
広島女学院大学人権週間特別プログラム

演奏：弦楽四重奏 A.O. カルテット

『クリスマス音楽礼拝 』

上記いずれも「キリスト教の時間」火曜日13：00～ 13：45  於 砂本記念講堂

日本キリスト教団 三次教会 牧師 

　 11/28（月） 18:10 ～ 18:30
　 <広島女学院大学 ゲーンスチャペル横>

  クリスマスツリー点火音楽礼拝

広島女学院大学 クリスマスのご案内

ショートメッセージ：大学宗教委員長・宗教センター長 澤村 雅史 先生 

12/22（木）12：30 ～ 12：50
 <広島女学院大学 ゲーンスチャペル>

　木曜日チャペル

　クリスマスコンサート
　   学生オルガニストによる
　 　  パイプオルガン演奏

ワールド・ビジョン・ ジャパン サポートサービス部
  Fa ith ＆ Deve lopment(F&D）担当 

『最も小さいものたちに仕える 』

『クリスマス・メッセージ 』
 石原 等 先生

『朗読で伝える平和への想い 』
 ひろしま音読の会  森岡 三恵 さん・大島 都思 さん

 長下部 穣 さん

＊上記プログラムはコロナ感染拡大状況によっては変更や中止に

　なる場合があります。変更が生じた場合、大学ホームページや

　学内ポータルサイトでお知らせします。

後期主題

主題聖句

「今日という贈り物」（マタイによる福音書６章33～ 34節）

  “ Today is a Gift.”   （Matthew 6:33-34）
何よりもまず、神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものはみな加えて与えられる。だから、
明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労は、その日だけで十分である。
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　私の専門は、「こころ」を対象とした学問領域の一つとされる臨床心理学である。私のことを「こ

ころの専門家」として紹介していただく機会も多いが、自ら「こころの専門家」と名乗ることは

ほとんどない。40年以上臨床心理学に携わっているが、未だに「こころ」はよくわからないと

いうのが本音である。臨床心理学では、主として「こころ」の問題を扱う。「こころ」の問題は

不思議なもので、アプローチすればするほど見えにくくなることもあれば、距離を取って初めて

鮮明に浮かび上がることもある。ならば、最初から離れた位置で取り組めばいいかと言うとそれ

では事がうまく運ばないのであって、あれやこれやと苦闘するプロセスが必要なのである。何と

も効率の悪い学問であると思う。そこに40年以上も留まっている私自身、おそらく効率性とは

無縁なのだろう。

　臨床心理学では、「こころ」を多層的に捉えている。私たちは、現実を生きているのであるが、

現実つまり外的世界のみで生きているわけではなく、内的世界も生きており、外的世界と内的世

界を行ったり来たりしていると考えられている。外的世界は現実と言い換えることができるが、

たとえ二人の人間が同じ時間同じ場所にいたとしても、全く同じ現実を共有しているわけではな

い。それぞれが自分の内的世界を通して自分の外的世界を構築しているのだから、微妙なずれは

多少あるのが自然である。私たちは、内的世界を通して外的世界を体験し、外的世界を通して内

的世界を創造すると仮定できる。

　内的世界は、ファンタジーの世界と言い換えることもできる。児童文学の世界はまさにファン

タジーの世界であり、臨床心理学を専門とする人たちは、私を含め、児童文学に親しむことが多

いと思う。これまで出会った児童文学作品の中で、一つ選ぶとしたら、迷うことなく「ゲド戦記」

をあげたい。臨床心理学者の河合隼雄も、児童文学作品について多くの著作を残しているが、中

でも「ゲド戦記」については色々なところで取り上げている。著者はアーシュラ・K・ル＝グウィ

ン、訳者は清水真砂子であり、著者も訳者も共に女性である。ゲド戦記Ⅰ「影との戦い」（1968年、

邦訳1976年）、ゲド戦記Ⅱ「こわれた腕環」（1971年、邦訳1976年）、ゲド戦記Ⅲ「さいはての

島へ」（1972年、邦訳1977年）の３部作とされていたが、18年後、ゲド戦記最後の書「帰還」（1990

年、邦訳1993年）、さらに11年後、ゲド戦記Ⅴ「アースシーの風」（2001年、邦訳2003年）、「ゲ

ド戦記外伝」（2001年、邦訳2004年）が発表されるという、約30年にわたる壮大なスケールの

物語である。特に墓所の地下迷宮の大巫女として生きる運命に従っていた少女テナーが、魔法使

いゲドに出会い、墓所を脱出する「こわれた腕環」、25年後のテナーが語られる「帰還」は、女

性のこころの成熟について考えさせられる。ル＝グウィンの素晴らしいところは、長い年月をか

けて、ゲド戦記を通して世界の平和と調和、多様性の包摂、自然との共生を描いているところだ

と思う。まさに私たちが抱える現代の課題そのものである。

　最後に、私の一番好きな讃美歌を紹介したい。讃美歌21-425番「こすずめも、くじらも」は、

①「こすずめも、くじらも、空の星も、造られた方をたたえて歌う。」から始まり、⑥「いつの

世もおられる愛の神は、未来の世代の生きる喜び。」で終わる。この讃美歌を歌うと、私の心の

中に地球規模の共生というイメージがこんこんと湧き出て来る。そして何だかとても嬉しくなる。

「こすずめも、くじらも」

キリスト教に基づくエッセイ 50

人間生活学部 児童教育学科 山下　京子 教授
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　私は４年間、学生オルガニストや聖歌隊クワイヤ

として「キリスト教の時間」や「木曜日チャペル」

で奏楽したり、歌ったりしました。

　私は幼少期からピアノを習っていたり、中学では

吹奏楽を、高校では合唱とミュージカルを部活動と

して取り組んだりと、音楽にたくさん触れてきまし

た。聖歌隊の存在を知ったのは、高校３年生の時に

学校見学で広島女学院大学を訪れた時です。昔から

チャペルでパイプオルガンを弾くこと、讃美歌を歌

うことに憧れがあり、まずは聖歌隊クワイヤに入隊

することを決めました。そこで、大学オルガニスト

の玉理照子先生や先輩方の誘いもあり「今までとは

違うやり方で音楽をしたい」という思いからパイプ

オルガンにも挑戦し、４年間続けてきました。

　まず、聖歌隊クワイヤの活動では、新型コロナウイルス流行に伴い、活動が制限されてし

まった期間もありましたが、久しぶりに集まって歌ったときには、響きの温かさだけでなく、

みんなの心の温かさも感じました。また、メサイヤやクリスマスツリー点火式、クリスマス

マーケット等で演奏した時には卒業生の先輩方が集まってくださったり、聴いてくださっ

た方々から拍手をいただいたり、「よかったよ」と声をかけてくださったりと、音の良さや、

美しさだけでなく、音楽を通して人の心の温かさをたくさん知ることができました。４年生

では「木曜日チャペル」で玉理先生のお話の日に、独唱させていただく機会がありました。

その時に、讃美歌はシンプルな旋律の曲も多いですが、一人でも集団でも個々の曲に対する

イメージや思いを、柔らかい響きに乗せて、聴いてくれている人に「心」を届けることがで

きるところに魅力があると思いました。

　次に学生オルガニストの活動では、とにかく練習が不十分なまま当日を迎えてしまうこと

が多く、失敗してしまう日の方が多かった気がします。しかし、「もっとできたのに」とい

う悔しい思いがバネとなり、隙間時間を見つけて練習したり、自分からレッスンを玉理先生

にお願いしたりと、自分なりに工夫しながら取り組みました。初めのころは手だけで演奏す

る曲しか弾くことができませんでしたが、今では足も使い以前の自分と比べて、より豊かな

音色を響かせることができるようになりました。

　私にとってこの４年間は、ポジティブなことも、ネガティブなこともすべて含め、素敵な

出会いばかりでした。この経験から私は、勇気を出して挑戦することで、素敵な出会いをし、

また新しい一歩を踏み出すことができると思っています。来年の春からは小学校の教員とし

て子どもたちの前に立ちます。音には様々な種類があること、感じ方も伝え方も様々である

ことなどなど、同じ「音楽」でも関わり方を変えると、また新しい気づきや発見があること

を子どもたちと一緒に学びながら伝え、楽しみたいです。

「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」

キリスト教に基づくエッセイ 48出会いと一歩

学生チャペルオルガニスト・聖歌隊 2020年度～ 2021年度 隊長　　　　　　　
　　 広島女学院大学　児童教育学科４年生  工藤 雪乃

「クリスマスマーケット」 「クリスマスツリー点火音楽礼拝」
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「広島夜回りの会」活動支援のお願い
本学では「野宿労働者の人権を守る広島夜回りの会」を支援しています。

例年は学内に衣類などの提供を呼びかけてきましたが、

今年は「せっけん、タオル、かみそり」などの消耗品に限ってお願いすることになりました。

より厳しい立場や生活環境に身を置かざるを得なくさせられている方々の存在をおぼえ、

可能な範囲でのご協力をお願いいたします。

ご協力の品は、11月24日（木）～ 12月21日（水）の間に、宗教センターにご持参ください。

集まったものを「広島夜回りの会」にお届けします。

2022年クリスマス献金にみなさまのご協力をお願いいたします

年度 献金先と献金額

2018

西日本豪雨災害支援募金5,200円／ ANT-Hiroshima5,200円／ホロコースト記念館5,200円／一般社団法人 EACH（玉城ちは
るさん）5,200円／ためマッププロジェクト（清水義弘さん）5,200円／ここいろ hiroshima（當山敦己さん）5,200円／ワールド・
フレンドシップ・センター 5,200円／ワールド・ビジョン・ジャパン5,200円／広島いのちの電話5,200円／広島キリスト教社会
館5,200円／広島夜回りの会5,200円／止揚学園5,200円／韓国の原爆被害者を救済する市民の会5,200円

2019

台風19号豪雨救援募金7,900円 / 一般社団法人ＥＡＣＨ（玉城ちはるさん）7,900円 / 援助修道会（シスター 下條 裕紀媛先生）
7,900円 / 浄土真宗本願寺派正覚寺（坊守・安芸太田町教育長職務代理 清胤 裕子先生）7,900円 / つながり（シンガー・ソング
ライター 瀬戸 麻由さん）7,900円 / ワールド・フレンドシップ・センター 7,900円 / ワールド・ビジョン・ジャパン7,900円 /
広島いのちの電話7,900円 / 広島キリスト教社会館7,900円 / 広島夜回りの会7,900円 / 止揚学園7,900円 / 韓国の原爆被害者を
救済する市民の会7,900円

2020

九州熊本豪雨災害支援募金11,100円 / ＮＰＯ法人 ＳＰＩＣＡ（山下育美先生）11,100円 / Buen ！カミーノ（吉川 望さん）11,100円 /
つむぎ屋（シンガー・ソングライター 瀬戸 麻由さん）11,100円 / 熊本 YMCA タイ若竹寮支援11,100円 / ワールド・ビジョン・
ジャパン11,100円 / 広島いのちの電話11,100円 / 広島キリスト教社会館11,100円 / 広島夜回りの会11,100円 / 止揚学園11,100円 /
韓国の原爆被害者を救済する市民の会11,100円

2021

東日本大震災関連 いわき放射能市民測定室たらちね（石森雄一郎先生）11,500円 / 広島 YMCA 災害支援募金（中奥岳生さん関連）
11,500円/国立原爆死没者追悼平和祈念館関連 公益財団法人広島平和文化センター11,500円/社会福祉法人 燈火心会 三滝苑（野
村妙子さん関連）11,500円 / 認定ＮＰＯ法人乳がん患者友の会きらら（中川圭さん関連）11,500円 / 広島難病団体連絡協議会（西
河内靖泰先生関連11,500円）/ ワールド・ビジョン・ジャパン11,500円 / 広島いのちの電話 / 広島キリスト教社会館11,500円 /
広島夜回りの会11,500円 / 止揚学園11,500円 / 韓国の原爆被害者を救済する市民の会11,500円

2022
（予定）

るうてる食堂クレヨン（立野 泰博先生関連） / 国立原爆死没者追悼平和祈念館関連 公益財団法人広島平和文化センター / 動物愛護 
NPO SPICA （山下育美先生関連 ）/ ワールド・ビジョン・ジャパン（長下部穣さん関連）/ 広島いのちの電話 / 広島キリスト教社会館 
/ 広島夜回りの会 / 止揚学園 / 韓国の原爆被害者を救済する市民の会

　宗教委員会では、毎年クリスマスに学生・教職員の皆様に献金をお願いし、「クリスマス献金」として下表の通りの団体

等に送金してきました。この営みを「献金」と呼ぶのは、神様から与えられた恵みの中からその力に応じて神様にお献げ

することは一人ひとりの神様への献身の表現である、というキリスト教的な考えに沿っています。そのようにして集めた

財貨を、祈りや感謝や支援の思いをこめて、諸団体にお送りしています。

　これまで様々な困難がある中でも絶やさず続けてきた営みですが、今年もコロナ禍の影響で、誰もがそれぞれに必要を

抱えたり、乏しさに悩んだりしている状況にあって、献金を呼びかけること自体の是非を宗教委員会としても協議いたし

ました。その結果、このような時だからこそ、可能な範囲で分かち合うことを呼びかけてはどうか、ということになりま

した。このような趣旨を踏まえ、どうぞお力の及ぶ限りで結構ですので、ご協力をお願いいたします。額の多寡ではなく、

私たちの心を献げ、届けたいと思います。

＜献金方法について＞
12月６日、13日「キリスト教の時間」受付、12月20日の「キリスト教の時間－クリスマス音楽礼拝」

過去４年間のクリスマス献金額と送金先・2022年送金先（予定）

　皆様のご協力はもちろんのこと、広島市地域福祉課による生活保護を受けるための街頭相談、広島県社会福祉

士会による毎週１回の入浴サービス・年６回の昼食 & 相談会、聖公会、広島学院の生徒たち・カトリック幟町教

会有志、広島流川教会による上幟町公園で行われる毎月の炊き出し、バプテスト教会によるゆで卵とバナナの準

備などのご協力で、長年の野宿生活を強いられてきた多くの方が、否定から肯定へ、失望から希望へと人間らし

さを回復されています。風呂に入って身ぎれいにすること、テーブルについて食器で食事をすること、他の人と

話をすること、わたしたちにとってはごく当たり前のことですが、路上生活を強いられている方々には人間らし

さを取り戻すきっかけになるということに、あらためて驚きを感じています。

　現在、わたしたちが把握している野宿生活者は市内（広島駅周辺／その地下街／球場周辺／図書館／平和公園

／繁華街／広大跡地／宇品埠頭などの周辺地区／水鳥公園）に約20名いらっしゃいます。

　活動への取り組み方は、年毎に、参加する人の顔ぶれなどによっても変わってきますが、その中心、誰のため

に行っているかを忘れずに、人と人との繋がり・絆を大切にしながら活動していく中でわたしたちも成長できれ

ばと思います。
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