金城学院大学

第18回クリスマス
ハンドベルコンサート
■出演／大学ハンドベルクワイア
■日時／12月8日
（土）
16：45開場 17：30開演
■場所／大学ランドルフ記念講堂
■曲目／クリスマス・フェスティバル、
花のワルツほか
■入場券／1,500円
チケットぴあ Pコード 266-201
http://pia.jp/t
（TEL.0570-02-9999）
■お問い合わせ／平日9：30〜17：00
ハンドベルクワイア部室
（TEL.080-3650-8443）
※未就学のお子さまの入場はお断りし
ております。

大学クリスマス礼拝

■出演／アンサンブル・フリーデン、
ク
ワイア、ハンドベルクワイア、
クリスマス特別管弦楽団、
クリスマス特別合唱団
■日時／12月13日
（木）
17：00〜18：00
■場所／大学ランドルフ記念講堂
■入場無料（会場に献金箱を設置さ
せていただきます。）
※どなたでもご参加いただけます。

クリスマス・
ハンドベルコンサート
■出演／大学ハンドベルクワイア
■日時／12月15日
（土）
13：00、15：00
■場所／中部国際空港セントレア
4Fイベントプラザ

聖夜のミュージック
■出演／大学クワイア
（金）
・22日
（土）
■日時／12月21日
◎21日 18：00、19：30
◎22日 18：00、19：30
■場所／名古屋マリオットアソシア
ホテルロビー
■曲目／クリスマスソングメドレー

金城学院高等学校

ハンドベルクワイア
定期演奏会
■出演／高校ハンドベルクワイア
（大学及び中学ハンドベルクワイア
も賛助出演します。）
■日時／12月21日
（金）
17：30開場 18：00開演
■場所／中電ホール
■曲目／クリスマス讃美歌メドレー、
In the Mood ほか
■入場無料

キャロリング
■出演／高校グリークラブ
（中学グリークラブも出演します。）
■日時・場所／
◎12月8日
（土）
12：00、15：00、17：00
中日ビル・1Fエスカレーター
◎12月20日
（木）16：15
名古屋逓信病院1階ロビー
◎12月21日
（金）17：15
公立陶生病院外来棟待合ホール
◎12月22日
（土）16：00
名古屋中央教会
◎12月24日
（月）11：30、16：00
ラシック
※このほか幼稚園、教会、病院、老
人ホームなどでのキャロリングも計
画しています。

クリスマス・ハンドベル
■出演／高校ハンドベルクワイア
■日時・場所／
◎12月16日
（日）11：00
教団南山教会礼拝奉仕と
クリスマスコンサート
◎12月23日
（日）
10：30 教団名古屋新生教会
クリスマス礼拝
14：00 教団名古屋西教会
クリスマス祝会
（月）16：00
◎12月24日
改革派津島教会
クリスマスコンサート
◎12月25日
（火）14：00、16：00
ラシック

名古屋YWCA
クリスマスコンサート
■出演／アンサンブル・フリーデン
（土）
■日時／12月15日
13：30
■場所／名古屋YWCA
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金城学院中学校

クリスマス・ハンドベル

ハンドベル演奏を各所で行います。
■出演／中学ハンドベルクワイア
■日時・場所／
◎12月8日
（土）15：00
NTT西日本東海病院（クリスマス会）
◎12月15日
（土）10：00
名古屋刑務所
◎12月16日
（日）14：00
栄聖書教会（クリスマスコンサート）
◎12月21日
（金）18：00
中電ホール
（高校定期演奏会賛助出演）
（土）13：30
◎12月22日
名古屋教会
（手をつなぐ親子クリスマス会）
◎12月24日
（月）13：00、14：00
明治村
※明治村入場券が必要です。

金城学院幼稚園

クリスマス夕拝
■日時／12月22日
（土）14：30
■場所／大学ランドルフ記念講堂
■プログラム／
●礼拝
●高校ハンドベルクワイア
ミニコンサート
●年長児キャロリング
※17：00より名鉄瀬戸線
大森・金城学院前駅にて

ASEAN青年たちとの貴重な交流体験
10 月26日（金）
、第 34 回「東南アジア青年の船事業」
に参加している ASEAN10 か国の青年 29 名が金城学
院大学を訪れ、学生との交流活動を行いました。
自身も第４回の「東南アジア青年の船事業」に参加さ
れた、国際社会学科の足立文彦教授の進行により、日
本を加えた 11 か国の青年たちが、それぞれ自分の国を
英語で紹介。続いて、今年度の「世界青年の船」に
参加する同学科 3 年の熊谷知華さんによって、金城学
院大学が紹介されました。
講演を経て行われた立食形式の歓迎昼食会では、各
国青年、学生たちが打ち解け、会場には歓談の輪がい
くつもでき上がっていました。

短い時間でしたが、
お互いに心は通じ合いました

キャリアトークセッション in ミッドランドスクエア

「小さな親切」作文コンクールで
内閣総理大臣賞を受賞
中学校２年の飯田素乃香さんが、社団法人「小さな親切」運動本
部主催の第 32 回「小さな親切」作文コンクール（応募総数 45,384 編）
で内閣総理大臣賞を受賞し、11 月 10 日に表彰式が行われました。
作品の題名は「轍の心」。近くに住んでいたおじいさんの優しさを描き、
「ひきしまった要を得た一文」と評
されました。
作品は、2008 年２月下旬に「小
さな親切」誌の臨時増刊号（入
賞作品集）として発行されるほか、
「小さな親切」運動本部のホーム
ページでも紹介されます。

シンクタンク・ソフィアバンク
副代表

藤沢 久美 氏

金城学院大学教授

宗方 比佐子 氏

ミッドランドスクエア５階 ミッドランドホール
●12 月 11 日
（火） 開場 18：30 開演 19：00
）
●入場無料（参加にはお申し込みが必要です。
●お申し込み方法：大学ホームページトップの右側バナー
「キャリアトークセッション」をご覧ください。
※定員になり次第、受付を終了させていただきます。

2007年度

聖 句 標 語

幸いなのは神の言葉を聞き、それを守る人である。
ルカによる福音書 第11章28節

舞台裏を照らす光
そこで、マリアは言った。「わたしの魂は主をあがめ、わたしの霊は
救い主である神を喜びたたえます。身分の低い、この主のはしために
も目を留めてくださったからです。
」

「みどり野会」という名前は大正 9 年（1920 年）に、当時
の聖書（文語訳聖書）の詩篇第 23 篇
ぼくしゃ

麓 幸子 氏

第５回「美しくキャリアを積むためにできること」

みどり野会より
「みどり野会」は金城学院の同窓会です。
1889年に創立された学院の、約79,000人の
卒業生が集う会です。

日経 WOMAN 編集長

ルカによる福音書 １章46−48節

とも

『 ホバはわが牧者なり われ乏しきことあらじ
われ

『星を動かす少女』という詩があります。

の

ホバは我をみどりの野にふさせ
みぎは

いこひの水濱にともなひたまふ』
から名付けられました。神さまによってこの学院に集められた
私たちが、卒業後再び母校に集まり、いこいの時を過ごす、と
いう意味で「みどり野会」はいつも皆さんとともにあるのです。

クリスマスのページェントで、
日曜学校の上級生たちは
三人の博士や
牧羊者の群や
マリヤなど
それぞれ人の眼につく役を
ふりあてられたが、
一人の少女は
誰も見ていない舞台の背後にかくれて
星を動かす役があたった。

クリスマスとは、母が
舞台裏の娘に温かい眼差
しを注いだように、神が
マリアを心に懸け、自ら
を投げ出して舞台裏に佇
むマリアに伴われ、マリ
アの喜びが満ち溢れる時
なのです。
（大学文学部宗教主事 藤井 創）

「お母さん、
わたしは今夜星を動かすの。
見ていて頂戴ね――」

［訂正］
「with Dignity」2007.6 vol.9 の 20 ページ「金城学院中学校・高等学校 2006 年
度生徒表彰」の記事において、以下のとおり誤りがありました。訂正してお詫びい
たします。
［成績優秀・品行方正であり、他の生徒の模範であるとして、次の各賞が授与されました］
誤）◇３年 小川麻里子
正）◇３年 小川麻理子
名古屋市長賞
名古屋市長賞
［高校３年間を通じて、各コースの最も優れた学習成績をおさめた生徒が表彰されました］
正）◇３年 小川麻理子
誤）◇３年 小川麻里子
コース 総合成績優秀
コース 総合成績優秀

その夜、堂に満ちた会衆たちは
ベツレヘムの星を動かしたものが
誰であるか気づかなかったけれど、
彼女の母だけは知っていた。
そこに少女のよろこびがあった。
［松田明三郎］

本誌「with Dignity」は、金城学院のホームページ
（http://www.kinjo-gakuin.jp/）
でもご覧いただけます。ご意見、
ご感想をお寄せください。
（また、現在お送りしております方で、住所変更や購読中止を希望される方もホームページからご連絡ください。）
with Dignity ＝金城女学校・第 6 代校長 エラ・ヒューストンが、外出する生徒に「金城の生徒として You must have dignity 」と話しかけたことに由来しています。 dignity は、尊厳・品位の意。
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