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前期主題

主題聖句

「しあわせの扉」（テサロニケの信徒への手紙 一 5章16～18節）

  “ The Gate to Happiness”   （1st Thessalonians 5:16-18）

16いつも喜んでいなさい。17絶えず祈りなさい。18どんなことにも感謝しなさい。これこそ、キリスト・イエス
において、神があなたがたに望んでおられることです。　　　 （テサロニケの信徒への手紙 一 5章 16 ～18節）
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扉の先には．．．
　漫画『ドラえもん』に登場するひみつ道具の人気投票では、

「どこでもドア」が圧倒的第 1位なのだそうです。たしかに、
現在地と望む目的地がドア１枚でつながれば楽しそうです
し、いろいろな不便も解消できそうですね。皆さんの中にもⅠ
限の授業がある日の8:55まで寝過ごして、「どこでもドアさえ
あれば．．．」と思ったことがある人は少なくないのでは？
　「ドラえもん」の「どこでもドア」のように、架空の物語の中に
は扉が重要な役割を果たすものがあります。家などの建物や
部屋そして乗り物など、内と外を分けたり閉め切ったりする
機能をもつ「扉」が、物語に新たな起伏や展開を生み出すのです。
その一つの例として、「バイオハザード」というゲームを皆さん
はご存じでしょうか？今や世界中で有名なホラーゲームで、映
画化も大ヒットした作品ですが（今年公開されたリブート版は
残念ながら不評のようです）、その誕生は1996年に発売された
プレイステーション版のゲームに遡ります。プレイヤーは主
人公キャラクターを動かしてゾンビや怪物が跋扈する古い屋
敷を探索していくのですが、その途中で一つの部屋から次の部
屋に移動する際には「ドアを開ける」という操作をすることに
なります。そこでドアがギギーっと音をたてて開くまで、数秒
間の待ち時間が生じるのですが、これがムチャクチャ怖いんで
す。ドアを開けた先に、ゾンビが大勢待ち構えていることがあ
るからです。たくさんのデータを一気に読み込めないため待
ち時間が生じるという、当時のゲーム機の性能を逆手にとった
秀逸な演出でした。ドアを開けなければ先に行けない、いやし
かしその先にゾンビがおったらどうしようという葛藤と緊張
こそ、このゲームの代名詞といっても過言ではないでしょう。
未知への扉を開く春
　さて、今回のチャペルだより巻頭言をこんなお話ではじ
めたのは、この「扉を開けて先に進みたい」しかし「その先
に何があるかわからず怖いから開けたくない」という葛藤
は、今まさに私たちが抱えているものではないかと思った
からです。いま私たちは、新型コロナウイルス感染症の危
機に直面してから三度目の春を迎えています。これまでの
間、私たちはどれほどの不安や苦悩や恐れや悲しみに対し、
忍耐を重ねてきたことでしょう。この病のやっかいなとこ
ろは、「病気」そのものの危険性もそうですが、それが「不安」
を引き起こし、その不安が人々の間に分断や「差別」を生み
出していき、それが新たなリスクにつながるという「負のス
パイラル」にあることは早い段階から指摘されてきました

（日本赤十字社ガイドブック『新型コロナウイルスの３つの
顔を知ろう！～負のスパイラルを断ち切るために～』参照）。
また、感染症対策のための身体的距離（フィジカル・ディス
タンス）や様々な予防策は、それ自体としては必要不可欠の
ことであると同時に、私たちの心を委縮させる面ももって
いることは否めません。さらに、ICTの発達や自分自身の
技術的向上によって、様々なことがリモートで済むように
なったのは喜ばしいことですが、安易にリモートを選択し

たり、人と直接会うことがすっかり億劫になってしまった
りしているのは私だけでしょうか。
　この春以降もしばらくの間はコロナを正しく恐れて対策
するのは必要なことであり続けるでしょう。一方で、コロ
ナのため固く閉ざしてこなければならなかった扉を、さま
ざまな工夫と少しの勇気によって開けていくことのできる
可能性も見え始めてきました。この春は、ともに「しあわ
せの扉」を開ける春にしたいものです。
神様からの無茶振り？
　このチャペルだより巻頭に掲げているように、今年度前
期の主題聖句として選んだのはテサロニケの信徒への手紙
一 ５章16～18節です。皆さんの中にはこの聖句を奇妙に
感じる人や、反発を覚える人もいらっしゃるかもしれませ
ん。コロナ禍の状況で、いつも喜ぶだなんて、どんなこと
にも感謝するだなんて、ム～リ～！というほうが正常かも
しれません。
　ただ、この手紙の宛先であるテサロニケという町のクリ
スチャンたちも、悩みがなく幸せな状況、いつも喜んでいら
れる状況には程遠かったようです。彼らは迫害に直面し、
様々な疫病の蔓延や貧困ゆえの飢餓とも無縁ではなかった
ようです。むしろ、彼らの置かれた状況のゆえにこそ、使徒
パウロはこのような励ましを書き送ったのだとさえ考えら
れるのです。だとすれば、どうやっていつも喜び、どんなこ
とにも感謝などできるものでしょうか。その一つのヒント
を、「喜ぶ」と「感謝する」にはさまれた一句に見出すことが
できるよう思います。それは「絶えず祈る」ということです。
　「祈る」というのは、神や仏などの信仰対象に向けて、自
分の心の中の思いや願いを述べることですが、この営みに
よって私たちはしばしば自分自身の置かれた状況を客観視
できたり、心の奥底に隠れた真の願いに気付くことができ
たりすることがあります。どんなに喜べない状況も、どれ
ほど感謝とはかけ離れたことでも、祈りを通して俯瞰する
ことで、新たな解釈を見出すことができることを、この聖
句は教えているのではないでしょうか。私たちに今見えて
いることは一部分に過ぎないこと、永遠に続くかのように
思える暗闇にも、必ず終わりが来ることを、祈りを通して
私たちは思い起こすことができるのです。そこに、「しあわ
せの扉」を開くカギがあります。
　「しあわせは いつも自分のこころが決める」とは相田み
つをさんの言葉だそうです。与えられた環境や身の回りの
状況などを変えることが難しくても、私たち自身がそれを
どう受け止めるか、その中でどのように振舞うか、という
ことはいつも私たち自身の自由に委ねられているのです。
　扉を開けた先に何が待っているかはわかりません。しか
しきっと良いものが待っていること、いえ、どんなものが
待っていようとそこに「しあわせ」を見出す力を、神があ
なたに与えてくださっていることを信じて、新しい一歩を
踏み出してみましょう。

「しあわせの扉」（テサロニケの信徒への手紙 一 5章16～18節）

  “ The Gate to Happiness ”   （1st Thessalonians 5:16-18）
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＊状況に応じて変更になる場合があります。変更については随時ポータルサイトでお知らせします。

2022年度　前期チャペル表（４月～７月）

月 日
火曜日「キリスト教の時間」

13：00～ 13：45　砂本記念講堂
司会

木曜日チャペル
12：30～ 12：50 ゲーンスチャペル

4

12
「賛美歌を歌おう」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★聖歌隊
賛美歌のお話と歌唱指導　　広島女学院大学オルガニスト
広島女学院同窓生、日本キリスト教団讃美歌委員　玉理 照子 先生

前田 14
パイプオルガンコンサート

オルガニスト  玉理 照子 先生

19
 ゲーンス記念礼拝
コリントの信徒への手紙一 ３章６～９節
大学宗教委員長・宗教センター長　澤村 雅史 先生

澤村 21
管理栄養学科 実験実習助手

山岡 由貴 さん

26
前期主題解説

「しあわせの扉」（テサロニケの信徒への手紙一　5章16～18節）
大学宗教委員長・宗教センター長　澤村 雅史 先生

澤村 28
学生活動報告

生活デザイン学科３年生
西 結香 さん
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10
「カルト宗教の危険性について」
中部学院大学　宗教総主事　高木 総平 先生

前田 12
児童教育学科 

紀村 修一 先生

宗
教
強
調
週
間

16
（月）

特別チャペル　12：30 ～ 12：50　ゲーンスチャペル
「今、チャペルからあふれる賛美の歌声」　オルガニスト　玉理 照子 先生

17
（火）

キリスト教の時間　13：00～ 13：45　砂本記念講堂
カトリック宇部教会　主任司祭　片柳 弘史 先生　

「見つめることから愛が始まる～マザー・テレサに学ぶ神さまの愛」　ルカによる福音書 10章25節～37節

18
（水）

特別講演会　13：00～ 14：30　砂本記念講堂 ★聖歌隊　　
カトリック宇部教会　主任司祭　片柳 弘史 先生
「世界で一番たいせつなあなたへ～マザー・テレサからの贈り物」　マタイによる福音書 25章31節～40節
★講師を囲む懇談会　15：00～16：00（ゲーンスチャペルロビー）　

19
（木）

木曜日チャペル　12：30～ 12：50　ゲーンスチャペル
大学宗教委員長・宗教センター長　澤村 雅史 先生

24

「教えることと学ぶことの非対称性」
菊間 馨 先生 （広島文化学園大学非常勤講師、広島フィールドミュージア
ム副代表、広島県ひろしま自然保育アドバイザー、ゲーンス幼稚園自然活
動インタープリター） 

中山 26
共通教育部門

Felix David 先生

31 中澤 晶子 さん（児童文学作家・日本児童文学者協会会員） 小松
５月 23日（月）◆学内献血

12：30～16：30
ヒノハラホール前

6

２
院長・学長

三谷 高康 先生

７
「ムダなことが生き、短所が長所になる」
河村 暁 先生  （広島文化学園大学准教授、発達ルームそら代表、ゲーンス
幼稚園特別支援アドバイザー）

前田 ９
学生活動報告

学生広報チーム
「ArcoIris（アルコイリス）」

14
 本学 同窓生からのメッセージ
高林 真澄 さん（1977年文学部英米文学科卒、有限会社 グリーンブリーズ・

「Grande ひろしま」編集長）
澤村 16

経営企画部 
和田 敏也 さん

21

 沖縄慰霊の日を祈念して　　　　　　
沖縄県人会顧問　中村 盛博 さん
桐木 建始 先生（本学名誉教授）
沖縄県人会・南風（ふぇーかじ）のみなさま

前田 23
国際英語学科

中島 義和 先生

28
 本学 同窓生からのメッセージ
石田 美智子 さん
(1990年英米文学科卒、ケンブリッジ在住、英国勅許公認会計士）

澤村 30
生活デザイン学科

三木 幹子 先生

7

第56回原爆講座 －8.6の意味するもの－

５
 被爆の実相を学ぶ　　　　　　
清水 惠子 さん（国立広島原爆死没者追悼平和祈念館原爆被爆体験記
朗読ボランティア朗読グループ PILE 代表）　

澤村 ７ 学生活動報告

12
 ヒロシマの継承　　　　　　
髙橋 優子 先生（本学非常勤講師）

石長 14
チャペルオルガニストによる
オルガンピースコンサート

19 関係教会の牧師先生によるお話（調整中） 福田 21
教務課 兼 学部事務室

山口 明美 さん 

26
「前期を振り返って」
　大学宗教委員長・宗教センター長　澤村 雅史 先生

澤村 28
大学宗教委員長・宗教センター長

澤村 雅史 先生

前期主題：「しあわせの扉」（テサロニケの信徒への手紙 一 5章16～18節）

 　　　　　　　　 “ The Gate to Happiness”   （1st Thessalonians 5:16-18）

※　「キリスト教の時間」　オルガニスト：玉理 照子先生（大学オルガニスト）


