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チャペル・ウィーク

　青山学院がその伝統に連なっているメソジスト教会の創始者、ジョン・ウェスレー
（１７０３～１７９１）は、１７３８年５月２４日の夕方、ロンドンのアルダースゲートのキリスト
者の集会に出席しました。そこで、彼は、宗教改革者ルターの『ローマの信徒への手紙の
序文』の朗読を聞いているうちに、自分の罪がイエス・キリストの十字架の犠牲とあわれみ
によって取り去られたことを確信しました。これが「私の心は不思議に温められた」と
述懐する回心体験です。以後、ウェスレーは、力強く伝道し、メソジスト教会は、全世界
に発展していくことになります。

John Wesley 回心記念日（５月２４日）

　青山キャンパスの正門右側の総合研究所ビルの

入口の壁にウェスレーの立像があります。そこには

金文字で“John Wesley preaches love and 

peace in Christ for the world”と刻まれて

います。ジョン・ウェスレーは「キリスト者の完全

の教理」を説き、愛における完全は、信仰に

よって、この地上で、今、実現するということを

強調しました。彼の死後1795年、彼の作った

メソジスト会は英国国教会から分離して、米国で

「メソジスト派－Methodist」として誕生しました。

青山学院は、このメソジスト派の一つである米国メソジスト監督教会の信仰と祈りに

よって創立されました。これにちなんで、相模原キャンパスのチャペルもウェスレー・

チャペルと名付けられています。

キリスト教のシンボル ［6］
「ジョン・ウェスレー」
　　 （John Wesley, １７０３～１７９１）

　日　　時 　８月１日（月）～３日（水） ２泊３日
　場　　所 　キープ自然学校（山梨県北杜市高根町清里）
　特別講師 　塩谷 達也 ＆美和（ゴスペル・シンガー）
　参 加 費 　１３,０００円（往復貸切バス代込）　
このプログラムは、都会を離れた静かな自然の中で、学生と教員が生活を共にしながら、
一つの主題のもとに講演を聞き、聖書・讃美歌に親しみ、討論することを通して、自らの
生き方を深く考える青山学院ならではの貴重なプログラムです。
詳細については後程お知らせします。

清里サマー・カレッジのお知らせ

●　礼拝堂は、神に礼拝を捧げるための神聖な場所です。堂内では、私語を慎み、静粛を
保つよう心がけて下さい。

●　飲食物の持ち込みは禁止です。携帯電話の電源は必ず切って下さい。礼拝堂内では脱帽
して下さい。

●　礼拝の中で、「祈祷」の時には、目を閉じ、手を組み、頭を垂れ、祈りにふさわしい
姿勢を取り、祈る人の言葉に集中して下さい。

●　礼拝とは、前奏、讃美歌、聖書朗読、説教、祈り、後奏までを含んだものを言います。
説教が終わったとたんに退席するなど、礼拝途中での出入りは慎んで下さい。　

日　時　５月３０日（月）  開演 １８時３０分
場　所　青山キャンパス  ガウチャー記念礼拝堂
＊ 学生・教職員チケット（１人１枚限り）は各キャンパス宗教センターにて無料で配布中。

バッハ・コレギウム・ジャパン　レクチャー・コンサート

日　時　６月１０日（金）  １２時４０分～１３時１０分
場　所　相模原キャンパス  ウェスレー・チャペル
演　奏　鷺　  晶 子（本学オルガニスト）

ランチタイム・コンサート

今年度の主題聖句
あなたがたの中で偉くなりたい者は、皆に仕える者になり、

　　　　　　　いちばん上になりたい者は、皆の僕になりなさい。
（マタイによる福音書  第20章26、27節）

しもべ



今週の聖句
解説：聖書は「時」を大切にします。この箇所は、旧約聖書の「恵みの時」（バビロン捕囚からの解放）と、イエス・キリストの到来を結びつけています。時は確かに一瞬です。
しかし、その決定的な「時」は、その後の歴史を変えます。私たちの人生にも「時」があります。あの時決断していなかったら今の自分はない、という時があると思います。
それを聖書では「恵みの時」「救いの日」と呼びます。若い時代の「今」が、その時ではないでしょうか。

青山キャンパス／ガウチャー記念礼拝堂 相模原キャンパス／ウェスレー・チャペル

「今や、恵みの時、今こそ、救いの日。」（コリントの信徒への手紙 二  第６章２節）

＜チャペル・ウィーク＞ （月～金・10時25分～11時05分）  （夕礼拝／火・18時～18時30分） ＜チャペル・ウィーク＞　  （月～金・10時25分～11時05分）

５月23日（月）５月23日（月） ５月24日（火） ５月25日（水）
夕礼拝

５月26日（木） ５月27日（金）５月26日（木）

５月24日（火） ５月24日（火）

５月25日（水） ５月27日（金）

前　奏
招　詞
讃美歌
聖　書

奨　励

祈　祷
頌　栄
祝　祷
後　奏

 奏楽　堀井美和子

（茶色） 312
フィリピ 3：18～21
　　　　（新365頁）
「日本初のホームレス
　のホスピスにおける
　　　　  福音的理解」

（茶色） 539

前　奏
招　詞
讃美歌
聖　書

説　教
祈　祷
頌　栄
祝　祷
後　奏

 奏楽　堀井美和子

（茶色） 312
ヨハネ 1：1～5
　　　　（新163頁）
「神のことば」

（茶色） 540

前　奏
招　詞
讃美歌
聖　書

説　教

祈　祷
祝　祷
後　奏

 奏楽　作井清雅子

（灰色） 39-6（3回くり返す）
ヨハネ 8：32
　　　　（新182頁）
「キリスト教＝
　　　ロックライブ」

前　奏
招　詞
讃美歌
聖　書

奨　励

祈　祷
頌　栄
祝　祷
後　奏

 奏楽　鷺　　晶子

（茶色） 121
使徒言行録 9：1～22
　　　　（新229頁）
「私がイエス・キリスト
  　　   を信じるわけ」

（茶色） 541

前　奏
招　詞
讃美歌
聖　書

奨　励
祈　祷
頌　栄
祝　祷
後　奏

 奏楽　越川伊豆美

（茶色） 187
Ⅰコリント 13：8b～10
　　　　（新317頁）
「生命を捉えなおす」
　
（茶色） 541

前　奏
招　詞
讃美歌
聖　書

奨　励
祈　祷
頌　栄
祝　祷
後　奏

 奏楽　堀井美和子

（茶色） 267
マタイ 6：33
　　　　 （新11頁）
「He knows my name」

（茶色） 543

前　奏
招　詞
讃美歌
聖　書

奨　励

祈　祷
頌　栄
祝　祷
後　奏

 奏楽　松浦　光子

（茶色） 234A
使徒言行録 20：31～35
　　　　（新255頁）

「受けるよりは
  与える方が幸である」

（茶色） 542

司式　伊藤　　悟
奨励　岡谷　重雄
  （理化学研究所企画調整室長）

司式　西谷　幸介
奨励　佐藤　　優
　　　　  （作　家）

司式　シュー土戸 ポール
奨励　鬼無　宣寿
 　　  （ゴスペルディレクター）

司式　森島　　豊
奨励　福岡　伸一
 　　 （総合文化政策学部教授）

前　奏
招　詞
讃美歌
聖　書

奨　励

祈　祷
頌　栄
祝　祷
後　奏

 奏楽　坂戸　真美

（茶色） 453
Ⅰコリント 9：24～27
　　　　（新311頁）
「鍛えること、
　　　  育てること」

（茶色） 540

司式　シェロ  マイク
奨励　金子健太郎
　　 （金子ボクシングジム会長）

司会　David Reedy
説教　里　　美和
（伝道師、元女子プロレス世界チャンピオン）

司会　David Reedy
奨励　山本　雅基
 （NPO法人きぼうのいえ理事長）

司式　塩谷　直也
説教　牧師 ROCKS

讃美歌（灰色）:讃美歌21
讃美歌（茶色）：讃美歌・讃美歌第二編

聖　書

メッセージ
「心が燃える時」

ルカ 24：28～35

　　　　（新161頁）

ウェスレー回心記念日礼拝
コンテンポラリー礼拝 司式　福嶋　裕子

説教　坂本　　誠
　　（下北沢ナザレン教会牧師）

前　奏
招　詞
讃美歌
聖　書

説　教

祈　祷
頌　栄
祝　祷
後　奏

 奏楽　羽柴　真樹

（茶色） 11
Ⅰコリント 1：4～9
　　　　（新299頁）
「真実の豊かさを求めて
　　 心を新たに生きる」

（茶色） 544

ウェスレー回心記念日礼拝
司式　大島　　力
説教　河野　克也
　　　（中山キリスト教会牧師）

前　奏
招　詞
讃美歌
聖　書

説　教

祈　祷
頌　栄
祝　祷
後　奏

 奏楽　作井清雅子

（灰色） 476
ローマ 12：1,2
　　　　（新291頁）
「ライフワークと
　　　　しての回心」

（灰色） 24

ウェスレー回心記念日礼拝

司　式　シュー土戸 ポール
メッセージ　大島　　力
　　　 　 （大学宗教主任）
ピ アノ 飯　　靖子



東海大学政治経済学部卒業。ＷＢＡ世界スーパーフライ級チャンピオン
清水智信を育成したほか東洋太平洋チャンピオン3人、日本チャンピオン
7人の育成に携わる。父金子繁治は日本人初のプロボクシング東洋フェザー
級チャンピオン（クリスチャンボクサー）。現在、㈱金子プロモーション
代表取締役、金子ボクシングジム会長。東日本ボクシング協会理事、
四谷インターナショナルスクール講師のほか、世田谷区で保護司、東京都
の人権擁護委員を務める。日本キリスト教団 碑文谷教会会員。

国際基督教大学卒業後、東京聖書学院卒業。日本ホーリネス教団横浜
いずみ教会牧師。神戸ルーテル神学校卒業後、米国留学。合同メノナイト
聖書神学校卒業。デューク大学神学部卒業（Th.M.）。サザン・メソジスト
大学大学院博士課程修了後、日本ホーリネス教団八王子キリスト教会
副牧師を務める。現在、同教団中山キリスト教会牧師、本学非常勤講師。
共訳書アリスター・E・マクグラス『キリスト教神学資料集下巻』（キリスト
新聞社、2007）、翻訳書リチャード・B・ヘイズ『イエス・キリストの信仰』
（新教出版社、2015）他がある。

京都大学卒業。米国ロックフェラー大学研究員、米国ハーバード大学
研究員を経て、京都大学助教授。現在、青山学院大学総合文化政策学部
教授。生命とは何かを問い直した代表作『生物と無生物のあいだ』（講談社、
2007）は８０万部のベストセラーとなった。ほかに、『動的平衡』（木楽舎、
2009）、『フェルメール　光の王国』（木楽舎、2011）など、著書多数。

同志社大学神学部卒業。同大学大学院神学研究科博士前期課程組織
神学専攻修了。神学修士。1985年、外務省に入省し、在ロシア大使館勤務、
本省主任分析官を経て、2009年、外務省失職。2005年より作家活動に
入る。著書『宗教改革の物語』（角川書店、2014）、『神学の思考』（平凡社、
2015）他多数。日本キリスト教団 賀茂教会会員。

関西外国語大学英米語学科卒業後、リッツカールトン等のウェディング
シンガーとして関西で活動。上京後、音楽専門学校（NOAH VOCAL 
ACADEMY、ESP、Wings、YAMAHA等）ゴスペル・ボーカル講師を
務める。2011年にDEUT株式会社設立、現在、同社代表取締役、
Gospel Director。全国70店舗PLAZA（旧ソニープラザ）にて日本人
として初めての月間STORE BGM PROMOTIONに選出されたほか、
松任谷由実とホテルオークラクリスマス企画にゴスペルディレクターとして
共演、『天使にラブソングを２』の実在モデルIris Stevenson氏のワーク
ショップ主催他。ゴスペルチャーチ東京会員。

＜相模原キャンパス＞
説教・奨励者紹介

上智大学神学部卒業。特定非営利活動法人ファミリーハウス事務局長、
特定非営利活動法人きぼうのいえ理事長・施設長、一般社団法人ヘルパー
ステーションハーモニー代表理事を務める。社会貢献推進財団より社会
貢献者賞、毎日厚生文化事業団より毎日社会福祉顕彰、第一生命保険
（厚生労働省後援）より保健文化賞を受賞。カトリック教会 聖イグナチオ
教会会員。

上智大学経済学部、日本ナザレン神学校卒業。アメリカNazarene 
Theological  Seminary入学。（後に牧会学博士取得）。小岩教会他で
牧師を歴任。途中、立教大学文学研究科組織神学専攻後期課程単位取得
満期退学。日本ナザレン神学校校長（2010年～2015年）。著書『ウェス
レーの聖餐論』（教文館、2009）、翻訳書『心を新たに　ウェスレー
による一日一章』（教文館、2013）他。現在、日本ナザレン教団下北沢
ナザレン教会牧師、日本ナザレン神学校教授、青山学院大学他非常勤講師。

高校卒業後、大仁田 厚率いるプロレス団体、ＦＭＷ に入団。1991年
WWA女子世界チャンピオン（３回防衛）。1997年、草加神召キリスト教
会にて受洗、プロレスラー引退。1998年国際福音神学校に入学、2001年
卒業。現在、日本アッセンブリーズ・オブ・ゴット教団 草加神召キリスト
教会伝道師、リバーサイドインターナショナル・チャーチスクール体育教師、
浅草シティチャーチ協力伝道師。

2013年に結成された牧師4人によるロックバンド。宗教の枠を超えたその
活動はロイター通信、ＡＦＰ通信などで世界中のメディアに伝えられ、マツコ・
デラックスの番組でも紹介された。ライブに来るこどもからおばあちゃん
まで全員をパラダイスにいざなうその活動から目が離せない。今回は3人
の体制でのライブ。関野牧師は青山学院大学国際政治経済学部の卒業
生である。関野和寛：ルーテル東京教会牧師、市原悠史：ルーテル甲府・
諏訪教会牧師、笠原光見：ルーテル浦和教会牧師。

京都大学大学院工学研究科修了、スタンフォード大学経営学修士
（MBA）。文科省大臣官房評価室長、環境省総合環境政策局環境計画
課長、経済産業省資源エネルギー庁国際企画官、在米国日本大使館
一等書記官、国際熱核融合実験炉（ＩＴＥＲ）機構上級研究調整官、
科学技術推進機構地球規模課題対応国際科学技術協力室長兼参事役、
産業技術総合研究所つくばイノベーションアリーナ審議役等を歴任。
現在、理化学研究所フラッグシップ２０２０プロジェクト企画調整室長。
日本福音キリスト教会連合JECA 永福南キリスト教会会員。

＜青山キャンパス＞
説教・奨励者紹介

金　子　健太郎

河 野 克 也

福 岡 伸 一

佐 藤 　 優

鬼 無 宣 寿

山 本 雅 基

坂 本 　 誠

里 　 美 和

牧 師ＲＯＣＫＳ

岡 谷 重 雄
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