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講義概要

原書講読Ａ（独語） 2単位
原 一子
学部との共通科目である。ドイツ語を多読することによって語学力を磨き、より高
度な文献を読む力をつけることを目標とする。受講者のドイツ語学習歴、研究テー
マなどに応じて、学生と相談の上、教材を決めている。

キリスト教文化学研究C 4単位
阿久戸 光晴／菊地 順
この講義では、非暴力思想とその背後にある人格主義思想について学ぶ。特
に、アメリカにおける公民権運動の指導者であったマーティン・ルーサー・キングと
キングに影響を与えたマハトマ・ガンディーを中心に学ぶ。

ヨーロッパ文化学研究B 4単位
稲田 敦子／和田 光司
本講義では、現在の時点でイギリス像を見る眼を新たに問い直し、永い伝統を継
承しながら同時に新しい時代に対応するべき変革を表している文化状況を中心
に、思想的な背景をも検討する。／フランスのプロテスタントの歴史を中心に、近
世から現代までのフランス宗教史を概観し、この国における宗教共存についての
理解を深める。

原書講読Ａ・B（英語） 2単位
氏家 理恵
多読・精読を通してより高度な英語文献読解力をつけることを目標とする。単なる
訳読にとどまらず、要約や構造のチャート化などを課すことで英文の論理展開やレ
トリックを知り、より深い内容理解を目指す。

文献講読Ａ 2単位
清水 均

「日本文化論」「日本人論」に関するテクストを講読することを通じて、「日本という
国」あるいは「文化概念」について考察する。また、そのことを通じて現代社会を
眼差す視点を養成する。

文献講読B 2単位
濱田 寛
和漢の文献を扱う上で、基本となる写本の読解の技術を学ぶ。テキストは台湾故
宮博物院蔵『古注蒙求』を用いる。

文献講読C 2単位
和田 光司
ヨーロッパ史についての英語あるいはフランス語の文献を講読する。テキストは
受講者と相談し、関心や外国語読解力によって決定する。主題としては、宗教改
革、フランス革命、ルネサンス、16世紀史、地中海文明史などを候補としている
が、それ以外も可能である。

文献講読D 2単位
関根 清三

【日本人と宗教】内村鑑三、遠藤周作、椎名燐三、夏目漱石、森鴎外、鈴木大拙
等の宗教論を読みつつ、日本人の宗教性について考える。

アメリカ文化学研究C 4単位
森田 美千代
20世紀アメリカにおける最大のキリスト教思想家・牧師・活動家の一人であった
マーティン・ルーサー・キングについて学ぶ。特に、キリストの愛がキングたちの運
動を規制する原理であったこと、またガンディーの非暴力的抵抗が彼らの運動の
方法であったこと、さらに原理と方法が彼らの運動においては分かちがたく結びつ
いていたことについて学ぶ。

アメリカ･ヨーロッパ文化学総論 2単位
清水 正之／稲田 敦子／氏家 理恵／片柳 榮一／清水 均／関根 清三／髙橋 義
文／村松 晋／森田 美千代／和田 光司
アメリカ、ヨーロッパ、日本それぞれの文化の基礎をなす思想を、広い歴史的視野
のなかで大局的に理解するための研究入門となることを目指す。10人の担当者
がそれぞれの分野の基本的なテーマについて、研究の視点、研究の意義、研究
の方法等に触れながら講義する。

共通必修科目

アメリカ文化学研究A 4単位
髙橋 義文
20世紀アメリカの代表的な神学者・政治思想家ラインホールド・ニーバーの生涯
と思想の全体像を把握する。その際、ニーバーの背景となる20世紀アメリカの歴
史を確認しながら、ニーバーが取り組んだ人間と歴史の問題に焦点を合わせ、現
代におけるニーバーの意義について考える。

アメリカ文化学コース

ヨーロッパ文化学研究A 4単位
片柳 榮一
今年度は、宗教と言語の問題を取り上げる。アウグスティヌス以来の「内的言
語」の問題に発し、ハイデガーやヴィトゲンシュタインの「沈黙の言語」の問題を
見据えて論じたい。

ヨーロッパ文化学コース

キリスト教文化学研究A 4単位
関根 清三

【旧約聖書を読む】新約聖書とともにキリスト教の根幹をなし、またヨーロッパ精
神史に多大な影響を与えてきた、「旧約聖書」に親しむことを目標とする講義。毎
回、短めのテクストを選んで、その言語的・歴史的・思想的背景と解釈史の要点を
参照しつつ、解釈者はそのテクストのどこに感銘をうけるか、その勘所を探りたい。
そうした解釈学的な読み解きを積み重ねた先に、全体として旧約聖書が現代に
何を語りかけるかについて、知見を深めることを、ついの課題とする。

キリスト教文化学コース

日本文化学研究A 4単位
清水 正之
室町期に日本人は、西洋の宗教と文化にふれることになった。伝来したキリスト教

（キリシタン）は、それまでの日本の宗教性に異なるものをもたらしたが、同時に日
本の風土の中で、受容され、展開し、最後は、弾圧のなかで、息をひそめることと
なった。一神教と多神教的な神観のちがいなど、当時のキリシタン文献、反キリシ
タン文献は、独特な緊張感をもって、今の私たちの前に残る。

日本文化学コース

研究方法特論Ⅰ・Ⅱ 各2単位
森田 美千代
大学卒業後にながく学問の場から離れていた学生（シニア学生）や、その他必要
を感じている学生に対して、研究の基本である「大学院生としての書く力」を養成
することをねらいとする。

共通選択・原典講読

日本文化学研究B 2単位
村松 晋
近代日本キリスト教思想史の分野における、最新の研究文献を講読する。当該
分野の理解を深めることにより、近代日本を場とした思想史・精神史研究の課題
を見究めることを目標とする。
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原書講読Ａ（ラテン語） 2単位
片柳 榮一
複雑な文法構造をもつ古典語の学習は、暗記という、いわば肉体労働に明け暮れ
ざるをえないが、はじめ乱雑に並んでいるだけと思われたラテン語が、やがて主語―
述語の文章としてひとりでに動き出すのが感じられる。それは喜びの一瞬である。

原書講読Ｂ（ラテン語） 2単位
片柳 榮一
ラテン語の特徴は短い文章の内に、多くの内容を凝縮して包みうるその簡潔性で
ある。欧米言語にはめずらしく冠詞を持たないことにもそれは、現れている。冗長な
文章を書きがちな現代人は、ラテン語の凝縮力から多くのことを学びうると思う。

原書講読Ａ・B（ヘブライ語） 各2単位
左近 豊
旧約聖書ヘブライ語文法および原典講読を中心として聖書文献を学ぶ。ヘブラ
イ語文法を体系的に学びつつ、多くの原典にあたり、実践的なヘブライ語読解力
を身につける。

ヨーロッパ文化学A演習Ⅰ 4単位
片柳 榮一
マクルーハンのメディア論を取り上げる。彼は、近代の書物中心の文化（分析理
性）を新しいテレビを中心とするメディアによって乗り越え、新たな総合理性の文
化を待望する。

ヨーロッパ文化学B演習Ⅰ 4単位
稲田 敦子
自由論の古典とされるJ.S.MillのOn Libertyを読み進めるとともに、グリーン、
バーリンによる自由の考え方を考察する。また、現代におけるイギリス社会の問題
点を事例研究として検討する。

キリスト教文化学Ａ演習Ⅰ 4単位
関根 清三

【キリスト教と諸思想】春学期の講義「キリスト教文化学研究A」で論じ切れな
かったテクストを落穂拾い的に取り上げて論ずること、また講義で既に論じたテ
クストについても、註解書を併読して解釈を深めること、解釈学的な方法論を習
得すること、また参加者自身のオリジナルな読解を出し合い、自由に論じ合うこと
等々を、目的とした演習。

日本文化学A演習Ⅰ 4単位
清水 正之
参加者の文献読解を主にするが、講義では、キリシタンの文化、芸能、文学、世界像
等への影響など、対象文献を、すこし対象をひろげ、日本人の宗教性とキリスト教と
の関わりを、多角的に考察していく。神観、イエス観、修業論、霊魂の問題、三位一
体の理解、祖先崇拝など、キリシタンと日本の宗教性が、交差する論点を、文献講読
を中心にしながら、主題的にまとめていく。

日本文化学B演習Ⅰ 4単位
村松 晋
戦後日本のキリスト教思想史における主要な思想家の著作を講読する。北森嘉
蔵、滝澤克己、井上良雄らのほか、希望があれば狭義の「キリスト者」にとらわれず、
赤岩栄、田川建三、吉本隆明等も対象とする。

原書講読A（仏語） 2単位
鹿瀬 颯枝
現代社会の諸問題を踏まえつつ、「世紀病」に罹った若者たち（ミュッセ）、弱者、
少数派（ル・クレジオ）、ナチス占領時代のフランスの人 （々モディアノ）に視線を
合わせ、フランス文学は人間学として作品を読む。

原書講読Ｂ（独語） 2単位
関根 清三

【旧新約聖書の関係と本質】C.Wetsermann：Das Alte Testament und Jesus 
Christus（旧約聖書とイエス・キリスト）を読む。ヴェスターマンは20世紀を代表する
旧約学者の一人。この碩学が、預言、歴史、嘆きと賛美、知恵といった諸テーマをめ
ぐって、旧新約聖書の関連を問うた書物を丹念に読み、縦横に引用される聖書のテ
クストを参照併読して、聖書の本質についての知見を深める演習。

過去の論文テーマ
【博士前期課程】

●13世紀ゴシック・ステンドグラスに関する研究―シャルトル大聖堂のステンドグラスの画
面構成について

●メアリ・ウルストンクラフトの女性解放論―『女性の権利の擁護』（1792年）を手がかりに
●初期ラスキの政治思想―自由主義と多元的国家論
●真実の仮象―ニーチェの真理概念
●星野直樹―極東国際軍事裁判（東京裁判）被告となったキリスト者
●アウグスティヌスとルターにおけるパウロ的自由
●J・Ｓ・ミルの政治思想―『自由論』『女性の解放』について
●Analysis of Martin Luther King's “I HAVE A DREAM” Speech
●アルバート・シュヴァイツァーの生命の畏敬について
●E.H.カーの平和論―危機の時代をとおして
●国家神道形成過程におけるキリスト教の位相―明治初期宗教問題に視点をおいて
●ラインホールド・ニーバーの国家論
●パンとサーカス－古代ローマにおける恵与指向について

【博士後期課程】
●翻訳でHamletを読めるか？
●カッシーラのシンボル哲学―言語・神話・科学に関する考察
●A.D.リンゼイの政治思想―近代デモクラシーとプロテスタンティズム
●Toyohiko Kagawa― A Sympathetic and Critical Study of a Japanese 

Christian Leader
●キリスト教の死生観―信仰成熟度の観点から―
●阿蘭陀通詞 志筑忠雄の思想―近世日本における統一的宇宙観の展開―
●日本人高齢者の死生観に関する実証的文献研究―死生観の行動的視点に対する分析―
●パウロの「信仰義認論」再考―「パウロ研究の新しい視点」との対話をとおして―
●H. B. ストウの『アンクルトムの小屋』における賛美歌研究
●癒し物語にみられる病人たちの経験についての研究－マルコ福音書からの考察－

【博士号授与（論文博士）】
●社会福祉における相互的人格主義―人間の物象化からの離脱と真の主体化を目指して
●日露戦争期における欧米の「日本」表象―人種主義と文明化に着目して
●非行少年の家族画の研究―相互作用性に着目した技法理解とその活用
●詩篇翻訳から『楽園の喪失』へ―「出エジプト」の主題を中心として―
●産業クラスター政策の展開
●トマス・ペインの人権・政治思想―その結合と展開―
●非戦・平和の思想家 住谷天来の研究
●オリゲネスの祈祷説に関する研究－『祈りについて』を中心に－
●オランダ福祉国家の発展過程と変容に関する研究

アメリカ文化学C演習Ⅰ 4単位
森田 美千代
マーティン・ルーサー・キング・ジュニアの内容（思想と運動）を理解することをめざす。
それと同時に、論文をどのようにして完成していくかについて学ぶこともめざす。

演習（研究指導）
アメリカ文化学A演習Ⅰ 4単位

髙橋 義文
ラインホールド・ニーバーの著作『光の子と闇の子』（1944）および『世界の危機
とアメリカの責任』（1958年）を講読しつつ、とくにニーバーのデモクラシー論と
国際政治の一端を確認し、その現代的意義を考察する。


