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■2021年度の様子
　同志社大学は対面授業を基本として
2021年度を開始しました。大規模クラ
スは原則的にオンラインで行われるた
め、キャンパスはコロナ前と同じよう
に学生であふれているわけではありま
せんが、昨年度と比べるなら、明らか
に活気が戻ってきました。
　神学部の授業の様子を少しだけ紹介
させていただきます。コロナ禍による
制限があるとはいえ、学生たちには
キャンパスの外で社会の現実に向き
合ってもらいたいと願い、神学部で
は、今年度春学期に「宗教と社会活
動」という科目を新たに開講しまし
た。これは、止揚学園でのフィールド
ワークを中心とする「宗教と社会福
祉」（今年度、コロナのため休講とな
りました）と対になるものです。「宗
教と社会活動」では、障がい者地域生
活支援センター「あいりん」などを含
む「愛隣館」、路上生活者支援のため
の活動を行なっている「きょうと夜ま
わりの会」、多様な背景を持った人々
に働きの場を提供している「バザール
カフェ」などをフィールドワークの場
としており、そこで得られた経験を持
ち寄って、教室で報告や議論をしてい
ます。この科目の前提となる、キリス
ト教や聖書と社会事業の関係などの基
本的な知識は、オンデマンド動画で学
ぶことになっています。
　秋学期も対面授業が継続されまし
た。昨年末頃までは全国的に感染が収
まり、これまで自粛していた様々な活
動が再開され、街も賑わいを取り戻し
ていました。私の学部ゼミでは、秋に
ビワイチ（びわ湖サイクリング）を恒
例としていますが、コロナの中、学生
の体力が低下していることも考慮し
て、ショートコースで実施しました。
とはいえ、出発から、みぞれ混じりの
冷たい雨に吹きさらされ、ふらふらの

状態で初日を終えました。予期せぬ自
然の過酷さは教室では味わえないもの
ですが、こうしたキャンパス外アク
ティビティも、生きた神学教育のため
には欠かせないと考えています。写真
は、晴天に恵まれた2日目に立ち寄った
近江八幡・ラコリーナで撮影したもの
です。

■今後の神学教育
　──神学部を「深山大沢」に
　上述の「宗教と社会活動」や「宗教
と社会福祉」のような新しい取り組み
を、目下、ALL DOSHISHA教育推進プ
ログラム「社会実践のためのブレン
ディッド・ラーニングの構築─「地の
塩」プロジェクト」（2019～2024年
度）の一環として進め、神学教育のさ
らなる展開を目指しています。ブレン
ディッド・ラーニングは、オンデマン
ド動画と対面授業（アクティブ・ラー
ニング）を効果的に組み合わせた授業
です。ただ聞くだけの一方通行の授業
を減らし、学生と教員、学生同士が親
密な議論を交わす中で学びを深めてい

く授業を増やしていきたいと考えてい
ます。
　神学部では、ブレンディッド・ラー
ニングの他、対面とオンラインのリア
ルタイムの参加を可能にするハイブ
リッド型授業や、曜日講時の指定のな
いインターネット授業（オンデマンド
動画による学び）もすでに実施してい
ます。今後もオンラインを含む最先端
の教育方法を追求し、学びの多様性を
拡充しつつ、それを上記「地の塩」プ
ロジェクトが目指しているように、新
島襄によって基礎づけられた伝統と結
びつけ、その伝統を刷新・実践する人
物を輩出できればと願っています。
　2021年度から開始したオンライン聴
講生制度については周知を図りなが
ら、将来の本格的なリカレント教育に
つなげていきたいと考えています。神
学部の教育コンテンツを広く社会に発
信し、神学部での学びに関心を持って
もらうための「神学部・神学研究科
オープンコースウェア（OCW）」は、
今年3月に公開予定です。ぜひ、ご覧に
なってください。
　最晩年の新島の学校観・大学観を
もっとも明瞭に語る言葉として、彼が
繰り返し強調した「深山大沢」があり
ます。「「深山大沢、龍蛇を生ず」の
句を服贋し」（『新島襄の手紙』、298
頁）、「我が校をして深山大沢のごと
くになし、小魚も生長せしめ、大魚も
自在に発育せしめ」（同、316頁）など
が、その代表的なものですが、新島に
とって「深山大沢」は学校（キャンパ
ス）の理想像でありました。「深山大
沢」を現代的な言葉で言い換えれば、
「人を生かし、育てるための多様性に
満ちた環境」として理解することがで
きるでしょう。「深山大沢」となる神
学部・神学研究科を目指したいと願っ
ています。

神学部長・神学研究科長  小原  克博

神学部・神学研究科の近況報告

牧会者準備セミナー

　今回で13回目の開催となる「牧会者
準備セミナー 2022」は2022年2月16日

（水）から8日（金）にかけて、Zoom を用
いてのオンライン開催の形で行われま
した。牧会者準備セミナーは同志社大
学神学部と全国同信伝道会教職養成部
門委員会との共催により、牧会を志す
神学研究科生と、牧会の現場での働き
に就いて3年以内の教師を参加対象と
し、キリスト教宣教に携わっていくた
めの実践的トレーニングと修養の場と
なっています。
　例年、同志社びわこリトリートセン
ターを会場として2泊3日のプログラム
での開催としてきましたが、2020 年初
頭からの感染状況により会場に集まっ
ての開催が困難となりました。セミ
ナーを企画・準備する教職養成部門委
員会では、牧会者準備セミナー2021の
企画を始める2020年の時点から、どの
ような形で開催するか、セミナー自体
を中止する可能性も含めて検討しまし
た。検討の結果、通常の形での開催は
不可能であるが、感染症の状況によっ
て牧会の現場や学びの場においては
様々な影響が出ていることが考えら
れ、かつて経験したことの無いような
状況下で宣教の場に携わる者が思いを
共有する場が、今だからこそ必要なの
ではないかという結論に至り、オンラ
イン開催の形で牧会者準備セミナーを
今年も前年と同様の形で開催をしまし
た。
　今回のセミナー参加者は講師5名、
経験3年以内の教師10名、牧会志望の
学生10名、神学部教員2名、委員9名の
合計36名でした。プログラムは大別し

牧会者準備セミナー
全国同信伝道会教職養成部門委員会委員長  加藤俊英

越川弘英先生（同志社大学キリスト教
文化センター教授）に、「国際、女性、
奴隷～わたしの経験から思うこと」と
題して上内鏡子先生（神戸イエス団教
会牧師）に、「学校と教会という二つ
の現場から」と題して中川好幸先生（同
志社小学校宗教科教諭／西田町教会牧
師）に担当していただき、参加者はそ
れぞれの関心に従って3つのクラスに
分かれて受講し、それぞれのテーマに
沿って、現在の状況に向き合いながら
牧会者として出来ることとは何かを考
える時となりました。
　また開会礼拝では、石川立先生（同
志社大学神学部教授）から「イエスの
まなざし」と題してメッセージをいた
だきセミナーを開始しました。閉会礼
拝では西澤他喜衛先生（全国同信伝道
会会長）から「憐れみを受けた者とし
て、この務めをゆだねられているので」
と題してメッセージをいただいて、そ
れぞれの場へと送り出されていきまし
た。
　牧会者準備セミナーの開催が2年連
続でオンラインでの開催となったこと
により、時間的・空間的な節約という
利点がある一方で制約も多く感じるこ
ととなりました。もとより従来通りの
内容でセミナーを開催できるとは委員
会としても考えてはいませんでした
が、それぞれの現場での経験を持ち寄
り課題や思いを時間をかけて共有し相
互に励まし合いながら、またそれぞれ
の場所へと遣わされていくという、セ
ミナーの一つの役割は、場所と時間を
共有してこそ可能であると思わされて
います。次回の牧会者準備セミナーが
再び会場に集まってのセミナーとなる
ことを願っています。
　今回のセミナーのためにも尊いお祈
りと献金を献げていただき、お支えく
ださいましたことを委員一同感謝いた
します。今後とも「牧会者準備セミ
ナー」のためにご協力くださいますよ
う、よろしくお願いいたします。

て5つのセクションから構成され、主
として1日目午後に開会礼拝と主題講
演、1日目夜にリフレッシュセミナー、2
日目午後に神学講演、2日目夜にグルー
プディスカッションと懇親会、3日目午
前に全体会と閉会礼拝を行いました。
　主題講演には平山正道先生（大津教
会牧師）をお招きしました。「牧会の
処方箋」と題したお話では、まず、牧
会の決め手となるような処方箋を持っ
ているわけではないと語られたうえ
で、苦しむ人と共に歩む営み全体が「牧
会」であるとして、広義の意味での「牧
会」とは教会運営の中で牧師の行う働
きや手法全般のことであり、人間の問
題への対応、殊に一人一人への配慮が
狭義の意味での「牧会」であると、「牧
会」とは何であるかを語ってください
ました。そのうえで、ご自身が経験し
てきた具体的な事例での牧会の働きを
話し、「牧会」とは、謙虚に自分の信
仰をもって、本気で相手と向き合い注
意深く何かを感じ取り、そこから出発
することに尽きると語ってくださいま
した。
　神学講演では飯謙先生（神戸女学院
院長）から「詩編の研究と会衆派教会・
私論」と題した講演をしていただきま
した。詩編が多様な信仰を収めた詩歌
集であり、新約聖書中にも多く引用さ
れ、教会暦にも毎主日に組み込まれて
いる書であり、礼拝において説教をす
る機会も少なくないということから、
牧会者のための講演をしていただきま
した。詩編の概観と類型など詩編の全
体像と、死海文書の発見と新たな認識
など近年の研究動向について説明し、
そのうえで、詩編に表されている信仰
とは多様な信仰を受け入れていく信仰
であり、その信仰とは会衆派教会の多
様な信仰理解を受け止めるあり方とつ
ながるものであるとの言葉をいただき
ました。
　リフレッシュセミナーでは、「オン
ライン礼拝をどう考えるか」と題して

同志社大学
　神学部・神学研究科事務室
　　FAX：075-251-3072
　　E-mail:ji-sinjm@mail.doshisha.ac.jp 

いつも『同神期報』をご講読いただきまして、ありがとうございます。
現在、神学部・神学研究科事務室にて『同神期報』を講読してくださっている方の住所管理を行っております。
ご住所・お名前の変更、講読に関するお問い合わせ等ございましたら神学部・神学研究科事務室までご連絡ください。

事務室からのお知らせ

なお、次号以降の講読を希望されない場合は 5月31日（火）まで に神学部・神学研究科事務室まで FAX または E-mail にて
ご連絡をお願いいたします。
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野本先生の思い出

一学生の出会った野本先生
　ここでは、私が学生であった頃のご
く限られた時期の先生の個人的な思い
出を綴ることにします。
　私が野本先生に最初にお会いしたの
は1982年の春のことでした。ドイツか
ら帰国後、京都で勉学を続けようと考
えていた私は、京都での最初の主日、
かつて通っていた東京の某教会の牧師
先生に紹介いただいた教会に向かいま
した。その教会はすぐには見つからな
かったので、幼稚園の中で行われてい
る礼拝には遅れて参加しました。この
ときの説教者は教会員の方でしたが、
礼拝後、話しかけてこられたのが野本
先生であったことは、後日だんだん分

かってきました。
　1年間は牧師としての先生に接しま
した。その説教は日常的な話題で始ま
り、いつの間にか聖書のメッセージに
行きつくもので、これまで聞いてきた
説教とは異なる新鮮な印象を受けまし
た。この説教が私を神学部に導いたと
言えるかもしれません。
　1年後、修士課程に入学して先生の
指導を受けるとは、当時は思いも寄り
ませんでした。演習の授業では、先生
は毎回、学生を喫茶店に誘って駄弁る
時間を持ちました。修士論文の指導は
熱心で、わざわざ下宿先まで出向き、
原稿をご自宅に持ちかえって添削して

くださいました。
　当時はご両親もお元気で、お父様・
数男牧師の説教もときどき拝聴しまし
た。先生は大学の教師でもあったわけ
ですが、やはり根っこは、お父様を引
き継ぐ牧師であったと思います。

石川　立

愛以貫之（愛をもってこれを貫く）
先生を亡くし、先生は随分と悲嘆に暮
れておられましたが、賀茂教会の信徒
の皆さんが、家事のお手伝いをしてく
ださったり、時折先生を美術館や植物
園などに連れ出してくださったりし
て、野本先生を献身的に支えてくださ
いました。新島襄はキリスト教を「愛
以貫之」という宗教なのだと述べてい
ますが、先生もそのように深い愛で貫
かれた牧会をされ、愛によって結ばれ
た信頼関係をお築きになってこられた
のだと思います。最後のメールはメモ
書きのような文章で、「昼食は色々出
たけど、人びとの支えに涙が出て出て
その塩味でお粥だけ半分くらい食べら

れた。涙がこんなに塩味だなんて。だ
から聖餐式の種無しパンは自分や他人
の喜びや悲しみ、無塩の種無しパンを
味付けよというメッセージだというこ

とがわかっ
た」と書か
れてありま
した。お亡
くなりにな
る直前まで
神学的思考
を巡らせて
おられたよ
うです。

木谷　佳楠

　2021年10月10日の日曜早朝に、野本
眞也先生は日本バプテスト病院で天に
召されました。お亡くなりになる2週
間前まで毎週賀茂教会で説教奉仕をし
てくださいました。前年の5月には神
学部入学（1954年）以来ずっと人生を
共に歩んでこられたパートナーの益世

野本先生　数えきれない思い出をありがとうございます
です。行き先が不安な新たな人生を素
敵な式辞で押し出してくださいまし
た。次に湧き上がってくるのは、留学
試験に失敗して進路を迷っていた時の
ことです。ドイツ語論文の読解に加え
て学びの方法と心得を伝授していただ
いたうえに美味しい酒肴でもてなして
いただきました。そして、同志社とキ
リスト教学校教育同盟の理事長のお顔
が忘れられません。
　絶え間なく起こる種々の課題を柔軟
な発想と確かな知見で飄々とさばかれ
ておられました。
　おわりに、講義や演習の合間に寛い
でおられる先生のお邪魔をしたことを

山本　真司

　穏やかな微
笑みと柔らか
な言葉遣い、
時に厳しい眼
差しや辛辣な
お言葉を思い
出 し て い ま
す。新しいも
のに夢中にな
られる好奇心旺盛な少年のようなお姿
が瞼に浮かびます。もし時間を巻き戻
すことができるとしたら、聞き逃し、
見過ごしたできごとを丁寧に手に取っ
て集めたい思いが広がります。
　思い出の筆頭は、わたしたちの結婚式

反省しています。小洒落た喫茶店ＮＯ
Ｗ、静かに本に目を落としておられる
大切な時間にもかかわらず私たち学生
の相手をしてくださいました。

　野本真也先
生は上質で上
品な生き方を
見せてくださ
いました。聖
書を読み解く
キーワードは
愛、その教え
を忘れずに歩
みたいと存じ
ます。

研究・学術交流

研 究・学 術 交 流

　2022年1月15日（土）、CISMORと韓国IKTINOS (The Institute of Korean Theological Information Network Service ) 
による国際ワークショップが、ウェブ会議システムを用いて開催されました。IKTINOSは、教会指導者や研究者の求
めに応じて1995年に設立された、韓国の神学に関するデータベースを能率化するための公開プラットフォームで、そ
の目録に保管された要約は約120件に及びます(https://www.canonculture.com/korea-theology)。ワークショップの
テーマは “Canon: A Study of Ancient Writings’Ideology”で、韓国聖書学会前事務局長 (Former General Secretary of 
the Korean Bible Society) のYoung-Jin Min教授からのご挨拶の後、韓国側から4名、日本側からはアダ・タガー・コヘン
教授（CISMORセンター長）、村山盛葦教授、加藤哲平嘱託講師の3名により発表が行われ、約30名の参加者による活発
な質疑応答がそれに続きました。IKTINOSの参加メンバーからも、日韓研究者の交流を喜ぶ声が寄せられました。
CISMOR とIKTINOSの学術提携の進展などにより、日本と韓国の聖書研究の交流がいっそう活発化することが期待され
ます。

1．韓国IKTINOSとの国際ワークショップ （2022年1月15日）

　2021年11月28日、シカゴ大学東洋研究所 (The Oriental Institute of the University of Chicago) のテオ・ファン・デン・
ハウト教授 (Prof. Theo P. J. van den Hout) による講演会が、ウェブ会議システムを用いて開催されました（主催：
科学研究費基盤C “Ancient Anatolia and the Bible: Legal Royal Prerogatives and Prescribed Rituals”（研究代表者：
アダ・タガー・コヘン、研究課題番号17K02234）、共催：CISMOR）。ファン・デン・ハウト教授は、これまでに2度
京都を来訪されており、2012年には特別招聘客員教授として神学部で教えられ、2018年には同志社大学で開催された
国際会議に参加されました。この講演会では、導入として、ご専門であるヒッタイトに関する短い講義の後、後期青
銅器時代のヒッタイトにおける特徴的な文字の使用について論じられた近著、A History of Hittite Literacy: Writing and 
Reading in Late Bronze-Age Anatolia (1650–1200 BC) , Cambridge University Press, 2021.に関するアダ・タガー・コヘン教
授との質疑応答などが行われました。

2．テオ・ファン・デン・ハウト教授による講演会 （2021年11月28日）

（CISMOR事務局）
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一学生の出会った野本先生
　ここでは、私が学生であった頃のご
く限られた時期の先生の個人的な思い
出を綴ることにします。
　私が野本先生に最初にお会いしたの
は1982年の春のことでした。ドイツか
ら帰国後、京都で勉学を続けようと考
えていた私は、京都での最初の主日、
かつて通っていた東京の某教会の牧師
先生に紹介いただいた教会に向かいま
した。その教会はすぐには見つからな
かったので、幼稚園の中で行われてい
る礼拝には遅れて参加しました。この
ときの説教者は教会員の方でしたが、
礼拝後、話しかけてこられたのが野本
先生であったことは、後日だんだん分

かってきました。
　1年間は牧師としての先生に接しま
した。その説教は日常的な話題で始ま
り、いつの間にか聖書のメッセージに
行きつくもので、これまで聞いてきた
説教とは異なる新鮮な印象を受けまし
た。この説教が私を神学部に導いたと
言えるかもしれません。
　1年後、修士課程に入学して先生の
指導を受けるとは、当時は思いも寄り
ませんでした。演習の授業では、先生
は毎回、学生を喫茶店に誘って駄弁る
時間を持ちました。修士論文の指導は
熱心で、わざわざ下宿先まで出向き、
原稿をご自宅に持ちかえって添削して

くださいました。
　当時はご両親もお元気で、お父様・
数男牧師の説教もときどき拝聴しまし
た。先生は大学の教師でもあったわけ
ですが、やはり根っこは、お父様を引
き継ぐ牧師であったと思います。

石川　立

愛以貫之（愛をもってこれを貫く）
先生を亡くし、先生は随分と悲嘆に暮
れておられましたが、賀茂教会の信徒
の皆さんが、家事のお手伝いをしてく
ださったり、時折先生を美術館や植物
園などに連れ出してくださったりし
て、野本先生を献身的に支えてくださ
いました。新島襄はキリスト教を「愛
以貫之」という宗教なのだと述べてい
ますが、先生もそのように深い愛で貫
かれた牧会をされ、愛によって結ばれ
た信頼関係をお築きになってこられた
のだと思います。最後のメールはメモ
書きのような文章で、「昼食は色々出
たけど、人びとの支えに涙が出て出て
その塩味でお粥だけ半分くらい食べら

れた。涙がこんなに塩味だなんて。だ
から聖餐式の種無しパンは自分や他人
の喜びや悲しみ、無塩の種無しパンを
味付けよというメッセージだというこ

とがわかっ
た」と書か
れてありま
した。お亡
くなりにな
る直前まで
神学的思考
を巡らせて
おられたよ
うです。

木谷　佳楠

　2021年10月10日の日曜早朝に、野本
眞也先生は日本バプテスト病院で天に
召されました。お亡くなりになる2週
間前まで毎週賀茂教会で説教奉仕をし
てくださいました。前年の5月には神
学部入学（1954年）以来ずっと人生を
共に歩んでこられたパートナーの益世

野本先生　数えきれない思い出をありがとうございます
です。行き先が不安な新たな人生を素
敵な式辞で押し出してくださいまし
た。次に湧き上がってくるのは、留学
試験に失敗して進路を迷っていた時の
ことです。ドイツ語論文の読解に加え
て学びの方法と心得を伝授していただ
いたうえに美味しい酒肴でもてなして
いただきました。そして、同志社とキ
リスト教学校教育同盟の理事長のお顔
が忘れられません。
　絶え間なく起こる種々の課題を柔軟
な発想と確かな知見で飄々とさばかれ
ておられました。
　おわりに、講義や演習の合間に寛い
でおられる先生のお邪魔をしたことを

山本　真司

　穏やかな微
笑みと柔らか
な言葉遣い、
時に厳しい眼
差しや辛辣な
お言葉を思い
出 し て い ま
す。新しいも
のに夢中にな
られる好奇心旺盛な少年のようなお姿
が瞼に浮かびます。もし時間を巻き戻
すことができるとしたら、聞き逃し、
見過ごしたできごとを丁寧に手に取っ
て集めたい思いが広がります。
　思い出の筆頭は、わたしたちの結婚式

反省しています。小洒落た喫茶店ＮＯ
Ｗ、静かに本に目を落としておられる
大切な時間にもかかわらず私たち学生
の相手をしてくださいました。

　野本真也先
生は上質で上
品な生き方を
見せてくださ
いました。聖
書を読み解く
キーワードは
愛、その教え
を忘れずに歩
みたいと存じ
ます。

研究・学術交流

研 究・学 術 交 流

　2022年1月15日（土）、CISMORと韓国IKTINOS (The Institute of Korean Theological Information Network Service ) 
による国際ワークショップが、ウェブ会議システムを用いて開催されました。IKTINOSは、教会指導者や研究者の求
めに応じて1995年に設立された、韓国の神学に関するデータベースを能率化するための公開プラットフォームで、そ
の目録に保管された要約は約120件に及びます(https://www.canonculture.com/korea-theology)。ワークショップの
テーマは “Canon: A Study of Ancient Writings’Ideology”で、韓国聖書学会前事務局長 (Former General Secretary of 
the Korean Bible Society) のYoung-Jin Min教授からのご挨拶の後、韓国側から4名、日本側からはアダ・タガー・コヘン
教授（CISMORセンター長）、村山盛葦教授、加藤哲平嘱託講師の3名により発表が行われ、約30名の参加者による活発
な質疑応答がそれに続きました。IKTINOSの参加メンバーからも、日韓研究者の交流を喜ぶ声が寄せられました。
CISMOR とIKTINOSの学術提携の進展などにより、日本と韓国の聖書研究の交流がいっそう活発化することが期待され
ます。

1．韓国IKTINOSとの国際ワークショップ （2022年1月15日）

　2021年11月28日、シカゴ大学東洋研究所 (The Oriental Institute of the University of Chicago) のテオ・ファン・デン・
ハウト教授 (Prof. Theo P. J. van den Hout) による講演会が、ウェブ会議システムを用いて開催されました（主催：
科学研究費基盤C “Ancient Anatolia and the Bible: Legal Royal Prerogatives and Prescribed Rituals”（研究代表者：
アダ・タガー・コヘン、研究課題番号17K02234）、共催：CISMOR）。ファン・デン・ハウト教授は、これまでに2度
京都を来訪されており、2012年には特別招聘客員教授として神学部で教えられ、2018年には同志社大学で開催された
国際会議に参加されました。この講演会では、導入として、ご専門であるヒッタイトに関する短い講義の後、後期青
銅器時代のヒッタイトにおける特徴的な文字の使用について論じられた近著、A History of Hittite Literacy: Writing and 
Reading in Late Bronze-Age Anatolia (1650–1200 BC) , Cambridge University Press, 2021.に関するアダ・タガー・コヘン教
授との質疑応答などが行われました。

2．テオ・ファン・デン・ハウト教授による講演会 （2021年11月28日）

（CISMOR事務局）



同神期報　No.98 5同神期報　No.98 4

公開講演会
「地の塩」 プロジェクト

1年間を振り返って

公開講演会 「 地 の 塩 」 プ ロ ジ ェクト

る。また、「牧師にしかできないこと」
として「祈りの中に固くとどまること
によって、これを、教会の主に結びつ
けることがゆるされている」とする
E. トゥルナイゼンの言葉を引き、ホ
スピスにおいては患者が一律に「立派
に死ぬ」ことを目指す必要はなく、そ
こでの牧師の働きは「変化し、衰えて
いく個人」に寄り添い、死を見つめつ
つ成長するためのケアであるのではな
いかという。また、スピリチュアルケ
アとは、患者のスピルチュアルな痛み
を取り去る営みというよりは、痛みを
通して繋がることであり、ケアギバー
が患者にケアを提供するだけでなく、
患者から受け取ることも多いと語る。
そこでは弱さや欠けを患者と共に担う
姿勢こそが大切であり、祈りがそこで
は大きな役割を担うと結んだ。講演後
コメンテーターの関谷と勝又教授を交
えた質疑の時間を持った後、フロアか
らの質問に講演者が答えて恵まれた講
演会が終了した。　　　　（関谷直人）

同志社大学 神学部・神学研究科 公開シンポジウム
「今、病院でチャプレンが感じていること」
～ 神の物語を共に生きていくために ～

　去る 2021 年 11 月 12 日 16 時 40 分
より、同志社礼拝堂において「同志社
大学神学部・神学研究科 公開シンポ
ジウム」の一環として標記講演会が
開催された。講演者の大野高志牧師は、
同志社大学神学研究科博士課程（前
期課程）を修了され、ドイツでの牧
会のお働きの後、現職である衣笠病
院のグループチャプレンに就任され
た。本講演は、大野牧師が病院チャ
プレンとして働いておられる日常の
出会いの中から紡ぎ出された言葉で
あふれており、講演出席者に具体的で

実践的な知見を多く与え
てくれるものであった。
　本講演は、１．「『チャ
プレン』という言葉」、２．

「コロナ禍で」、３．「医療
モデルとは違う道を」、４．

「牧師にしかできないこと
は？」、５．「『ホ ス ピ ス』
と『緩和ケア病棟』」、６．

「スピリチュアルケア ̶ 
スピリチュアルに関わり合うこと」、
７．「有り余る中から与えるのではな
く・・・祈り」、そして、最後の「まとめ」
で構成されていた。
　講演者はまず日本ではまだまだ認知
されているとは言いがたい「チャプレ
ン」という言葉の意味から説き起こし、
コロナ禍で身体的な癒やしが優先され
る中でのチャプレンの働きを問う。そ
こから「エビデンスに基づく」医療モ
デルとは一線を画さざるを得ないチャ
プレンの患者との関わりを「癒える」
というキーワードに結びつけて表現す

カナダ合同教会引退牧師
有賀　誠一
2021年12月4日　Zoomウェビナー

（主義）に関心を持ってもらう上で、今
回のような共催プログラムは意義があっ
たと言えます。実際、理工学部の学生
や、本学の新島塾に関わっている多様な
学部の学生の参加もあり、そうした方々
からの質問も印象的なものでした。
　キリスト教主義や良心は、学部の垣
根を越え、多様な人たちの関心を喚起
し、それをつないでいく力となるこ
と、また、そのために神学部が果たす
べき役割は多くあることを実感できた
シンポジウムでした。当日の動画（質
疑応答部分は割愛されています）は神
学部YouTubeチャンネルにアップさ
れていますので、関心ある方はご覧く
ださい。　　　　　　　 （小原克博）

　12月4日、公開シンポジウム「サイ
エンス、キリスト教、そして良心」を
開催しました。オンライン（Zoom
ウェビナー）で開催したため、国内外
から多くの参加者がありました。自然
科学とキリスト教は深い関係にあり、
良心が両者をつなぐ重要な役割を果たし
ていますが、そのことを抽象的な概念と
してだけではなく、具体的な人物の生き
様を通じて理解することを目的として、
このシンポジウムを企画しました。
　講師の有賀誠一氏は、同志社大学
工学部卒業後、日本、ドイツ、カナ
ダでプラズマ物理学・核融合研究者
（理学博士）として働き、その後、
カナダ合同教会の牧師またチャプレ
ンとなって、カナダで隠退されまし
た。神学部の関係者にとっては、有
賀鐵太郞のご子息としての顔の方が
よく知られているかもしれません。
講演の中では、有賀鐵太郞が神学部
長であった戦時下の同志社について
もお話しくださいました。有賀は心
労が大きく、玄関に入るなり、倒れ
込むような日々が続いていたとのこ

とでした。先人たちの苦労のおかげ
で、今の神学部や同志社があること
を、あらためて思わされました。
　有賀氏は「なぜ物理学者が神を信じる
ことができるのか」と、たびたび尋ねら
れたというエピソードを紹介しながら、
科学と信仰が積極的な関係を持ち得るこ
とを説得力をもって話されました。ま
た、原爆の開発などに触れながら、科
学者あるいは技術者が良心を失ったと
き、深刻な問題が生じることを自らの
体験も交えながら語られました。物理
学者から牧師になろうと決断し、その
ことを父・鐵太郞に相談した際のやり
取りにも心打つものがありました。
　このシンポジウムは、理工
学部および良心学研究セン
ターと共催で開催しました。
辻内伸好・理工学部長に司会
をしていただき、林田 明・理
工学部教授にコメントをいた
だきました。京田辺キャンパ
スと今出川キャンパスの間の
交流を少しでも活性化させ、
理系の学生にもキリスト教

公開シンポジウム
「サイエンス、キリスト教、そして良心」報告

1年間を振り返って
三輪 地塩
　昨年4月に着任してから一年が経と
うとしています。初めて尽くしのことば
かりで、当初は些かの不安を覚えての出
発でした。しかし、神学部の先生方から
の温かなお声掛けや、地域教会の関係
者、とりわけ牧師の方々との親しいお交
わりと励ましを受け、幸いな日々を過ご
させていただきました。皆さまのご指導
とお支えに感謝致します。
　同志社大学神学部はとてもアット
ホームで、学生・事務・教員のそれぞ
れが互いに関心を向けながら、しかし、
過干渉にならずに、「ほどよい」距離
感が保たれているという印象を受けま
した。実を言いますと、昨年4月末に新
型コロナに罹患し、3週間ほどの入院と
その後の隔離生活を余儀なくされまし
た。着任早々あのような事態になって

生かされるよう願っています。今後も
主日礼拝説教の応援はあると思います
から、様々な教会現場との繋がりを大
事にしながら、研究、講義、教育、学
生へのアドバイス等に生かすことが出
来ればと願っています。
　研究においては、これまで継続して
きた幕末明治期のキリシタン迫害史研
究に加え、明治～大正期のプロテスタ
ント史、とりわけグローバル・ヒスト
リーの文脈において日本キリスト教史
はどう読み解かれるかに関心を持って
進めたいと思います。また、昨年に引
き続き、日本組合基督教会と旧日本基
督教会の合同問題の諸相について更に
掘り下げて行こうと思っています。
　感染症に翻弄された日々は3年目に入
ります。ニューノーマルへのシフトチェ
ンジを自分なりに考え、「新型コロナ・
ウイルスを与えた神」の恵みのメッセー
ジに耳を傾けたいと思う昨今です。

しまい、神学部関係者各位に多大なるご
迷惑をお掛けしました。私自身本当に
ガッカリし、入院当初はかなり落ち込ん
だものです。ですが、この時も先生方に
は寛容に対応していただき、「とにかく
治療を最優先し、安心して快復に努めて
ください」との励ましの言葉が支えとな
りました。更に、神学部関係者に（私か
ら）感染を広げることもなかったようで
すし、ゴールデンウィークだったため、
休講を最小限に抑えることが出来たの
も不幸中の幸いでした。現在は全く後
遺症もなく元気に過ごしております。
忍耐をもってお支えいただき本当にあ
りがとうございました。
　この3月で、赴任していた日本キリ
スト教会浦和教会の主任者（主任担
任）を正式に辞し、18年継続してきた
牧師の務めに一旦区切りを付けます。
これからは神学教育の場において、こ
れまで培ってきた教会での牧会経験が

・・・

　「地の塩」たる人間を育むための大
学授業改革を目指す「地の塩」プロジェ
クトも3年目を迎えました。2021年度
春学期には、新たに「宗教と社会活動」
を授業科目として設置し、愛隣デイ
サービスセンター、京都夜まわりの会、
バザールカフェのご協力をいただき、
感染予防に留意しながら貴重なフィー
ルド・ワークを行うことができました。
関係各所の皆様に厚く御礼申し上げま
す。対面授業時には、共生とは何か、
障がいのある皆さんとのコミュニケー
ションの取り方とは、など各自が試行
錯誤しながら得た経験を共有しまし
た。授業に先立ち昨年1月末には、京
都夜回りの会の桜井先生による Zoom
講演会が開催され、また、授業最終回
には、愛隣デイサービスセンター長の
平田先生にお越しいただき、貴重なご
助言をいただきました。
　止揚学園でのフィールド・ワーク
を主とする「宗教と社会福祉」は、
授業としては今年度も中止となりま
したが、11月末コロナ感染状況が小
康状態の時期に、少人数での見学ミ
ニ・ワークショップを行わせていた
だきました。新築の「生命の家」は、
障がいのある仲間のみなさんの生涯
の住まいとして一人一人に合わせて
各室が心細やかにしつらえてあり、
みなさんの命を引き受ける止揚学園
の尊い覚悟のようなものを感じまし
た。障がいのある仲間のみなさんも

私たちのことを覚えてくださってい
て、窓越しではありましたが、ずっ
と手を振り続けてくださったことが
本当に嬉しかったです。1月には福井
園長先生によるオンライン講演会「笑
顔は存在します」が開かれ、学生か
らも熱心に質問が出ました。
　フィールド・ワークはコロナ禍で
思うように進みませんが、もう一本
の柱、ICＴを駆使した授業改革は着
実に進行中です。今年度の目標は神
学部独自のオープンコースウェアの
立ち上げです。神学部がこれまで主
催してきた講演会動画、オンデマン
ド授業動画等のコンテンツを検索、
アクセスできるスタイリッシュなサ
イトを鋭意構築中です。3月には、手
軽に追加できるコンテンツからス
タートします。併せて、オンライン
で受講可能な聴講制度も昨年度より

始動し、聴講可能科目も増やしてお
ります。ご自宅にいながらのキリス
ト教、ユダヤ教、イスラームの学び
をぜひ、ご検討ください。
　「宗教と社会福祉」の初年度の授業
を履修した学生がこの春、福祉の世
界に飛び立ちます。この授業が契機
だったと言います。こうした学生を
一人でも世に送り出せたことがささ
やかな誇りです。これからも小さな
一歩を重ねていきたいと思います。
Facebook「宗教と社会福祉」に随時、
情報をアップしますので、ぜひ、ご
覧ください。　　　　　　（勝又悦子）

愛隣デイサービスセンターで
合同フィールド・ワーク

止揚学園
ミニ・ワークショップ
いつまでも手を振ってくださる仲間のみなさん

衣笠病院グループチャプレン
大野　高志
2021年11月12日　於同志社礼拝堂
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公開講演会
「地の塩」 プロジェクト

1年間を振り返って

公開講演会 「 地 の 塩 」 プ ロ ジ ェクト

る。また、「牧師にしかできないこと」
として「祈りの中に固くとどまること
によって、これを、教会の主に結びつ
けることがゆるされている」とする
E. トゥルナイゼンの言葉を引き、ホ
スピスにおいては患者が一律に「立派
に死ぬ」ことを目指す必要はなく、そ
こでの牧師の働きは「変化し、衰えて
いく個人」に寄り添い、死を見つめつ
つ成長するためのケアであるのではな
いかという。また、スピリチュアルケ
アとは、患者のスピルチュアルな痛み
を取り去る営みというよりは、痛みを
通して繋がることであり、ケアギバー
が患者にケアを提供するだけでなく、
患者から受け取ることも多いと語る。
そこでは弱さや欠けを患者と共に担う
姿勢こそが大切であり、祈りがそこで
は大きな役割を担うと結んだ。講演後
コメンテーターの関谷と勝又教授を交
えた質疑の時間を持った後、フロアか
らの質問に講演者が答えて恵まれた講
演会が終了した。　　　　（関谷直人）

同志社大学 神学部・神学研究科 公開シンポジウム
「今、病院でチャプレンが感じていること」
～ 神の物語を共に生きていくために ～

　去る 2021 年 11 月 12 日 16 時 40 分
より、同志社礼拝堂において「同志社
大学神学部・神学研究科 公開シンポ
ジウム」の一環として標記講演会が
開催された。講演者の大野高志牧師は、
同志社大学神学研究科博士課程（前
期課程）を修了され、ドイツでの牧
会のお働きの後、現職である衣笠病
院のグループチャプレンに就任され
た。本講演は、大野牧師が病院チャ
プレンとして働いておられる日常の
出会いの中から紡ぎ出された言葉で
あふれており、講演出席者に具体的で

実践的な知見を多く与え
てくれるものであった。
　本講演は、１．「『チャ
プレン』という言葉」、２．

「コロナ禍で」、３．「医療
モデルとは違う道を」、４．

「牧師にしかできないこと
は？」、５．「『ホ ス ピ ス』
と『緩和ケア病棟』」、６．

「スピリチュアルケア ̶ 
スピリチュアルに関わり合うこと」、
７．「有り余る中から与えるのではな
く・・・祈り」、そして、最後の「まとめ」
で構成されていた。
　講演者はまず日本ではまだまだ認知
されているとは言いがたい「チャプレ
ン」という言葉の意味から説き起こし、
コロナ禍で身体的な癒やしが優先され
る中でのチャプレンの働きを問う。そ
こから「エビデンスに基づく」医療モ
デルとは一線を画さざるを得ないチャ
プレンの患者との関わりを「癒える」
というキーワードに結びつけて表現す

カナダ合同教会引退牧師
有賀　誠一
2021年12月4日　Zoomウェビナー

（主義）に関心を持ってもらう上で、今
回のような共催プログラムは意義があっ
たと言えます。実際、理工学部の学生
や、本学の新島塾に関わっている多様な
学部の学生の参加もあり、そうした方々
からの質問も印象的なものでした。
　キリスト教主義や良心は、学部の垣
根を越え、多様な人たちの関心を喚起
し、それをつないでいく力となるこ
と、また、そのために神学部が果たす
べき役割は多くあることを実感できた
シンポジウムでした。当日の動画（質
疑応答部分は割愛されています）は神
学部YouTubeチャンネルにアップさ
れていますので、関心ある方はご覧く
ださい。　　　　　　　 （小原克博）

　12月4日、公開シンポジウム「サイ
エンス、キリスト教、そして良心」を
開催しました。オンライン（Zoom
ウェビナー）で開催したため、国内外
から多くの参加者がありました。自然
科学とキリスト教は深い関係にあり、
良心が両者をつなぐ重要な役割を果たし
ていますが、そのことを抽象的な概念と
してだけではなく、具体的な人物の生き
様を通じて理解することを目的として、
このシンポジウムを企画しました。
　講師の有賀誠一氏は、同志社大学
工学部卒業後、日本、ドイツ、カナ
ダでプラズマ物理学・核融合研究者
（理学博士）として働き、その後、
カナダ合同教会の牧師またチャプレ
ンとなって、カナダで隠退されまし
た。神学部の関係者にとっては、有
賀鐵太郞のご子息としての顔の方が
よく知られているかもしれません。
講演の中では、有賀鐵太郞が神学部
長であった戦時下の同志社について
もお話しくださいました。有賀は心
労が大きく、玄関に入るなり、倒れ
込むような日々が続いていたとのこ

とでした。先人たちの苦労のおかげ
で、今の神学部や同志社があること
を、あらためて思わされました。
　有賀氏は「なぜ物理学者が神を信じる
ことができるのか」と、たびたび尋ねら
れたというエピソードを紹介しながら、
科学と信仰が積極的な関係を持ち得るこ
とを説得力をもって話されました。ま
た、原爆の開発などに触れながら、科
学者あるいは技術者が良心を失ったと
き、深刻な問題が生じることを自らの
体験も交えながら語られました。物理
学者から牧師になろうと決断し、その
ことを父・鐵太郞に相談した際のやり
取りにも心打つものがありました。
　このシンポジウムは、理工
学部および良心学研究セン
ターと共催で開催しました。
辻内伸好・理工学部長に司会
をしていただき、林田 明・理
工学部教授にコメントをいた
だきました。京田辺キャンパ
スと今出川キャンパスの間の
交流を少しでも活性化させ、
理系の学生にもキリスト教

公開シンポジウム
「サイエンス、キリスト教、そして良心」報告

1年間を振り返って
三輪 地塩
　昨年4月に着任してから一年が経と
うとしています。初めて尽くしのことば
かりで、当初は些かの不安を覚えての出
発でした。しかし、神学部の先生方から
の温かなお声掛けや、地域教会の関係
者、とりわけ牧師の方々との親しいお交
わりと励ましを受け、幸いな日々を過ご
させていただきました。皆さまのご指導
とお支えに感謝致します。
　同志社大学神学部はとてもアット
ホームで、学生・事務・教員のそれぞ
れが互いに関心を向けながら、しかし、
過干渉にならずに、「ほどよい」距離
感が保たれているという印象を受けま
した。実を言いますと、昨年4月末に新
型コロナに罹患し、3週間ほどの入院と
その後の隔離生活を余儀なくされまし
た。着任早々あのような事態になって

生かされるよう願っています。今後も
主日礼拝説教の応援はあると思います
から、様々な教会現場との繋がりを大
事にしながら、研究、講義、教育、学
生へのアドバイス等に生かすことが出
来ればと願っています。
　研究においては、これまで継続して
きた幕末明治期のキリシタン迫害史研
究に加え、明治～大正期のプロテスタ
ント史、とりわけグローバル・ヒスト
リーの文脈において日本キリスト教史
はどう読み解かれるかに関心を持って
進めたいと思います。また、昨年に引
き続き、日本組合基督教会と旧日本基
督教会の合同問題の諸相について更に
掘り下げて行こうと思っています。
　感染症に翻弄された日々は3年目に入
ります。ニューノーマルへのシフトチェ
ンジを自分なりに考え、「新型コロナ・
ウイルスを与えた神」の恵みのメッセー
ジに耳を傾けたいと思う昨今です。

しまい、神学部関係者各位に多大なるご
迷惑をお掛けしました。私自身本当に
ガッカリし、入院当初はかなり落ち込ん
だものです。ですが、この時も先生方に
は寛容に対応していただき、「とにかく
治療を最優先し、安心して快復に努めて
ください」との励ましの言葉が支えとな
りました。更に、神学部関係者に（私か
ら）感染を広げることもなかったようで
すし、ゴールデンウィークだったため、
休講を最小限に抑えることが出来たの
も不幸中の幸いでした。現在は全く後
遺症もなく元気に過ごしております。
忍耐をもってお支えいただき本当にあ
りがとうございました。
　この3月で、赴任していた日本キリ
スト教会浦和教会の主任者（主任担
任）を正式に辞し、18年継続してきた
牧師の務めに一旦区切りを付けます。
これからは神学教育の場において、こ
れまで培ってきた教会での牧会経験が

・・・

　「地の塩」たる人間を育むための大
学授業改革を目指す「地の塩」プロジェ
クトも3年目を迎えました。2021年度
春学期には、新たに「宗教と社会活動」
を授業科目として設置し、愛隣デイ
サービスセンター、京都夜まわりの会、
バザールカフェのご協力をいただき、
感染予防に留意しながら貴重なフィー
ルド・ワークを行うことができました。
関係各所の皆様に厚く御礼申し上げま
す。対面授業時には、共生とは何か、
障がいのある皆さんとのコミュニケー
ションの取り方とは、など各自が試行
錯誤しながら得た経験を共有しまし
た。授業に先立ち昨年1月末には、京
都夜回りの会の桜井先生による Zoom
講演会が開催され、また、授業最終回
には、愛隣デイサービスセンター長の
平田先生にお越しいただき、貴重なご
助言をいただきました。
　止揚学園でのフィールド・ワーク
を主とする「宗教と社会福祉」は、
授業としては今年度も中止となりま
したが、11月末コロナ感染状況が小
康状態の時期に、少人数での見学ミ
ニ・ワークショップを行わせていた
だきました。新築の「生命の家」は、
障がいのある仲間のみなさんの生涯
の住まいとして一人一人に合わせて
各室が心細やかにしつらえてあり、
みなさんの命を引き受ける止揚学園
の尊い覚悟のようなものを感じまし
た。障がいのある仲間のみなさんも

私たちのことを覚えてくださってい
て、窓越しではありましたが、ずっ
と手を振り続けてくださったことが
本当に嬉しかったです。1月には福井
園長先生によるオンライン講演会「笑
顔は存在します」が開かれ、学生か
らも熱心に質問が出ました。
　フィールド・ワークはコロナ禍で
思うように進みませんが、もう一本
の柱、ICＴを駆使した授業改革は着
実に進行中です。今年度の目標は神
学部独自のオープンコースウェアの
立ち上げです。神学部がこれまで主
催してきた講演会動画、オンデマン
ド授業動画等のコンテンツを検索、
アクセスできるスタイリッシュなサ
イトを鋭意構築中です。3月には、手
軽に追加できるコンテンツからス
タートします。併せて、オンライン
で受講可能な聴講制度も昨年度より

始動し、聴講可能科目も増やしてお
ります。ご自宅にいながらのキリス
ト教、ユダヤ教、イスラームの学び
をぜひ、ご検討ください。
　「宗教と社会福祉」の初年度の授業
を履修した学生がこの春、福祉の世
界に飛び立ちます。この授業が契機
だったと言います。こうした学生を
一人でも世に送り出せたことがささ
やかな誇りです。これからも小さな
一歩を重ねていきたいと思います。
Facebook「宗教と社会福祉」に随時、
情報をアップしますので、ぜひ、ご
覧ください。　　　　　　（勝又悦子）

愛隣デイサービスセンターで
合同フィールド・ワーク

止揚学園
ミニ・ワークショップ
いつまでも手を振ってくださる仲間のみなさん

衣笠病院グループチャプレン
大野　高志
2021年11月12日　於同志社礼拝堂
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私のチャレンジ
卒業生から

四年間をふり返って
新入生キャンプをふり返って

四年間を振り返って
も挑戦しました。実際に
舞台で踊る演目の振付家
や作曲家について研究し
たことでさらに踊りで表
現 す る こ と が で き た と
思っています。神学や宗
教に関する学びは決して
簡単なものではなかった
ですが、深く学ぶこと、
そして深く追求すること
の大切さを身を持って知
ることができました。た
だ神学部科目とヘブライ
語にハマってしまい、一

般教養科目がギリギリという状況に陥
り、ひやひやしたものでした（笑）。
　もう一つ大学生活で印象に残ってい
ることは何人もの先生が私に声をかけ
てくださってとっても嬉しく、救われ
たのが思い出です。私は人見知りで積
極的に話しかけることが苦手ですが、
ただ我武者羅に突っ走る私を認めてく
れる先生方に出会えて本当に幸せだと
感じています。もう卒業を迎えるのか
と思うととても寂しく、勉強が恋しい
と思うくらいです。恐らく私は生涯勉
強し続けると思います…。
　大学生の間、バレエも相変わらず続

岸田　真弥（学部4年次生）

新入生キャンプを振り返って 石川　菜緒（学部3年次生）

けていました。2年次生の夏、イギリ
スへ短期留学に行ってきました。2週
間という短い期間でしたが、朝から夕
方までずっとレッスンがあり、毎日ク
タクタでした。かなりハードなバレエ
生活でしたが、有名なピアニストさん
の生演奏のピアノでレッスンができ、
自然が広がる環境でとても良い時間を
過ごすことができました。
　この4年間、猛勉強し、バレエにも
ストイックという充実した生活を送る
ことができました。支えてくれた先生
方、また家族のおかげで頑張り続ける
ことができました。本当にありがとう
ございました。

　同志社大学の神学部
は私の第一志望の学部
でした。私は高校最後
の年になっても幼い頃
から習っているバレエ
に打ち込むばかりで進
路が決まらず、勉強し
たいことがなければ、
大学に進むことを断念
しようと思っていまし
た。そんな絶望を感じ
ている時、「同志社大
学」と何となく検索し
てみると神学部が最初
に出てきたのです。興味本位にホー
ムページを覗いてみたのですが、ま
さに「これや！」と神学部にしか行
きたくないと思うようになりまし
た。そして、何とか入学することが
叶い、現在に至ります。
　実際の神学部の学びはやはり興味深
いもので、むしろ想像以上の学びが体
験できました。常に新しい知識が得ら
れ、また、違う世界を知り、とても勉強
することが楽しくなりました。同時に
「私ってこんなに無知に生きてきたん
や…」とも思わされました。また、6歳
からずっと続けているバレエの研究に

たことです。そもそも、私が新入生
キャンプスタッフをする理由は何より
新入生の不安を取り除きたいからでし
た。自分が1年次生の頃は、「仲の良
い友達ができるだろうか」「教授はど
のような人なのか」、など疑問が次々
と湧き上がり不安で押し潰されそうで
した。しかし、大学生活は楽しさや可
能性が詰まっている環境なのだと新入
生キャンプで知ることができました。
そして、不安の解消という目的の面か
ら見れば、オンラインよりも対面の方
が、コミュニケーションにおいては相
手と分かり合える「伝達感」が得られ
ると感じています。対面で開催された
ことにより、画面越しには伝わり難い
相手の雰囲気なども感じ取れたのでは
ないでしょうか。
 次に、改善点は新入生キャンプ後の
フォローアップをうまく行えなかった
ことです。神学部は人数が少ないとい
う特徴がありますが、それでも交流の
時間が短く、多くの人と関わることが
できたとは言えない状況になってしま
いました。そこで、スタッフ内で有志
を募り、継続的かつ定期的なイベント
を試みましたが、次第にその動きも停
滞し自然消滅してしまいました。
 以上を踏まえ、次年度の抱負として

は「短時間でありながらも次に繋が
る充実したイベントにする」という
点を挙げたいと思います。引き続き
新型コロナウイルスの感染拡大防止
のために実施時間が限られることが
予見できるので、今からどのように
そこを補うのか他のスタッフと話し
合っていきたいと思います。また、
実行してそこで終わりとするのでは
なく、継続的なイベントを行い完全
に新入生の不安を解消させることを
目指したいとも考えています。これ
でスタッフをするのは3年目になりま
すが、リーダーとしても悔いのない
よう努めていきます。

　神学部の恒例行事となっている「新
入生キャンプ」の振り返りをさせてい
ただきます。
 本来であれば、全新入生を対象に滋
賀県での一泊二日の合宿を行なって
いますが、新型コロナウイルスの感
染拡大に伴い、大学構内での実施と
なりました。しかし、一昨年はオン
ラインでの開催であったことを思え
ば、短時間ではありますが、実際に
お互いの顔を見て交流ができたこと
は喜ばしく思えます。
　当行事は数年間共に学ぶことにな
る教員・先輩たちとの交わりを持つ
ことを目的としたものです。そのこ
とを踏まえつつ良かった点と改善
点、そして次年度への抱負を述べた
いと思います。
 まず、良かった点は対面開催ができ

　「医者になりたい」「デザイナーにな
りたい」「教師になりたい」という夢
が私に起業をさせたきっかけであり、
今なお、走り続けるための原動力と
なっている夢だ。しかし、この夢は私
の夢ではない。

　2018年4月私は、カンボジアへ行っ
た。当時高校3年だった私は、地元の
滋賀県草津市で毎週水曜日に子供の居
場所づくり事業をしていた。その事業
の中で出会う日本の子供たちの目には
希望はなく「どうせ～」という枕詞を
用いて話す子が非常に多く、夢なんて
ものを持っている子はいなかった。そ
ういった現実に私は悩み、次第に居場
所づくり事業そのものに疑問を抱くよ
うになっていく。
　そんな時にたまたま、カンボジアで
孤児院を運営している方とお出会いす
る機会があり、カンボジアの子供たち
の魅力を 3 時間みっちりとインプット
してもらう機会に恵まれた。彼曰く「カ
ンボジアの子供の目には希望がある」

「一度会ったら世界が変わる」とのこ
とで、あまりに彼が熱く、キラキラし
た目で訴えかけてくるものだから、私
は話を聞いた3か月後にはカンボジア
の土を踏んでいたのだ。（ちなみに私
の母校はバイトが禁止で、親も行きた
いなら自分でお金をためなさいと援助
は見込めなかったため、地元企業を行

脚し、思いを訴え資金を集めて行くこ
とができた。今思えばこれが人生初め
てのクラウドファンディングだったの
だろう。）

　カンボジアに着いてすぐ私は、子供
たち一人一人に夢を聞いた。するとす
ぐに皆、目をキラキラと輝かせて夢を
語りはじめる。「医者になりたい」「デ
ザイナーになりたい」「教師になりた
い」と。夢を語る彼らの目は自分がそ
の夢をかなえると信じて疑わない目
だった。また、どうしてその職業に就
きたいのかと言った理由までも明確に
持っている。
　日本の子供たちを見てきた私は、彼
らのその目に、その夢に、大きな衝撃
を受け、気が付いた時には目から涙が
あふれていた。そして自然と決意して
いたのだ。「この子たちの夢をかなえ
るために、起業をしてお金を稼ごう」
と。そして次の年から学生をカンボジ
アに連れていくツアー事業を始め、ツ
アーで得たお金を孤児院に支援するこ
とから始めることにした。これが私の
初めての起業だった。

　その後も、彼らの夢を原動力にし
て、2020 年に社会人の方と IT ベン
チャーを立ち上げた。昨年末に、そ
の会社を退社し、現在は「孫七商店」
という屋号で「Japan を日本にリブ

ランディングする」を目標に掲げ、
イスラーム教徒向け WEB アプリの
開発や地方創生事業、伝統文化リブ
ランディング事業などを軌道に乗せ
るべくひた走っている。カンボジア
と直接関係のない事業だが、この事
業で資金を作り彼らに充実した教育
と夢をかなえるためのスキルを身に
着けることのできる環境を提供する
ためにこれからも走り続ける。

　『誰がために我は行く』。私はカン
ボジアの兄弟たちの夢をかなえたい
が一心で起業を志し、今なお走り続
けている。誰がために我は行くとい
う言葉は、ほかならぬ大切な人への
ための覚悟であり、自分自身への覚
悟である。その一念を夢に乗せ、こ
れからも自分の心の向くままに起業
をしていきたいと思う。

私のチャレンジ『誰がために我は行く』 山本　龍成（学部3年次生）

卒 業 生

か ら

　「将来はグローバルに活躍できる人
になりたい。そのために宗教を学び、
国際情勢・文化・人の理解を深めた
い」。この思いを抱き、私は神学部に
入学しました。卒業後は通信会社に就
職。まもなく3年が経ち、現在は海外
駐在制度を利用し、オランダにいま
す。私にとってオランダは、学部生活
を語る上で無くてはならない存在で
す。2年次生の頃、遠藤周作の『沈
黙』と出会い、鎖国時代禍の長崎・日
蘭関係の歴史を学びました。そして、
卒業論文は、多文化共生の観点から移
民大国であるオランダを例に挙げ、寛

容な文化の育み方
を学びました。
　このコロナ禍で
の海外生活、ほぼ
100%自宅でリモー
ト勤務をしていま
す。日々の業務
は、オランダの同
僚だけでなく、ス
イス・スペイン・
日本にいる同僚、

イギリスやドイツにいるお客様と自宅か
らオンラインで繋がりながら行います。
これまでグローバルで働くといえば、自
ら海外に赴いて初めて実現されるという
イメージが先行していましたが、今では
時差さえ考慮すれば、場所を選ばず、誰
とでも働ける世界になったと身をもって
実感します。オンラインであっても、冒
頭の挨拶や合意形成の特徴でお国柄は表
れますので、相手を尊重しながら物事を
進めることが大切です。このようなグ
ローバルな環境で働く醍醐味を楽しみな
がら過ごしています。
　新しい生活様式に順応しつつも、国

際情勢はコロナ禍が浮き彫りにした
様々な社会問題に溢れており、将来に
強い不安を抱いてしまいます。オラン
ダでもコロナ政策に反対する大規模デ
モに幾度か遭遇し、社会の分断が深化
していると実感します。しかし、その
ような出来事に直面した際、ただ受け
止めるのではなく、「なぜこの価値観
の不一致は生まれるのだろうか。彼ら
とどうすれば共存できるのだろうか。
この経験から私は何を学べるだろう
か」と、私は神学的視点に立ち返りま
す。このような問いかけに向き合うこ
とで、自身が置かれている環境に意味
を見出すことができます。そして、私
なりに社会と向き合ってみようという
気持ちが芽生えるのです。
　私にとって神学部は、不確実性の高
まる現代社会に流されず、物事の本質
を見極め、前向きに生きていこうとす
る力を養えた場所でした。入学前に抱
いていた理想の自分に到達するには未
だ道半ばですが、今後どの環境に置か
れても神学部での学びを体現していた
いと思います。

今井　千夏
（2019年3月卒業）
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私のチャレンジ
卒業生から

四年間をふり返って
新入生キャンプをふり返って

四年間を振り返って
も挑戦しました。実際に
舞台で踊る演目の振付家
や作曲家について研究し
たことでさらに踊りで表
現 す る こ と が で き た と
思っています。神学や宗
教に関する学びは決して
簡単なものではなかった
ですが、深く学ぶこと、
そして深く追求すること
の大切さを身を持って知
ることができました。た
だ神学部科目とヘブライ
語にハマってしまい、一

般教養科目がギリギリという状況に陥
り、ひやひやしたものでした（笑）。
　もう一つ大学生活で印象に残ってい
ることは何人もの先生が私に声をかけ
てくださってとっても嬉しく、救われ
たのが思い出です。私は人見知りで積
極的に話しかけることが苦手ですが、
ただ我武者羅に突っ走る私を認めてく
れる先生方に出会えて本当に幸せだと
感じています。もう卒業を迎えるのか
と思うととても寂しく、勉強が恋しい
と思うくらいです。恐らく私は生涯勉
強し続けると思います…。
　大学生の間、バレエも相変わらず続

岸田　真弥（学部4年次生）

新入生キャンプを振り返って 石川　菜緒（学部3年次生）

けていました。2年次生の夏、イギリ
スへ短期留学に行ってきました。2週
間という短い期間でしたが、朝から夕
方までずっとレッスンがあり、毎日ク
タクタでした。かなりハードなバレエ
生活でしたが、有名なピアニストさん
の生演奏のピアノでレッスンができ、
自然が広がる環境でとても良い時間を
過ごすことができました。
　この4年間、猛勉強し、バレエにも
ストイックという充実した生活を送る
ことができました。支えてくれた先生
方、また家族のおかげで頑張り続ける
ことができました。本当にありがとう
ございました。

　同志社大学の神学部
は私の第一志望の学部
でした。私は高校最後
の年になっても幼い頃
から習っているバレエ
に打ち込むばかりで進
路が決まらず、勉強し
たいことがなければ、
大学に進むことを断念
しようと思っていまし
た。そんな絶望を感じ
ている時、「同志社大
学」と何となく検索し
てみると神学部が最初
に出てきたのです。興味本位にホー
ムページを覗いてみたのですが、ま
さに「これや！」と神学部にしか行
きたくないと思うようになりまし
た。そして、何とか入学することが
叶い、現在に至ります。
　実際の神学部の学びはやはり興味深
いもので、むしろ想像以上の学びが体
験できました。常に新しい知識が得ら
れ、また、違う世界を知り、とても勉強
することが楽しくなりました。同時に
「私ってこんなに無知に生きてきたん
や…」とも思わされました。また、6歳
からずっと続けているバレエの研究に

たことです。そもそも、私が新入生
キャンプスタッフをする理由は何より
新入生の不安を取り除きたいからでし
た。自分が1年次生の頃は、「仲の良
い友達ができるだろうか」「教授はど
のような人なのか」、など疑問が次々
と湧き上がり不安で押し潰されそうで
した。しかし、大学生活は楽しさや可
能性が詰まっている環境なのだと新入
生キャンプで知ることができました。
そして、不安の解消という目的の面か
ら見れば、オンラインよりも対面の方
が、コミュニケーションにおいては相
手と分かり合える「伝達感」が得られ
ると感じています。対面で開催された
ことにより、画面越しには伝わり難い
相手の雰囲気なども感じ取れたのでは
ないでしょうか。
 次に、改善点は新入生キャンプ後の
フォローアップをうまく行えなかった
ことです。神学部は人数が少ないとい
う特徴がありますが、それでも交流の
時間が短く、多くの人と関わることが
できたとは言えない状況になってしま
いました。そこで、スタッフ内で有志
を募り、継続的かつ定期的なイベント
を試みましたが、次第にその動きも停
滞し自然消滅してしまいました。
 以上を踏まえ、次年度の抱負として

は「短時間でありながらも次に繋が
る充実したイベントにする」という
点を挙げたいと思います。引き続き
新型コロナウイルスの感染拡大防止
のために実施時間が限られることが
予見できるので、今からどのように
そこを補うのか他のスタッフと話し
合っていきたいと思います。また、
実行してそこで終わりとするのでは
なく、継続的なイベントを行い完全
に新入生の不安を解消させることを
目指したいとも考えています。これ
でスタッフをするのは3年目になりま
すが、リーダーとしても悔いのない
よう努めていきます。

　神学部の恒例行事となっている「新
入生キャンプ」の振り返りをさせてい
ただきます。
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とを踏まえつつ良かった点と改善
点、そして次年度への抱負を述べた
いと思います。
 まず、良かった点は対面開催ができ
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とで、あまりに彼が熱く、キラキラし
た目で訴えかけてくるものだから、私
は話を聞いた3か月後にはカンボジア
の土を踏んでいたのだ。（ちなみに私
の母校はバイトが禁止で、親も行きた
いなら自分でお金をためなさいと援助
は見込めなかったため、地元企業を行

脚し、思いを訴え資金を集めて行くこ
とができた。今思えばこれが人生初め
てのクラウドファンディングだったの
だろう。）

　カンボジアに着いてすぐ私は、子供
たち一人一人に夢を聞いた。するとす
ぐに皆、目をキラキラと輝かせて夢を
語りはじめる。「医者になりたい」「デ
ザイナーになりたい」「教師になりた
い」と。夢を語る彼らの目は自分がそ
の夢をかなえると信じて疑わない目
だった。また、どうしてその職業に就
きたいのかと言った理由までも明確に
持っている。
　日本の子供たちを見てきた私は、彼
らのその目に、その夢に、大きな衝撃
を受け、気が付いた時には目から涙が
あふれていた。そして自然と決意して
いたのだ。「この子たちの夢をかなえ
るために、起業をしてお金を稼ごう」
と。そして次の年から学生をカンボジ
アに連れていくツアー事業を始め、ツ
アーで得たお金を孤児院に支援するこ
とから始めることにした。これが私の
初めての起業だった。

　その後も、彼らの夢を原動力にし
て、2020 年に社会人の方と IT ベン
チャーを立ち上げた。昨年末に、そ
の会社を退社し、現在は「孫七商店」
という屋号で「Japan を日本にリブ

ランディングする」を目標に掲げ、
イスラーム教徒向け WEB アプリの
開発や地方創生事業、伝統文化リブ
ランディング事業などを軌道に乗せ
るべくひた走っている。カンボジア
と直接関係のない事業だが、この事
業で資金を作り彼らに充実した教育
と夢をかなえるためのスキルを身に
着けることのできる環境を提供する
ためにこれからも走り続ける。

　『誰がために我は行く』。私はカン
ボジアの兄弟たちの夢をかなえたい
が一心で起業を志し、今なお走り続
けている。誰がために我は行くとい
う言葉は、ほかならぬ大切な人への
ための覚悟であり、自分自身への覚
悟である。その一念を夢に乗せ、こ
れからも自分の心の向くままに起業
をしていきたいと思う。

私のチャレンジ『誰がために我は行く』 山本　龍成（学部3年次生）

卒 業 生
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　「将来はグローバルに活躍できる人
になりたい。そのために宗教を学び、
国際情勢・文化・人の理解を深めた
い」。この思いを抱き、私は神学部に
入学しました。卒業後は通信会社に就
職。まもなく3年が経ち、現在は海外
駐在制度を利用し、オランダにいま
す。私にとってオランダは、学部生活
を語る上で無くてはならない存在で
す。2年次生の頃、遠藤周作の『沈
黙』と出会い、鎖国時代禍の長崎・日
蘭関係の歴史を学びました。そして、
卒業論文は、多文化共生の観点から移
民大国であるオランダを例に挙げ、寛

容な文化の育み方
を学びました。
　このコロナ禍で
の海外生活、ほぼ
100%自宅でリモー
ト勤務をしていま
す。日々の業務
は、オランダの同
僚だけでなく、ス
イス・スペイン・
日本にいる同僚、

イギリスやドイツにいるお客様と自宅か
らオンラインで繋がりながら行います。
これまでグローバルで働くといえば、自
ら海外に赴いて初めて実現されるという
イメージが先行していましたが、今では
時差さえ考慮すれば、場所を選ばず、誰
とでも働ける世界になったと身をもって
実感します。オンラインであっても、冒
頭の挨拶や合意形成の特徴でお国柄は表
れますので、相手を尊重しながら物事を
進めることが大切です。このようなグ
ローバルな環境で働く醍醐味を楽しみな
がら過ごしています。
　新しい生活様式に順応しつつも、国

際情勢はコロナ禍が浮き彫りにした
様々な社会問題に溢れており、将来に
強い不安を抱いてしまいます。オラン
ダでもコロナ政策に反対する大規模デ
モに幾度か遭遇し、社会の分断が深化
していると実感します。しかし、その
ような出来事に直面した際、ただ受け
止めるのではなく、「なぜこの価値観
の不一致は生まれるのだろうか。彼ら
とどうすれば共存できるのだろうか。
この経験から私は何を学べるだろう
か」と、私は神学的視点に立ち返りま
す。このような問いかけに向き合うこ
とで、自身が置かれている環境に意味
を見出すことができます。そして、私
なりに社会と向き合ってみようという
気持ちが芽生えるのです。
　私にとって神学部は、不確実性の高
まる現代社会に流されず、物事の本質
を見極め、前向きに生きていこうとす
る力を養えた場所でした。入学前に抱
いていた理想の自分に到達するには未
だ道半ばですが、今後どの環境に置か
れても神学部での学びを体現していた
いと思います。

今井　千夏
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●2021年度卒業・修了生

・学部 58名
・大学院博士課程（前期課程） 16名

●2021年度入学者

　⑴学部第１年次生 61 名
　⑵学部第３年次生 2 名
　⑶大学院博士課程（前期課程）
　　神学専攻 5 名
　　（内社会人特別入試合格者 1 名）
　⑷大学院博士課程（後期課程）
　　神学専攻 2 名
　　（内社会人特別入試合格者 1 名）

◆2022年度  神学部・神学研究科役職者

　学部長・研究科長　　　小原　克博
　教務主任　　　　　　　勝又　悦子
　教務（国際）主任　　　中野　泰治
　教務（入学）主任　　　森山　央朗
　大学院教務主任　　　　村上　みか
　　　　　　　　　　　　関谷　直人
　学生主任　　　　　　　木谷　佳楠
　研究主任　　　　　　　村山　盛葦

2021 年度  大学院博士課程（前期課程）修了者論文題

社会福祉法人成城会
株式会社明日葉
国家公務員（総合職） 法務省
国家公務員（一般職） 財務省税関
大阪府 警察（警察官・警察事務 等）
日本年金機構
一般財団法人関西電気保安協会
株式会社大和証券グループ本社

株式会社滋賀銀行
ダイキン工業株式会社
三井物産アグロビジネス株式会社
株式会社ＮＴＴファシリティーズ中国
株式会社ビーネックスソリューションズ
株式会社内田洋行ＩＴソリューションズ
旭化成ファーマ株式会社
アキレス株式会社

2020年度 【神学部】  主な就職先

2021 年度卒業論文のなかから
●ペルシア絵画から見るサファヴィー朝の性規範
　―リザ－・アッバースィーの作品分析を通じて―
●ムスリムミンダナオの政治経済的不平等についての一考察
　―真の和平実現への課題―
●ベツレヘムの星の予言についての一考察 ―占星術の視点から―
●企業の持続可能性とキリスト教 ―聖書を土台とした企業運営と労働観―
●オットーの「ヌミノーゼ」とユングの「元型」の比較研究
●日本における「ケガレ」の両義性と転換について
　―ダグラスと関根の人類学的アプローチに基づいて―
●サイイド・クトゥブの西洋観
　―1948 年から1951 年におけるアメリカ滞在を通じて―

●ヘブライ語聖書における戦争の思想
　―アカンの罪と戦争規定からの考察―
●日本における病と穢れの関係性についての考察
●キリスト教教育が子供の自己形成に与え得る影響
　―自尊感情の視点から―
●ルツ記についての一考察 ―異邦人問題を中心に―
●「死の舞踏」の中にある中世後期ヨーロッパの死生観
●現代イスラエルにおける宗教シオニストの女性の兵役
　―イスラエル社会の多面的変化―
●日本における文脈化神学についての考察
　―魚木忠一の「日本基督教」を中心に―

一神教学際研究コース
長砂　翼 ゼエヴ・ジャボティンスキーの連合国家に関する初期構想 ―1922 年覚書に基づく―
劉　　敬徳 刷新と継承 ―Nostra aetate の歴史連続性について―

聖書神学研究コース
雨森　絹子 πίστιςの訳と日本語訳「信仰」 ―聖書翻訳の限界と可能性―
関谷　共美 構成主義からみたパウロの回心の定義 ―喪失と悲嘆における意味再構成の視点から―
中南　悠 初期キリスト教及びラビ・ユダヤ教における病気観の諸相 ―皮膚病の場合―
大林　叡貴 ヨハネによる福音書の「エゴー・エイミー」とキリスト論
徳田　恵美奈 ルカによる福音書 17 章 20－21 節におけるイエスの「神の国」理解

歴史神学研究コース
何　　懿亭 マテオ・リッチの宣教活動とネットワーク ―明朝末期におけるキリスト教拡大に関する考察―
梅田　玲奈 ニジンスキーにおける神理解について

組織神学研究コース
上野　碧 波多野精一における「愛」の神についての考察
今井　裕也 キリスト者の社会運動の継承に関する一考察
 ―日本福音同盟（JEA）社会委員会の大嘗祭への反対運動を題材に―
鳥井　新平 被差別部落の解放をめぐる神学的考察 ―その歴史と実践を踏まえて―

実践神学研究コース
平田　康弘 コルネリウス物語における聖霊の働きの意義について ―なぜ水の洗礼より先に聖霊が注がれたのか―
太田　輝 ピエール・ベールにおける改革派思想に基づく寛容論 ―実践神学的一考察―
菅根　謙治 現代の教会学校教育における宣教の働き ―不登校支援における教育機関との連携を通して―
山下　佳穂 エルンスト・トレルチにおける複数性理解についての一考察 ―メノナイト派を中心に―
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新社会人になって
とても残念に思いますが、それ以上
に4年間を過ごした大学生活は楽し
かったですし、そこで得られた知識
と考え方は今でも日常に影響を与え
ています。
　昨年、私は IT 系の企業に就職し
ました。そこで顧客管理システムの
導入や改修などを行うチームに配属
され、システムを利用するお客様の
日々の業務を支援するようなシステ
ムを作っていく仕事をしています。
入社してからもう約1年になります
が、実はまだ5回ほどしか出勤してい
ません。研修からすべて在宅で行い、
今も家で仕事をしている状況なので、

同じチームの方の中には実際に顔を
合わせたことがない人もいます。し
かし、それぞれがラフに報告する雰
囲気ができていて、同じ空間にいな
くともスムーズに業務を進めていく
ことができています。
　みなさんもこの情勢で環境が大き
く変化して苦労が絶えないと思いま
すが、それでも困難な状況に適応し
て、周囲の方と支えあって過ごして
おられるのだと思います。大学生活
も限りがありますので、ぜひ大学で
しか得られない貴重な知識や経験を
大切にしてください。

　コロナ禍で多くのことが制限され
る毎日が続いています。私の卒業前
の1年間もほとんど大学に足を運ぶ
ことがなく終わってしまいました。

柿ヶ原　美菜
（2021年3月卒業）

新社会人になって
合っているのか不安を感じながら社
会人となりました。しかし、入社後
は上司や周りの方々に恵まれ、不安
が杞憂であったと感じるほど、やり
がいのある仕事を行いながら日々過
ごしています。
　私は地元広島県で就職活動を行
い、2021年4月より、設計事務所で
ある NTT ファシリティーズの中国
支店で働いています。現在、エリア
リレーション推進室という部署に所
属しており、中国地域の“街づくり”
を行うため、自治体に向けて営業を
しています。皆様の住む街をより良
い場所に作り上げるため、施設の新

設や改修、再生可能エネルギーの導
入等を行っています。烏丸御池近く
の旧京都電話局を改修した新風館も
弊社の街づくりの一例として挙げら
れます。
　街づくりはすぐに受注に結びつか
ない中長期的な仕事であり、街づく
りの手法にも明確な答えがありませ
ん。仕事の難しさに挫け、自分の知
識不足を痛感する時もありますが、
神学部で培った探究心を活かし、仕
事に対するより良い答えを探しなが
ら、これからも努力を続けていきた
いと思います。

　神学部を卒業して早くも1年が経と
うとしています。就職活動がコロナ
流行当初であったため、人と会わな
い閉塞的な環境の中で、企業選びが

大内　彩莉
（2021年3月卒業）

教会等赴任者 2022.3.1現在
この春、10名の方が牧師や聖書科教員と
して巣立っていきます。
平田　康弘
（京都丸太町教会）
大林　叡貴
（京都教会）
佐々木　玲哉
（岡山教会）
関谷　共美
（南大阪教会）
菅根　謙治
（霊南坂教会）

谷上　れい子
（流山教会）
徳田　恵美奈
（茨城キリスト教学園）
鳥井　新平
（近江平安教会）
梅田　玲奈
（横須賀学院）
吉村　厚信
（大阪生野教会）
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●2021年度卒業・修了生

・学部 58名
・大学院博士課程（前期課程） 16名

●2021年度入学者
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　⑵学部第３年次生 2 名
　⑶大学院博士課程（前期課程）
　　神学専攻 5 名
　　（内社会人特別入試合格者 1 名）
　⑷大学院博士課程（後期課程）
　　神学専攻 2 名
　　（内社会人特別入試合格者 1 名）

◆2022年度  神学部・神学研究科役職者

　学部長・研究科長　　　小原　克博
　教務主任　　　　　　　勝又　悦子
　教務（国際）主任　　　中野　泰治
　教務（入学）主任　　　森山　央朗
　大学院教務主任　　　　村上　みか
　　　　　　　　　　　　関谷　直人
　学生主任　　　　　　　木谷　佳楠
　研究主任　　　　　　　村山　盛葦
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●オットーの「ヌミノーゼ」とユングの「元型」の比較研究
●日本における「ケガレ」の両義性と転換について
　―ダグラスと関根の人類学的アプローチに基づいて―
●サイイド・クトゥブの西洋観
　―1948 年から1951 年におけるアメリカ滞在を通じて―

●ヘブライ語聖書における戦争の思想
　―アカンの罪と戦争規定からの考察―
●日本における病と穢れの関係性についての考察
●キリスト教教育が子供の自己形成に与え得る影響
　―自尊感情の視点から―
●ルツ記についての一考察 ―異邦人問題を中心に―
●「死の舞踏」の中にある中世後期ヨーロッパの死生観
●現代イスラエルにおける宗教シオニストの女性の兵役
　―イスラエル社会の多面的変化―
●日本における文脈化神学についての考察
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かったですし、そこで得られた知識
と考え方は今でも日常に影響を与え
ています。
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日々の業務を支援するようなシステ
ムを作っていく仕事をしています。
入社してからもう約1年になります
が、実はまだ5回ほどしか出勤してい
ません。研修からすべて在宅で行い、
今も家で仕事をしている状況なので、
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合わせたことがない人もいます。し
かし、それぞれがラフに報告する雰
囲気ができていて、同じ空間にいな
くともスムーズに業務を進めていく
ことができています。
　みなさんもこの情勢で環境が大き
く変化して苦労が絶えないと思いま
すが、それでも困難な状況に適応し
て、周囲の方と支えあって過ごして
おられるのだと思います。大学生活
も限りがありますので、ぜひ大学で
しか得られない貴重な知識や経験を
大切にしてください。

　コロナ禍で多くのことが制限され
る毎日が続いています。私の卒業前
の1年間もほとんど大学に足を運ぶ
ことがなく終わってしまいました。
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合っているのか不安を感じながら社
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は上司や周りの方々に恵まれ、不安
が杞憂であったと感じるほど、やり
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　私は地元広島県で就職活動を行
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ある NTT ファシリティーズの中国
支店で働いています。現在、エリア
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の旧京都電話局を改修した新風館も
弊社の街づくりの一例として挙げら
れます。
　街づくりはすぐに受注に結びつか
ない中長期的な仕事であり、街づく
りの手法にも明確な答えがありませ
ん。仕事の難しさに挫け、自分の知
識不足を痛感する時もありますが、
神学部で培った探究心を活かし、仕
事に対するより良い答えを探しなが
ら、これからも努力を続けていきた
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　神学部を卒業して早くも1年が経と
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アダ・タガー・コヘン

　コロナ禍の中で2年が瞬く間に過ぎ去
りました。普通ではない生活が続き、普
通の生活が戻ることを願うこと以外、何
が起きたか思い出すのが難しいほどで
す。この1年で、学生たちとの新しい関
係が生まれました。彼らの若く興味にあ
ふれる顔をZoomを通して見ることは、
悲しくストレスフルなこの時期に幸福な
気持ちを与えてくれました。学生たちは
大変な環境にもかかわらず、一生懸命授
業に臨み、そのため教育のレベルが衰え
ることはありませんでした。 
　今年も、CISMORの所長としての仕
事が多くあり、春学期・秋学期共に
Zoomを使ってたくさんの研究活動を行
うことができました。一神教学は一般
の方々にも興味のあるものであり、そ
のためいくつかの公開公演会を開催し
ました。また、CISMORの若手研究員
たちは、宗教ごとに特別の研究グルー
プを設け、今年度それぞれ特別な研究
会を行いました。私もすべてに参加し
ましたが、非常に高いレベルの研究で
あることが分かりました。
　私自身の研究も今年度はとても実り
あるものでした。2022年が皆さんに
とって、健康と仕事の両方の面で充実
することを願っています！

越後屋　朗

　昨年4月からキリスト教文化センター
所長を務めています。月曜日から金曜
日まで毎日今出川に来ています。こう
したことは入社1年目以来です。と言っ
ても、この3月末で個人的事情により辞
めさせていただくので、4月から（なま
けもの）ペースに戻ります。キリ文の
所長職はやはり私には合わなかったよ
うです。
　忙しくしてきましたので、研究の方
はあまり進んでいませんが、「ナル表現」
の認知言語学的研究の集まり（他大学）
にちょっと加えさせていただいており、
研究成果を書籍にまとめるということ
で、私も先日論文を寄稿しました。こ
れを機会に、ここ数年考えている複数
のテーマをひとつずつ論文にまとめら
れたらと思っています。
　昨年10月10日に野本真也先生がお亡
くなりになりました。学生時代、留学
期間、そして、同志社に入社後も、公私

ともにずっとお世話になりました。今
こうして同志社にいられるのも先生の
おかげです。ただただ感謝の気持ちで
いっぱいです。ほんとうにありがとう
ございました。

石川　立

　毎年、解釈学関係の書物を読む授業を
開講しています。21年度も、シセルトン

（Thiselton）の小さな本 Why Hermeneutics?
と、講演 Can the Bible Mean Whatever We Want 
it to Mean? を受講生の皆さんと読みまし
た。シセルトンは、おもにガダマーと
リクールの解釈学的な関心を、聖書学
の分野で継承するベテランの研究者で
す。この二つの小冊子の読みを通して、
聖書理解に関する多くの示唆を得るこ
とができました。ただ残念なのは、両
者共、薄い本ではありますが、もっぱ
ら受講生の訳を確認することに時間を
取られ、解釈学の知見を掘り下げる議
論が十分にできなかったことです。私
個人の研究の関心は多方面に広がって
います。解釈学の分野に限っても、ハ
イデガー、ヴィトゲンシュタイン、カー
ル・バルトという現代の古典を見落と
すことはできないと思っていますし、
今後も、彼らの後継者であるフックス、
エーベリング、ガダマー、リクール、
ユンゲル、ダルフェルトらの著作とぼ
つぼつと付き合っていくつもりでおり
ます。

勝又　悦子

　コロナ仕様授業も2年目、授業動画の
作成、You Tube へのアップ、Zoom や
らハイフレックスやら、多少は慣れて
きたものの、少し時間が経つと操作を
忘れてしまい、機材の前で「あ゛あ゛
あ゛ーっ」と頭を抱えること頻回。コ
ロナの間に論文や中断したままの翻訳
を進めればいいのに、ろくに進まず

「あ゛あ゛あ゛ーっ」と自己嫌悪。そん
ななか、「地の塩」プロジェクトでは、
コロナの束の間の小康状態に止揚学園
に見学ワークショップに行かせていただ
けたのが幸いでした。秋には、CISMOR
で「巨人」伝承をめぐって古代オリエ
ントからユダヤ、キリスト教、中世ヨー
ロッパ、イスラームを縦横断するシン
ポジウムを開催しました。論集にまと
める予定ですが、「あ゛あ゛あ゛ーっ」

とならないように早めに取りかかろう
と何度思っていることか。そして、こ
の原稿も「あ゛あ゛あ゛ーっ」と呻き
ながら締め切り日に書いています。

木谷　佳楠

　今年度の授業は演習科目を対面にし、
講義科目をオンラインで実施しました。
朝9時の授業をオンラインにしたところ
登録者が倍増したので、時間帯によっ
てはオンライン授業の方が好まれるこ
ともあるようです。今年の1月には新島
襄召天記念礼拝で新島学園を訪問させ
ていただきました。会衆と共に讃美歌
を歌うのは2年ぶりで、恵まれたひと時
でした。研究面では、終末論的観点か
ら気候変動についての研究を進めてい
ます。昨年からプリンストン神学研究
所の「宗教と環境」研究プロジェクト
に参加し、月1度の研究会に出ています。
10月には研究所主催のHopes for COP26
というウェビナーで神学者の立場から
COP26に期待することについて発表し
ました。夏には地球環境産業技術研究
機構で共同研究をさせていただき、そ
の成果を今年の1月にエネルギー・資源
学会で発表しました。環境学での学び
を神学との学際研究として活かしたい
と思っています。

小原　克博

　今年度は、共編著として、同志社大
学良心学研究センター編『良心から科
学を考える──パンデミック時代の良
心』や 、天理大学附属おやさと研究所
編『エコロジーと宗教性の深化』（学術
研究出版）を刊行しました。また、近々
刊行される島薗進ほか編『宗教信仰復
興と現代社会』に「プロテスタント─
─再生と抵抗の原理としての信仰復興
運動」を寄稿しました。
　コロナ関係やオンライン教育関係の
講演も多数行いましたが、昨年末、ア
ムネスティ・インターナショナル日本
で「死刑制度と良心」について話した
のは、これまでの思索のよい総括とな
りました。サイドビジネスのような形
で進めてきた良心学が少しずつ社会的
に認知されてきたことも、ありがたい
ことです。
　コロナ禍で教育も多くの制限を受け
る中、11月には学生たちと恒例のびわ
湖サイクリングを行いました。新年度
は、対面授業の割合が大きくなりそう
ですが、オンライン教育の次のステッ
プを模索し続けたいと考えています。

三輪　地塩

　公私ともに学びの多い一年でした。学
会では「日本組合基督教会と日本基督教
会の合同問題」に関する発表を行いまし
た。現在は「日本プロテスタント史にお
ける葬儀史」の原稿を精査中です。また、
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「香港のための祈祷会」という超教派牧
師による集まりにも携わり、現在活動報
告を書籍化するため拙稿を執筆中です。
所属する教派から発行する冊子、『日本
キリスト教会年表（1998年～2019年）』
の編集も行なっており、今年の夏以降に
出版する予定です。また、新たに取り組
む課題としては、人文科学研究所第 21
期部門研究会の兼担研究員（代表・森田
喜基 准教授）を仰せつかり、「会衆派教
会の研究」を改革･長老主義神学の視点
から研究していく予定です。
　過ぐる 1 年、風光明媚な京都の町並み、
桜、新緑、紅葉、雪景色などを楽しみ
たいと思っていましたが、残念ながら
そのような余裕はありませんでした。
2022年度は、「ぶらり京都散歩」が出来
るよう願っています。

森山　央朗

　引き続きのコロナで、出張も現地史
料調査も行けない1年でした。オンライ
ンの学会・研究会にも慣れましたが、
そろそろ落ち着いてくれればと思って
います。
　ここ1年ほどの研究成果としては、
2018年度の在外研究に基づき、『日本中
東学会年報』（36-2）に英文の小特集を
出しました。ご寄稿いただいた卒業生
の山本直輝さん、原稿の取りまとめを
手伝ってくれた天野優さん、ありがと
うございました。また、岩波講座『世
界歴史』の原稿を、艱難辛苦の末によ
うやく脱稿しました。担当は、第8巻の「ウ
ラマーの出現とイスラーム諸学の成立」
という章です。授業で話してきたこと
とも大分かぶるのですが、2022年の春か
ら夏あたりに出版の見込みとのことで
すので、書店などで見かけたら手に取っ
てもらえると嬉しいです。
　ところで私、昨年は年男でして、次
回で干支を一周。「少年易老學難成」と
いう月並みな言葉が、頭の中をめぐる
今日この頃です。

村上　みか

　引き続きコロナ対応に追われた一年で
したが、昨年度よりは動きやすくなり、
院ゼミだけでなく、学部ゼミでもフィー
ルド・ワークを行いました。京都ハリス
トス正教会では、教会文化の違いに加え
て、キリスト教の歴史理解も異なること
を知り、歴史神学の方法論について改め
て考える機会となりました。京都バプテ
スト教会（同盟）では、美しく清々しさ
を感じさせるヴォーリスの建築を鑑賞し、
会衆派よりもリベラルな教会運営のあり
方を学びました。学部ゼミでは京都のキ
リスト教や宗教の歴史を訪ね歩き、現在
も続く実践活動を体感しつつ、4年間に
神学部で培った各自の宗教理解や研究の
総まとめを行いました。
　この春に『キリスト教神学命題集－
ユスティノスから J. コーンまで』（共編

著、日本キリスト教団出版局）が出版
されます。古代から現代までの重要な
神学命題を集め、解説したものです。
神学の学びにぜひお役立てください。

『一冊でわかるキリスト教史』（共著）
も第4版が出されます。こちらも手にお
取りいただければ幸いです。

村山　盛葦

　2021年度も健康が支えられ無事に終
えることができ感謝です。今年は学部
の研究主任として『基督教研究』の発
行や図書室2階展示コーナーの作成をし
ました（テーマ：「地の塩」石田英雄の
歩み。ホームページで閲覧可能）。研究
の方は、1コリント書15章の「死者の代
理洗礼」や「イエスの幼時物語」など
をぼちぼちリサーチしています。1月に
は CISMOR と IKTINOS（韓国の神学
情報ネットワーク）共催のワークショッ
プで英語の発題（“Paul and the Use of 
the Scripture in the letter to the 
Romans”）を行いました。学会は、西
日本新約聖書学会（6月@Zoom）と日
本新約学会（9月@Zoom）に参加しま
した。その他では、北六甲教会（8月）、
阿倍野教会（10月）での説教や、同志
社女子中高のアドベンド礼拝説教（12
月）を担当しました。
　2022年度は、動画配信と教室（ディ
スカッション）を組み合わせた授業を
試みます（「新約聖書解釈学1，2」）。従
来の一方通行的な講義形式ではなく、
学生と教員、および学生同士の活発な
コミュニケーションを促進し、教員・
学生のラーニング・コミュニティの構
築を目指します。また、入門クラス（「新
約聖書学入門1，2」）では、完全インター
ネット授業とし、場所や時間に制約さ
れずに主体的に学ぶ機会を提供します

（オンライン聴講制度有り）。学問や教
育の本質を保持しながら、この世の変
化に柔軟に対応して行きたいと思って
います。遅々として進まない、NTJ（新
約聖書注解シリーズ・日本キリスト教
団出版局）の「第一コリント書」の執
筆も頑張ります！！

中野　泰治

　2021年度は、人生の意味を再度考えた
年でした（1度目は高校時代）。年齢的に
40代後半になり、これでいいのだろうか、
これからどう生きたらいいのだろうかと
日々考えておりました。私はトルストイ
に影響を受けたクリスチャンであり、カ
ミュに影響を受けた懐疑主義者でもあり
ます。そうした思念の日々のなかで自分
なりの新たな答えを出して、さあこれか
らも頑張ろうと思いなおした年でもあり
ます。研究では、「クエーカーの合議形
式の特性と民主制への応用可能性」を
テーマにした科研費の最終年度というこ
ともあり、これまでの研究の積み重ねが
一気に集約した感じがしております。次

の『基督教研究』で成果を発表する予
定です。もちろんこれで終わりではな
いので、続けて研究をさらに重ねたい
と考えております。昨年は在外研究で
授業がありませんでしたが、今年から
授業を再開して、学生とのやり取りの
なかでその楽しさを改めて噛み締めた
年でもありました。

関谷　直人

　昨年の2月に自分の父を天に送り、10
月には神学部における恩師、教員とし
ては先輩、牧師としては同労者であっ
た野本真也先生を天に送りました。そ
の前後の関わりの中で「二人の父」を
同じ年になくした思いがした一年でし
た。これで学生時代に神学部で教えて
いただいた、私にとっての「先生」は
お二人が残るのみとなりましたが、そ
うこうしているうちに自分自身がそろ
そろ「役職定年」を数年後に控える年
齢となり、なにも始まっていない間に

「終活」に入ってしまったような少し情
けない気分です。
　野本先生の召天に伴って昨年の11月
から22年の3月末まで、日本キリスト教
団賀茂教会の主任代務者の務めを果た
しました。そこでの臨時総会で議長と
して賀茂教会の後任人件を決議できた
ことで、野本先生との約束の1つを果た
せたように思います。コロナの感染状
況によって右往左往させられた教会の
礼拝でしたが、それでもZoomを通して
1日も欠かさず礼拝を続けられたことは
感謝でした。

四戸　潤弥

　昨年度、新型コロナ禍緊急事態宣言
で中止だったタフスィール（クルアー
ン解釈）公開研究会が再開され7月に発
表を行った。9月に日本宗教学会第80回
学術大会で「イスラームにおける男女平
等の考察　―男女の離婚権を通じて―」
を行い、婚資（婚姻に伴う贈与）がイ
スラーム以外の宗教でも行われてきた
慣行であること、婚姻契約の構成要素
でないことを軸に、婚資の返還の有無
が夫、あるいは妻からの離婚請求権と
相関関係を持ち、婚資が婚姻生活の期
待権であることを明らかにした。12月
下旬に日本ムスリム協会とUAEドバイ
首長慈善協会の支援で同志社大学イス
ラーム食文化講座を大学内複数教員連
携授業の形で開催した。また、コロナ禍
で1年期間延長した科研基盤研究（C）
「日本におけるイスラーム法学の先駆
者アフマド有賀文八郎の原資料の研究
と整理」を終えることができた。年度末
には英文論稿Silk Road of Japan via China 
in the 7th Century and the Concepts of 
Grace, Islam, and Ibāḍī Muslims in a 
Structural Analysis of the Teaching of 
Islam. " The Silk Roads between China and 
Oman" (vol. 16) が発刊された。
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アダ・タガー・コヘン

　コロナ禍の中で2年が瞬く間に過ぎ去
りました。普通ではない生活が続き、普
通の生活が戻ることを願うこと以外、何
が起きたか思い出すのが難しいほどで
す。この1年で、学生たちとの新しい関
係が生まれました。彼らの若く興味にあ
ふれる顔をZoomを通して見ることは、
悲しくストレスフルなこの時期に幸福な
気持ちを与えてくれました。学生たちは
大変な環境にもかかわらず、一生懸命授
業に臨み、そのため教育のレベルが衰え
ることはありませんでした。 
　今年も、CISMORの所長としての仕
事が多くあり、春学期・秋学期共に
Zoomを使ってたくさんの研究活動を行
うことができました。一神教学は一般
の方々にも興味のあるものであり、そ
のためいくつかの公開公演会を開催し
ました。また、CISMORの若手研究員
たちは、宗教ごとに特別の研究グルー
プを設け、今年度それぞれ特別な研究
会を行いました。私もすべてに参加し
ましたが、非常に高いレベルの研究で
あることが分かりました。
　私自身の研究も今年度はとても実り
あるものでした。2022年が皆さんに
とって、健康と仕事の両方の面で充実
することを願っています！

越後屋　朗

　昨年4月からキリスト教文化センター
所長を務めています。月曜日から金曜
日まで毎日今出川に来ています。こう
したことは入社1年目以来です。と言っ
ても、この3月末で個人的事情により辞
めさせていただくので、4月から（なま
けもの）ペースに戻ります。キリ文の
所長職はやはり私には合わなかったよ
うです。
　忙しくしてきましたので、研究の方
はあまり進んでいませんが、「ナル表現」
の認知言語学的研究の集まり（他大学）
にちょっと加えさせていただいており、
研究成果を書籍にまとめるということ
で、私も先日論文を寄稿しました。こ
れを機会に、ここ数年考えている複数
のテーマをひとつずつ論文にまとめら
れたらと思っています。
　昨年10月10日に野本真也先生がお亡
くなりになりました。学生時代、留学
期間、そして、同志社に入社後も、公私

ともにずっとお世話になりました。今
こうして同志社にいられるのも先生の
おかげです。ただただ感謝の気持ちで
いっぱいです。ほんとうにありがとう
ございました。

石川　立

　毎年、解釈学関係の書物を読む授業を
開講しています。21年度も、シセルトン

（Thiselton）の小さな本 Why Hermeneutics?
と、講演 Can the Bible Mean Whatever We Want 
it to Mean? を受講生の皆さんと読みまし
た。シセルトンは、おもにガダマーと
リクールの解釈学的な関心を、聖書学
の分野で継承するベテランの研究者で
す。この二つの小冊子の読みを通して、
聖書理解に関する多くの示唆を得るこ
とができました。ただ残念なのは、両
者共、薄い本ではありますが、もっぱ
ら受講生の訳を確認することに時間を
取られ、解釈学の知見を掘り下げる議
論が十分にできなかったことです。私
個人の研究の関心は多方面に広がって
います。解釈学の分野に限っても、ハ
イデガー、ヴィトゲンシュタイン、カー
ル・バルトという現代の古典を見落と
すことはできないと思っていますし、
今後も、彼らの後継者であるフックス、
エーベリング、ガダマー、リクール、
ユンゲル、ダルフェルトらの著作とぼ
つぼつと付き合っていくつもりでおり
ます。

勝又　悦子

　コロナ仕様授業も2年目、授業動画の
作成、You Tube へのアップ、Zoom や
らハイフレックスやら、多少は慣れて
きたものの、少し時間が経つと操作を
忘れてしまい、機材の前で「あ゛あ゛
あ゛ーっ」と頭を抱えること頻回。コ
ロナの間に論文や中断したままの翻訳
を進めればいいのに、ろくに進まず

「あ゛あ゛あ゛ーっ」と自己嫌悪。そん
ななか、「地の塩」プロジェクトでは、
コロナの束の間の小康状態に止揚学園
に見学ワークショップに行かせていただ
けたのが幸いでした。秋には、CISMOR
で「巨人」伝承をめぐって古代オリエ
ントからユダヤ、キリスト教、中世ヨー
ロッパ、イスラームを縦横断するシン
ポジウムを開催しました。論集にまと
める予定ですが、「あ゛あ゛あ゛ーっ」

とならないように早めに取りかかろう
と何度思っていることか。そして、こ
の原稿も「あ゛あ゛あ゛ーっ」と呻き
ながら締め切り日に書いています。

木谷　佳楠

　今年度の授業は演習科目を対面にし、
講義科目をオンラインで実施しました。
朝9時の授業をオンラインにしたところ
登録者が倍増したので、時間帯によっ
てはオンライン授業の方が好まれるこ
ともあるようです。今年の1月には新島
襄召天記念礼拝で新島学園を訪問させ
ていただきました。会衆と共に讃美歌
を歌うのは2年ぶりで、恵まれたひと時
でした。研究面では、終末論的観点か
ら気候変動についての研究を進めてい
ます。昨年からプリンストン神学研究
所の「宗教と環境」研究プロジェクト
に参加し、月1度の研究会に出ています。
10月には研究所主催のHopes for COP26
というウェビナーで神学者の立場から
COP26に期待することについて発表し
ました。夏には地球環境産業技術研究
機構で共同研究をさせていただき、そ
の成果を今年の1月にエネルギー・資源
学会で発表しました。環境学での学び
を神学との学際研究として活かしたい
と思っています。

小原　克博

　今年度は、共編著として、同志社大
学良心学研究センター編『良心から科
学を考える──パンデミック時代の良
心』や 、天理大学附属おやさと研究所
編『エコロジーと宗教性の深化』（学術
研究出版）を刊行しました。また、近々
刊行される島薗進ほか編『宗教信仰復
興と現代社会』に「プロテスタント─
─再生と抵抗の原理としての信仰復興
運動」を寄稿しました。
　コロナ関係やオンライン教育関係の
講演も多数行いましたが、昨年末、ア
ムネスティ・インターナショナル日本
で「死刑制度と良心」について話した
のは、これまでの思索のよい総括とな
りました。サイドビジネスのような形
で進めてきた良心学が少しずつ社会的
に認知されてきたことも、ありがたい
ことです。
　コロナ禍で教育も多くの制限を受け
る中、11月には学生たちと恒例のびわ
湖サイクリングを行いました。新年度
は、対面授業の割合が大きくなりそう
ですが、オンライン教育の次のステッ
プを模索し続けたいと考えています。

三輪　地塩

　公私ともに学びの多い一年でした。学
会では「日本組合基督教会と日本基督教
会の合同問題」に関する発表を行いまし
た。現在は「日本プロテスタント史にお
ける葬儀史」の原稿を精査中です。また、

研究室から 研究室から
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「香港のための祈祷会」という超教派牧
師による集まりにも携わり、現在活動報
告を書籍化するため拙稿を執筆中です。
所属する教派から発行する冊子、『日本
キリスト教会年表（1998年～2019年）』
の編集も行なっており、今年の夏以降に
出版する予定です。また、新たに取り組
む課題としては、人文科学研究所第 21
期部門研究会の兼担研究員（代表・森田
喜基 准教授）を仰せつかり、「会衆派教
会の研究」を改革･長老主義神学の視点
から研究していく予定です。
　過ぐる 1 年、風光明媚な京都の町並み、
桜、新緑、紅葉、雪景色などを楽しみ
たいと思っていましたが、残念ながら
そのような余裕はありませんでした。
2022年度は、「ぶらり京都散歩」が出来
るよう願っています。

森山　央朗

　引き続きのコロナで、出張も現地史
料調査も行けない1年でした。オンライ
ンの学会・研究会にも慣れましたが、
そろそろ落ち着いてくれればと思って
います。
　ここ1年ほどの研究成果としては、
2018年度の在外研究に基づき、『日本中
東学会年報』（36-2）に英文の小特集を
出しました。ご寄稿いただいた卒業生
の山本直輝さん、原稿の取りまとめを
手伝ってくれた天野優さん、ありがと
うございました。また、岩波講座『世
界歴史』の原稿を、艱難辛苦の末によ
うやく脱稿しました。担当は、第8巻の「ウ
ラマーの出現とイスラーム諸学の成立」
という章です。授業で話してきたこと
とも大分かぶるのですが、2022年の春か
ら夏あたりに出版の見込みとのことで
すので、書店などで見かけたら手に取っ
てもらえると嬉しいです。
　ところで私、昨年は年男でして、次
回で干支を一周。「少年易老學難成」と
いう月並みな言葉が、頭の中をめぐる
今日この頃です。

村上　みか

　引き続きコロナ対応に追われた一年で
したが、昨年度よりは動きやすくなり、
院ゼミだけでなく、学部ゼミでもフィー
ルド・ワークを行いました。京都ハリス
トス正教会では、教会文化の違いに加え
て、キリスト教の歴史理解も異なること
を知り、歴史神学の方法論について改め
て考える機会となりました。京都バプテ
スト教会（同盟）では、美しく清々しさ
を感じさせるヴォーリスの建築を鑑賞し、
会衆派よりもリベラルな教会運営のあり
方を学びました。学部ゼミでは京都のキ
リスト教や宗教の歴史を訪ね歩き、現在
も続く実践活動を体感しつつ、4年間に
神学部で培った各自の宗教理解や研究の
総まとめを行いました。
　この春に『キリスト教神学命題集－
ユスティノスから J. コーンまで』（共編

著、日本キリスト教団出版局）が出版
されます。古代から現代までの重要な
神学命題を集め、解説したものです。
神学の学びにぜひお役立てください。

『一冊でわかるキリスト教史』（共著）
も第4版が出されます。こちらも手にお
取りいただければ幸いです。

村山　盛葦

　2021年度も健康が支えられ無事に終
えることができ感謝です。今年は学部
の研究主任として『基督教研究』の発
行や図書室2階展示コーナーの作成をし
ました（テーマ：「地の塩」石田英雄の
歩み。ホームページで閲覧可能）。研究
の方は、1コリント書15章の「死者の代
理洗礼」や「イエスの幼時物語」など
をぼちぼちリサーチしています。1月に
は CISMOR と IKTINOS（韓国の神学
情報ネットワーク）共催のワークショッ
プで英語の発題（“Paul and the Use of 
the Scripture in the letter to the 
Romans”）を行いました。学会は、西
日本新約聖書学会（6月@Zoom）と日
本新約学会（9月@Zoom）に参加しま
した。その他では、北六甲教会（8月）、
阿倍野教会（10月）での説教や、同志
社女子中高のアドベンド礼拝説教（12
月）を担当しました。
　2022年度は、動画配信と教室（ディ
スカッション）を組み合わせた授業を
試みます（「新約聖書解釈学1，2」）。従
来の一方通行的な講義形式ではなく、
学生と教員、および学生同士の活発な
コミュニケーションを促進し、教員・
学生のラーニング・コミュニティの構
築を目指します。また、入門クラス（「新
約聖書学入門1，2」）では、完全インター
ネット授業とし、場所や時間に制約さ
れずに主体的に学ぶ機会を提供します

（オンライン聴講制度有り）。学問や教
育の本質を保持しながら、この世の変
化に柔軟に対応して行きたいと思って
います。遅々として進まない、NTJ（新
約聖書注解シリーズ・日本キリスト教
団出版局）の「第一コリント書」の執
筆も頑張ります！！

中野　泰治

　2021年度は、人生の意味を再度考えた
年でした（1度目は高校時代）。年齢的に
40代後半になり、これでいいのだろうか、
これからどう生きたらいいのだろうかと
日々考えておりました。私はトルストイ
に影響を受けたクリスチャンであり、カ
ミュに影響を受けた懐疑主義者でもあり
ます。そうした思念の日々のなかで自分
なりの新たな答えを出して、さあこれか
らも頑張ろうと思いなおした年でもあり
ます。研究では、「クエーカーの合議形
式の特性と民主制への応用可能性」を
テーマにした科研費の最終年度というこ
ともあり、これまでの研究の積み重ねが
一気に集約した感じがしております。次

の『基督教研究』で成果を発表する予
定です。もちろんこれで終わりではな
いので、続けて研究をさらに重ねたい
と考えております。昨年は在外研究で
授業がありませんでしたが、今年から
授業を再開して、学生とのやり取りの
なかでその楽しさを改めて噛み締めた
年でもありました。

関谷　直人

　昨年の2月に自分の父を天に送り、10
月には神学部における恩師、教員とし
ては先輩、牧師としては同労者であっ
た野本真也先生を天に送りました。そ
の前後の関わりの中で「二人の父」を
同じ年になくした思いがした一年でし
た。これで学生時代に神学部で教えて
いただいた、私にとっての「先生」は
お二人が残るのみとなりましたが、そ
うこうしているうちに自分自身がそろ
そろ「役職定年」を数年後に控える年
齢となり、なにも始まっていない間に

「終活」に入ってしまったような少し情
けない気分です。
　野本先生の召天に伴って昨年の11月
から22年の3月末まで、日本キリスト教
団賀茂教会の主任代務者の務めを果た
しました。そこでの臨時総会で議長と
して賀茂教会の後任人件を決議できた
ことで、野本先生との約束の1つを果た
せたように思います。コロナの感染状
況によって右往左往させられた教会の
礼拝でしたが、それでもZoomを通して
1日も欠かさず礼拝を続けられたことは
感謝でした。

四戸　潤弥

　昨年度、新型コロナ禍緊急事態宣言
で中止だったタフスィール（クルアー
ン解釈）公開研究会が再開され7月に発
表を行った。9月に日本宗教学会第80回
学術大会で「イスラームにおける男女平
等の考察　―男女の離婚権を通じて―」
を行い、婚資（婚姻に伴う贈与）がイ
スラーム以外の宗教でも行われてきた
慣行であること、婚姻契約の構成要素
でないことを軸に、婚資の返還の有無
が夫、あるいは妻からの離婚請求権と
相関関係を持ち、婚資が婚姻生活の期
待権であることを明らかにした。12月
下旬に日本ムスリム協会とUAEドバイ
首長慈善協会の支援で同志社大学イス
ラーム食文化講座を大学内複数教員連
携授業の形で開催した。また、コロナ禍
で1年期間延長した科研基盤研究（C）
「日本におけるイスラーム法学の先駆
者アフマド有賀文八郎の原資料の研究
と整理」を終えることができた。年度末
には英文論稿Silk Road of Japan via China 
in the 7th Century and the Concepts of 
Grace, Islam, and Ibāḍī Muslims in a 
Structural Analysis of the Teaching of 
Islam. " The Silk Roads between China and 
Oman" (vol. 16) が発刊された。
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■2021年度の様子
　同志社大学は対面授業を基本として
2021年度を開始しました。大規模クラ
スは原則的にオンラインで行われるた
め、キャンパスはコロナ前と同じよう
に学生であふれているわけではありま
せんが、昨年度と比べるなら、明らか
に活気が戻ってきました。
　神学部の授業の様子を少しだけ紹介
させていただきます。コロナ禍による
制限があるとはいえ、学生たちには
キャンパスの外で社会の現実に向き
合ってもらいたいと願い、神学部で
は、今年度春学期に「宗教と社会活
動」という科目を新たに開講しまし
た。これは、止揚学園でのフィールド
ワークを中心とする「宗教と社会福
祉」（今年度、コロナのため休講とな
りました）と対になるものです。「宗
教と社会活動」では、障がい者地域生
活支援センター「あいりん」などを含
む「愛隣館」、路上生活者支援のため
の活動を行なっている「きょうと夜ま
わりの会」、多様な背景を持った人々
に働きの場を提供している「バザール
カフェ」などをフィールドワークの場
としており、そこで得られた経験を持
ち寄って、教室で報告や議論をしてい
ます。この科目の前提となる、キリス
ト教や聖書と社会事業の関係などの基
本的な知識は、オンデマンド動画で学
ぶことになっています。
　秋学期も対面授業が継続されまし
た。昨年末頃までは全国的に感染が収
まり、これまで自粛していた様々な活
動が再開され、街も賑わいを取り戻し
ていました。私の学部ゼミでは、秋に
ビワイチ（びわ湖サイクリング）を恒
例としていますが、コロナの中、学生
の体力が低下していることも考慮し
て、ショートコースで実施しました。
とはいえ、出発から、みぞれ混じりの
冷たい雨に吹きさらされ、ふらふらの

状態で初日を終えました。予期せぬ自
然の過酷さは教室では味わえないもの
ですが、こうしたキャンパス外アク
ティビティも、生きた神学教育のため
には欠かせないと考えています。写真
は、晴天に恵まれた2日目に立ち寄った
近江八幡・ラコリーナで撮影したもの
です。

■今後の神学教育
　──神学部を「深山大沢」に
　上述の「宗教と社会活動」や「宗教
と社会福祉」のような新しい取り組み
を、目下、ALL DOSHISHA教育推進プ
ログラム「社会実践のためのブレン
ディッド・ラーニングの構築─「地の
塩」プロジェクト」（2019～2024年
度）の一環として進め、神学教育のさ
らなる展開を目指しています。ブレン
ディッド・ラーニングは、オンデマン
ド動画と対面授業（アクティブ・ラー
ニング）を効果的に組み合わせた授業
です。ただ聞くだけの一方通行の授業
を減らし、学生と教員、学生同士が親
密な議論を交わす中で学びを深めてい

く授業を増やしていきたいと考えてい
ます。
　神学部では、ブレンディッド・ラー
ニングの他、対面とオンラインのリア
ルタイムの参加を可能にするハイブ
リッド型授業や、曜日講時の指定のな
いインターネット授業（オンデマンド
動画による学び）もすでに実施してい
ます。今後もオンラインを含む最先端
の教育方法を追求し、学びの多様性を
拡充しつつ、それを上記「地の塩」プ
ロジェクトが目指しているように、新
島襄によって基礎づけられた伝統と結
びつけ、その伝統を刷新・実践する人
物を輩出できればと願っています。
　2021年度から開始したオンライン聴
講生制度については周知を図りなが
ら、将来の本格的なリカレント教育に
つなげていきたいと考えています。神
学部の教育コンテンツを広く社会に発
信し、神学部での学びに関心を持って
もらうための「神学部・神学研究科
オープンコースウェア（OCW）」は、
今年3月に公開予定です。ぜひ、ご覧に
なってください。
　最晩年の新島の学校観・大学観を
もっとも明瞭に語る言葉として、彼が
繰り返し強調した「深山大沢」があり
ます。「「深山大沢、龍蛇を生ず」の
句を服贋し」（『新島襄の手紙』、298
頁）、「我が校をして深山大沢のごと
くになし、小魚も生長せしめ、大魚も
自在に発育せしめ」（同、316頁）など
が、その代表的なものですが、新島に
とって「深山大沢」は学校（キャンパ
ス）の理想像でありました。「深山大
沢」を現代的な言葉で言い換えれば、
「人を生かし、育てるための多様性に
満ちた環境」として理解することがで
きるでしょう。「深山大沢」となる神
学部・神学研究科を目指したいと願っ
ています。

神学部長・神学研究科長  小原  克博

神学部・神学研究科の近況報告

牧会者準備セミナー

　今回で13回目の開催となる「牧会者
準備セミナー 2022」は2022年2月16日

（水）から8日（金）にかけて、Zoom を用
いてのオンライン開催の形で行われま
した。牧会者準備セミナーは同志社大
学神学部と全国同信伝道会教職養成部
門委員会との共催により、牧会を志す
神学研究科生と、牧会の現場での働き
に就いて3年以内の教師を参加対象と
し、キリスト教宣教に携わっていくた
めの実践的トレーニングと修養の場と
なっています。
　例年、同志社びわこリトリートセン
ターを会場として2泊3日のプログラム
での開催としてきましたが、2020 年初
頭からの感染状況により会場に集まっ
ての開催が困難となりました。セミ
ナーを企画・準備する教職養成部門委
員会では、牧会者準備セミナー2021の
企画を始める2020年の時点から、どの
ような形で開催するか、セミナー自体
を中止する可能性も含めて検討しまし
た。検討の結果、通常の形での開催は
不可能であるが、感染症の状況によっ
て牧会の現場や学びの場においては
様々な影響が出ていることが考えら
れ、かつて経験したことの無いような
状況下で宣教の場に携わる者が思いを
共有する場が、今だからこそ必要なの
ではないかという結論に至り、オンラ
イン開催の形で牧会者準備セミナーを
今年も前年と同様の形で開催をしまし
た。
　今回のセミナー参加者は講師5名、
経験3年以内の教師10名、牧会志望の
学生10名、神学部教員2名、委員9名の
合計36名でした。プログラムは大別し

牧会者準備セミナー
全国同信伝道会教職養成部門委員会委員長  加藤俊英

越川弘英先生（同志社大学キリスト教
文化センター教授）に、「国際、女性、
奴隷～わたしの経験から思うこと」と
題して上内鏡子先生（神戸イエス団教
会牧師）に、「学校と教会という二つ
の現場から」と題して中川好幸先生（同
志社小学校宗教科教諭／西田町教会牧
師）に担当していただき、参加者はそ
れぞれの関心に従って3つのクラスに
分かれて受講し、それぞれのテーマに
沿って、現在の状況に向き合いながら
牧会者として出来ることとは何かを考
える時となりました。
　また開会礼拝では、石川立先生（同
志社大学神学部教授）から「イエスの
まなざし」と題してメッセージをいた
だきセミナーを開始しました。閉会礼
拝では西澤他喜衛先生（全国同信伝道
会会長）から「憐れみを受けた者とし
て、この務めをゆだねられているので」
と題してメッセージをいただいて、そ
れぞれの場へと送り出されていきまし
た。
　牧会者準備セミナーの開催が2年連
続でオンラインでの開催となったこと
により、時間的・空間的な節約という
利点がある一方で制約も多く感じるこ
ととなりました。もとより従来通りの
内容でセミナーを開催できるとは委員
会としても考えてはいませんでした
が、それぞれの現場での経験を持ち寄
り課題や思いを時間をかけて共有し相
互に励まし合いながら、またそれぞれ
の場所へと遣わされていくという、セ
ミナーの一つの役割は、場所と時間を
共有してこそ可能であると思わされて
います。次回の牧会者準備セミナーが
再び会場に集まってのセミナーとなる
ことを願っています。
　今回のセミナーのためにも尊いお祈
りと献金を献げていただき、お支えく
ださいましたことを委員一同感謝いた
します。今後とも「牧会者準備セミ
ナー」のためにご協力くださいますよ
う、よろしくお願いいたします。

て5つのセクションから構成され、主
として1日目午後に開会礼拝と主題講
演、1日目夜にリフレッシュセミナー、2
日目午後に神学講演、2日目夜にグルー
プディスカッションと懇親会、3日目午
前に全体会と閉会礼拝を行いました。
　主題講演には平山正道先生（大津教
会牧師）をお招きしました。「牧会の
処方箋」と題したお話では、まず、牧
会の決め手となるような処方箋を持っ
ているわけではないと語られたうえ
で、苦しむ人と共に歩む営み全体が「牧
会」であるとして、広義の意味での「牧
会」とは教会運営の中で牧師の行う働
きや手法全般のことであり、人間の問
題への対応、殊に一人一人への配慮が
狭義の意味での「牧会」であると、「牧
会」とは何であるかを語ってください
ました。そのうえで、ご自身が経験し
てきた具体的な事例での牧会の働きを
話し、「牧会」とは、謙虚に自分の信
仰をもって、本気で相手と向き合い注
意深く何かを感じ取り、そこから出発
することに尽きると語ってくださいま
した。
　神学講演では飯謙先生（神戸女学院
院長）から「詩編の研究と会衆派教会・
私論」と題した講演をしていただきま
した。詩編が多様な信仰を収めた詩歌
集であり、新約聖書中にも多く引用さ
れ、教会暦にも毎主日に組み込まれて
いる書であり、礼拝において説教をす
る機会も少なくないということから、
牧会者のための講演をしていただきま
した。詩編の概観と類型など詩編の全
体像と、死海文書の発見と新たな認識
など近年の研究動向について説明し、
そのうえで、詩編に表されている信仰
とは多様な信仰を受け入れていく信仰
であり、その信仰とは会衆派教会の多
様な信仰理解を受け止めるあり方とつ
ながるものであるとの言葉をいただき
ました。
　リフレッシュセミナーでは、「オン
ライン礼拝をどう考えるか」と題して

同志社大学
　神学部・神学研究科事務室
　　FAX：075-251-3072
　　E-mail:ji-sinjm@mail.doshisha.ac.jp 

いつも『同神期報』をご講読いただきまして、ありがとうございます。
現在、神学部・神学研究科事務室にて『同神期報』を講読してくださっている方の住所管理を行っております。
ご住所・お名前の変更、講読に関するお問い合わせ等ございましたら神学部・神学研究科事務室までご連絡ください。

事務室からのお知らせ

なお、次号以降の講読を希望されない場合は 5月31日（火）まで に神学部・神学研究科事務室まで FAX または E-mail にて
ご連絡をお願いいたします。


