5
TEL 045-331-0343
http://www.yokohama-chuou.church/
交通 相鉄線「天王町」駅下車 徒歩5分

1章24〜25節）
と信じる彼が、宗教改革を行ったのが1517年。今年はその500
年の節目の年。

（塩谷 直也

大学宗教部長）

うちに2限にも間に合わず、
じゃあ午後から
……と思うけれど立ち上がれない。そんな
毎日でした。

クリエイト

「草は枯れ、花は散る。
しかし、主の言葉は永遠に変わることがない。」
（Ⅰペトロ

かったであろう大学。一体何のために浪人

今、皆さんの中にも、もしかしたら「こん
なはずではなかった」
と思っている人がある

2年生が終わると専門科目のほとんどを

かもしれません。でもどうか忘れないでくだ

落としていました。このままでは4年で卒

さい。すべては神様のご計画の内にあるの

業することができない、
という現実が目の

です。災いの計画ではなく、
将来と希望を与

前に突き付けられたそのとき、突然目の前

える平和の計画です。そのことを信じ、祈り

わたしたちです。今号のウェスレーホールニュースは、
そのわたしたちが互いに迎え合い、

の霞がパッと晴れたようになりました。行く

つつ歩み続けることができますように。

出会いの中で互いに声を掛け合い、聞き合う時々に神様の御言葉に生かされる幸いが

Wesley Hall News 第124号
2017年5月29日発行

編集後記
青山学院の毎日があります。神様が私たちを生かしてくださる毎日です。だれかと共に歩む
受け止めあう姿を通して、神様がわたしたちを大切にされていることを教え合えること、
そして、
満ちていることが分かち合われています。シャローム ！ 主の平安が今日も皆さんと共にあり
ますように。

（高等部宗教主任

相良 昌彦）

発行 青山学院宗教センター 学院宗教部長 大島 力
東京都渋谷区渋谷4-4-25
TEL.03-3409-6537
（ダイヤルイン）
〈URL〉http://www.aoyamagakuin.jp/rcenter/index.html
〈E-mail〉agcac@aoyamagakuin.jp
編集 ウェスレー・ホール・ニュース編集委員会
印刷 株式会社 万全社
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真実に目が開かれる時

説教

「どんな言葉並べても 真実にはならないか

あった所に、
白い衣を着た二人の天使が見えた。一人

は言った。
「わたしの主が取り去られました。
どこに置
かれているのか、わたしには分かりません。
」
こう言い
ながら後ろを振り向くと、イエスの立っておられるの
が見えた。
しかし、それがイエスだとは分からなかっ

れるものではありません。鮮やかに彩られた

づかない彼女に対して最後にイエスは「マ

説「とと姉ちゃん」の主題歌に出て来る歌詞で

の持つ否定的な意味合いに嫌気が差す生徒は

文章で綴られたものは、却って相手に不快

リア」
と彼女の名前を呼びました。
それは、
死

す。
何をどう語っても、
本当の気持ちを言い表し

少なくありません。人間は皆、罪人だと聖書は教

感を与えることもあります。
むしろ真実とは気

んだイエスに二度と会えないと苦しんでいた

たことにはならない。
自分の本心を伝える言葉

えるけれども納得できない、
だから聖書は好きに

づきたいのに気づけないものであり、伝えた

マリアが、
イエスは死からよみがえって共に

がない。そんな経験をしたことはないですか。

なれない、
そう言われたこともありました。
ところが

いのに伝える言葉が見つからなくて悩み苦

おられること、真の命は死んでも終わるもの

つい先日、高等部のウッドデッキで数人の生徒た

しまざるを得ないものなのではないかと思い

ではないこと、その真実に気づかされた瞬

寄せてくれている友の前ではっきりと自分の信

ちと昼休みに弁当を一緒に食べていたとき、
ふと

ます。2000年前、十字架の上で死んだイエ

間でした。

か。だれを捜しているのか。」マリアは、園丁だと思っ

念を伝えたいのに。先輩や教師から誤解され、

こんなことを私はしゃべっていました。
「聖書の言

スがよみがえられた。それは神がこの世に

私達を真実に気づかせる神の力、
イエス

て言った。
「あなたがあの方を運び去ったのでしたら、

疑いを晴らしたいのに語る言葉が見つからず、

う罪は、
何か具体的に悪いことをしたとか、
神を信

示した真実であると聖書は伝えています。
し

の力を聖霊と言います。2000年前、その聖

どこに置いたのか教えてください。わたしが、あの方

却って益々誤解されてしまったり、愛する相手

じなければだめだとか、
そういうことではなくて、
自

かし、その真実を受け止めることの出来る

霊が弟子たちの上に注がれ、
彼らが大胆に

を引き取ります。
」
イエスが、
「マリア」
と言われると、彼

が遠ざかってしまったり。
「なんでもっと強く言え

分の本当の生き方が未だ見つけられていない状

人間は初めは誰もいなかった。
イエスの一

イエスの復活を語り始めた記念日をペンテコ

女は振り向いて、ヘブライ語で、
「ラボニ」
と言った。

なかったのか」。
「なんでああいう言い方しか出

態と言ったら良いと思う。
だとすれば私も含めて、

番近くにいたマグダラのマリアもそうでした。

ステと言います。マリアが復活のイエスに気

「先生」
という意味である。
イエスは言われた。
「わたし
にすがりつくのはよしなさい。
まだ父のもとへ上って

来なかったのか」。そんな悔しい思いをして自

多くの人間は未だ罪の状態にあることになる。君

イエスを失った悲しさに泣き崩れるしかな

づくことが出来たのも、彼女の思いからでは

いないのだから。わたしの兄弟たちのところへ行っ

分自身を責めたことのある人はきっと少なくない

たちもそうだろう」。すると生徒たちは皆、
「なるほ

かった彼女は、
その亡骸が納められた墓の

なく聖霊の働きでした。そしてマリアはその

て、
こう言いなさい。
『わたしの父であり、あなたがた

だろうと思います。
どう言えば相手に思いが伝

ど」
と頷いてくれました。思いが伝わったわけで

中からイエスがいなくなってしまったことを

真実を「わたしは主を見ました」
とストレート

の父である方、
また、
わたしの神であり、
あなたがたの

わったのか。そんなことを後から考えても、
もう

す。
しかしそれは、私が悩み続けてきたからでは

知って更に嘆き悲しみます。一度や二度の

に弟子たちに伝えます。
それも聖霊がマリア

神である方のところへわたしは上る』
と。
」 マグダラの

手遅れです。
では、二度と失敗しないように万

なく、
無意識の内に咄嗟に、
というよりも目に見えな

失敗で人生全てが台無しになったかのよう

に言わせた言葉でした。
「どんなに言葉を並

マリアは弟子たちのところへ行って、
「わたしは主を見

全の準備を整え、
言うべき言葉の全てを用意し

い何かに導かれるかのように出た言葉をだった

に否定的にしか物事を考えられない私達の

べても真実にならない」思いを届ける言葉

た上で臨めば相手に伝わるのか。必ずしもそう

のです。
その時ふと、
どんなに言葉を並べても伝

姿を代弁しているかのようです。
しかしその

が必ずある。
その言葉を与えてくれる力。
そ

ました」
と告げ、
また、主から言われたことを伝えた。

とは言えないでしょう。

えられない真実を伝えられた思いがしました。

マリアに先ず天使が語りかけ、
振り向かせま

れが聖霊であると聖書は証ししています。

ずっと悩んできたことがあります。
聖書のいう
「罪」

なきがら

います。
今、幼稚園の庭では
色とりどりの花が咲いて

しろ

ま

り

え

田代 真理枝
初等部2年

ねんせい

１年生のみなさん、
ご
入学おめでとうござい
がっこう

ます。みなさんは、学校
せいかつ

生活になれてきました

います。
さらに今年の3月

か。
６年生のパートナー

には2匹のかわいい子ウ

さんと、
２年生のパート

サギが誕生し、愛らしい

ナーさんに会うことはで

命が輝いています。
まる

きましたか。

で年少組の皆さんを嬉しい気持ちでお迎えしてい
るようです。

あ

パートナーさんは、
や
たいせつ

ひと

こえ

しょく

さしくて大切な人です。声をかけてくれるし、
きゅう食
た

きた

お

たい

が

北尾 大河
中等部3年

新入生の皆さんようこ

昨年度の年少組のAちゃんは入園当初、
お母様
と離れる時に涙が沢山でていた女の子でした。
「お

たの

こうさく

うぶです。楽しいこともたくさんあります。工作をした
じょうび

じょうかい

り、
おたん生日の子がいたらおたん生会をしたりしま
いちばん

りだな、
ということです。

子短期大学（青短）

を考えた 時 、ふと

だいぶ後ろ向きの発想のようにも聞こえますが、実

で一年間過ごした私は、今この学校に通うことがで

一年前の自分を思い出しました。

ました。会長として学友会（生徒会）
の仕事が始まり、
部活、
勉強ととても充実した日々を過ごしています。僕

言葉のなかで、
自分の好きな言葉や自分の心に響く言
葉を見つけてそれぞれの成長の糧にしてほしいと思
います。聖書の中に「わたしたちの一時の軽い艱難
は、
比べものにならないほど重みのある永遠の栄光を
もたらしてくれます。
わたしたちは見えるものではなく、

第に「ママ、
バイバイ
！」
と手を振り、笑顔で遊ぶよう

「しんこうをたてとしてとりなさい。
」
（エフェソのしんと

コリント4 : 17-18）
という箇所があります。
中等部では勉

になりました。今ではあの涙を忘れてしまう程、
のび

への手紙６しょう１６せつ）
というせいくをおぼえまし

強、
部活とそれぞれに超えなくてはならない壁（艱難）

のびと過ごしています。

た。今でも一番すきなせいくです。
なぜすきなのかと

があります。

て がみ

いま

いうと、
こまっていたり、
ないていたり、
おこっていても、
おも

だ

まえ

てくださいます。
神様は目には見えませんが、
子ウサ

このせいくを思い出すと前をむけるからです。
みなさ

ギの誕生や、皆で育てた野菜の収穫、毎日のお祈

んも早くすきなせいくが見つかるといいですね。

い。
わたしはあなたを愛している」（
。新改訳 イザヤ

はや

み

がっ

見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りま

僕はラグビー部に所属していますが、
初等部のころ
と比べると中等部では練習量が増え、
つらいと思う時
もありました。試合で勝つためには厳しい練習が不可

際私は中等部から青山学院に入学し、今年度で6
年目を迎えますが、
これまでの月日があまりにもあっ
という間に過ぎてしまったことにいつも驚かされるの
です。
前はただこのことに呆然としていました。
しかし、
これまでの学校生活で出会った人の顔を思い浮か
べると、
このカウントダウンを違う様に捉えるようにな
りました。残りの日数は誰かを傷つけてしまうかもし
れない数でもあり、逆に喜びを分かち合うことができ
る機会の数でもあるのだと思うようになったのです。
そうすると出会いの一つひとつを大事にできるのと
共に、相手に対して自分に何ができるのか、
自然と
考えられるようになると思います。
私の好きな讃美歌に「愛の業は小さくても神のみ
手が働いて悩みの多い世の人を明るく清くするで
しょう」
（讃美歌II編26番）
という詞があります。挨拶
やお礼を声に出したり、困っている人に手を差し伸

27
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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。

女子短大より
ペンテコステ礼拝

5

らの大学生活を送

きていることをとても幸せに思います。沢山の素敵な

私は、
クリスチャンであり、
キリスト教の大学に通

出会いに恵まれ、同じ夢や目標を持った仲間と学ぶ

えることを嬉しく思っていました。
そんな私は入学当

ことができる日々は、
とても充実感のあるものです。

初、何か新しいことをしたい、誰かの役に立ちたい

是非、色々な事に挑戦してみてください。青短に

入り、
ネパールと熊本の二つのプロジェクトに所属し

宗教活動委員会の委員長を務める事になり、活動し

活動しました。特に熊本プロジェクトは、昨年４月の

ていく中で色々な出会いや経験の機会を頂いていま

地震をきっかけに始動したばかりで、
ボランティアを

す。
それは、私にとって大きな財産であり、
さらにこれ

コーディネートする立場として、
自分はどうありたい

から意味のあるものとなっていくのだと思います。

かを考えさせられた一年でした。
夏の活動では、避難所に泊まり込みで10日間滞

キリスト教を信じている人はほとんどいませんでした。

在し、
ボランティアセンターでNGO団体の方々と働

変わってるなとか偏見を持たれることが嫌で、
あまり

いたり、活動を通して熊本の人の温かさに触れたり

言いたくありませんでしたし、普通であることが私の

と、大変貴重な経験をしました。
それらを含め昨年

中で大事な価値観でした。
しかし、青短では授業の

は三度熊本を訪れ、今では第二の故郷のようで

中でキリスト教を学び、週3回の礼拝は誰でも出席で

す。2月には衛生教育をはじめとする活動をしに、
ネ

きます。
このような環境の中で過ごすうちに、
信仰とい

パールにも行ってきました。

それぞれ素敵なところがあると感じ、普通 にこだわ

塩、世の光」
として神様のために働くことは素敵な

の絆を得られると思います。
その事は部活のみではな

に変えてくださるのです。
だから、私が誰かにしても

っていた私は 自分らしさ を大切にしたいと思うよう

ことだと感じました。

になりました。

ます。

壁を乗り越えた先には必ず、
見えない達成感、
仲間と

ることはとても小さなことです。
しかし、神様はいつも

く、
これからの生活の様々な部分に通用するでしょう。

らうとちょっと心が軽やかになったり、温かみを感じ

時も悲しい時も共に歩み、
心も身体も大きくなってい

みんなできるようになります。

その壁のない道を進むのではなく、
打ち破って進む事

たりするように、
その小さな行いは誰かにちょっとだ

新しい環境や人との出会いは、
初めは勇気がいる

が大事であると実感しました。
そうすれば、必ずそれ

け幸せを感じてもらえると思います。私はそのように

ことですが、新しい自分の発見や気づきのきっかけに

ことを始めたら、
きっと新しい自分を発見できます。

体いく、水えい、
えい語、
まい月のおさん歩もたのし

ぞれに栄光、
成功を神様は与えてくれます。
そして、
そ

して、
限られた学校での時間を過ごしたいです。

なると実感しました。
この春、皆さんが青短に入学し

机上の勉強だけでは味わえないようなワクワクする

いです。

の上で目には見えない、
友情、
喜び、
悲しみなど、
感情

皆さんも小さな行いに目を向けてみてください。
き

同じ場で学ぶことができるのも、神様のお導きです。

ことを是非これから見つけてみてください。皆さん

や様々な経験、友人や先生方との関係を自分の中で

っと皆さんも誰かに小さな幸せを運ぶ存在になれる

そのことに感謝して、素敵な学生生活になることを祈

の大学生活が神様の恵みに溢れたものとなります

大切な糧にして中等部生活を楽しんでください。

と思います。

っています。

ように。

せいかつ

おんがく

ず こう

たい

すい

ご

あおやまがくいん

つき

ぽ

みなさんも青山学院しょとうぶの生活をたくさん
たのしんでください。

6/

5

月 青山・相模原

清里サマー・カレッジ

8/

2

水

4

金

という思いで、青学のボランティア団体「Roote」に

は、挑戦する機会が沢山用意されています。私は、

私はクリスチャンですが、
それまで学校では周りに

奥多摩

ペンテコステ礼拝

目を留めてくださいます。そしてそれを誰かの幸せ

私たちのそばにいて、
その小さなこと一つひとつに

さんすう

水 岩手県宮古市

大学より

ティア活動を通してスクールモットーである「地の

びはとても大きなものだと思います。
そのように厳しい

こくご

9

待を持って、
これか

た。いろいろな人と出会ってかかわることで、みんな

とびなど、
いろいろなものを毛糸で作れるようになり

おべんきょうは、国語、算数、生活、音楽、図工、

水

さんがどのような期

も神様に守られていたことに感謝です。
また、
ボラン

こそ、厳しい試合の中で勝った時にこみ上げてくる喜

おし

境の中で、期待に溢

にとっても身近なものになっていることに気づきまし

ーをします。
ブレスレットや、
ネックレス、
ゆびわやなわ

て だま

2

とうございます。皆

どちらのプロジェクトも、
ハードでしたが、
その中で

欠である事も確かです。
しかし、
険しい壁を乗り越えて

つく

ざいます。新しい環

います。すぐにできなくても、
れんしゅうをしていると

に過ごすことを心から楽しみにしています。

10/23月

ん、
ご入 学おめで

う壁をあまり感じなくなり、周りの友達にとっても、
自分

べたり、
ちょっとした心遣いをしたりと、私たちにでき

２学きになると、
２年生とくさりあみやスタンプラリ
け いと

ご入学おめでとうご

存在として神様の大きな愛に守られながら、
嬉しい

年中・年長組のお兄さんやお姉さんも皆さんと一緒

秋の伝道週間

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）

３学きには、
２年生からこまとお手玉を教えてもら

さあ、
これからどんなことが待っているのでしょう！

火 高等部追分寮

12：35〜13：05

書43：4）
」
とあります。一人一人がかけがえのない

きます。

25

10/ 2 月 女子短期大学礼拝堂

新 入 生 の 皆さ

さんの事を学び、経験し

すが、見えないものは永遠に存続するからです。」
（Ⅱ

聖書には「わたしの目には、
あなたは高価で尊

7 /23日

11/15水

ろうとしているのか

とは、
せい書をいただいたことです。
そしてはじめて、

通して神様のお守りを確かに感じていきます。

グリーンキャンプ

創立記念礼拝

います。青山学院女

きな絵の具やおままごとをする日々を重ねながら次

りや讃美歌、
そして礼拝を守ることなど様々なことを

金 高等部PS講堂

神学校日礼拝

大学 総合文化政策学部2年

のカウントダウンの始ま

す。
わたしがなかよしキャンプで一番うれしかったこ
しょ

三浦 万奈

ある人、様々だと思

母さんが一番よね。」
と保育者に受け止められ、好

私たちの生活の中心にはいつも神様が共にい

9

9/30土 10/1日バイブルシャレー

な

ます。それは、終わりへ

で神様に出会い、
礼拝のお話の中でまたは聖書の御

す。
なきたくなっても、
先生や友だちがいるので大じょ

新入生の皆さん、

ま

う短い期間ですが、たく

なっていってください。

寄り添い支えてまいります。

女子短期大学 子ども学科2年

うら

れている人、不安が

いっぱいになっていることでしょう。
けれどもどうぞ安

だい

三浦 愛永

み

に、毎回思うことがあり

新しいものに出会い、
戸惑う人もいると思います。
そこ

とも

え

は中等部でこの2年とい

かします。
これからどんどんパートナーさんとなかよく

せんせい

新学期の初日など、

まな

き、
わくわくしています。僕

れません。
そんな我が子の姿に保護者の方も胸が

す。
しょとうぶのみんなで行くはじめてのキャンプで

高等部3年

うら

を高鳴らせるのと同時

は自分の中でごく自然なものでした。
しかし、
礼拝という

ろん不安な時や寂しい時も、
その時々の気持ちに

平山 安澄

み

仲間も増え、
みんなどきど

てくれます。
だから、
顔をみるとうれしくて心がぽかぽ

い

ずみ

い抱負や出会いに胸

にはドキドキして涙が沢山でている方がいるかもし

１年生の夏休みには、
なかよしキャンプがありま

あ

から新校舎になり新しい

は幼稚園から青山学院に通っている事もあって、
礼拝

なつやす

やま

節目の日が来ると、新し

を食べるのがおそくなっても、
となりにいておうえんし

心してくださいね。私たち保育者は嬉しい時はもち

火

オータム・リトリート

そ ! 中等部では今年度

入園後、
皆さんは好きなことをして遊びますが、
中

かお

ひら

新 入 生 の 皆 さ んへ

ご入園おめでとうござ

た

出会いと気づき

幼稚園教諭

6

各 部 の 方 に 、新し い 仲 間 に 向 け た 言 葉 を い た だ きまし た 。

小さな幸せ

矢部 尚子

6/
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Special Issue : Welcome to Aoyama Gakuin

出 会 いと 発 見 の 喜 び に 満 ち て 始 まっ た 、学 院 生 活 。

見えないものを糧にして

こ

火

伝道週間

8/

１年生にむけて

嬉しい時も寂しい時も

なお

6

第13回 東日本大震災被災地支援
ボランティア

ようこそ、
青山学院へ
べ

6/

6/

中等部宗教主任

や

ペンテコステ礼拝

12：35〜13：05
月 女子短期大学礼拝堂
説教 吉岡 康子
（短大宗教主任）

やす

浅原 一泰
特集

高等部より

た。
それがイエスだとは気づかないマリアに

をどう伝えれば良いか、
ということです。
この言葉

愛する人に対して思いを伝えたいのに。
信頼を

た。イエスは言われた。
「婦人よ、なぜ泣いているの

す。
そこには復活したイエスが立っていまし
今度はイエス自ら語りかけます。
それでも気

昨年放映されたＮＨＫの連続テレビドラマ小

ちが、
「婦人よ、なぜ泣いているのか」
と言うと、マリア

聖書の話を中高生に伝えるようになってから、

真実に気づき、それを
伝えるには
真実。
それは言葉を巧みに操れば伝えら

ら 今日は贈ろう 涙色の花束を君に」。

は頭の方に、
もう一人は足の方に座っていた。天使た

かず

ある時、ふと伝わる瞬間

言葉では伝えられないもの

をかがめて墓の中を見ると、イエスの遺体の置いて

はら

宗教センターだより

ヨハネによる福音書 第20章 11〜18節

マリアは墓の外に立って泣いていた。泣きながら身

あさ

CHRISTIAN ACTIVITIES
CENTER NEWS

皆さんのキャンパスライフはまだ始まったばかり
で、
たくさんの可能性が与えられています。新しい

チャペル・ウィーク（後期）

10/16 月

創立記念礼拝

11/16木 青山・相模原

本部より
オール青山ハンドベルコンサート

9/ 9 土

2017年5月29日発行

ガウチャー記念礼拝堂

学院創立143周年記念礼拝

11/15水

ガウチャー記念礼拝堂

Ａｒ
ｔクリスマス Ａｏｙａｍａ

12/

5 13
火

水

短大
ギャラリー他

クリスマス・ツリー点火祭

12/ 1 金

ウェスレーホールニュース 第124号

20

金 青山・相模原
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。

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。

