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キリスト教と文化研究所の 2016 年度所報
『キリスト教と文化・第 15 号』をここにお
送り致します。所報第 15 号を発行するとい
うことは、本研究所が再設 15 年目の歩みを
迎えたことを意味し、それは誠に大きな喜び
でありました。研究活動に携わられた方々、
投稿下さった方々、また中村友紀編集長をは
じめ「編集委員」の皆様に先ず篤く御礼申し
上げます。
2016 年度、研究所は「ヘブライズム研究

プロジェクト」がプロジェクト活動を継続し
た他、バプテスト研究グループもプロジェク
トを組み、この二つの活動を支援しつつ、諸
研究グループが活動しました。プロジェクト
前者は、アジアへのヘブライズム伝播「景教
研究」を継続し、17 世紀西安で発掘された
碑文解明に着手されました。また今年度再び
プロジェクト活動に参加したバプテスト研究
グループは「バプテストの歴史と思想研究」
なる論文集を新規刊行することとなり、学術
論集発行に意欲を見せています。どちらも良
い研究成果を生み出し、それぞれの分野での
学的貢献を期待しております。
その他「奉仕ボランティア教育」研究グルー
プではサービス・ラーニング実践に向けての
研究会、シンポジウムを行い、国内外での研
究発信も継続されてきました。また「キリス
ト教と日本の精神風土」研究グループの日本
の人文学研究に関する公開シンポジウムも大
変興味深いテーマを取り上げられ、良い成果
をあげられています。さらにまた「坂田祐研
究」グループの活動と、その日記解読成果の
一部再編集、製本作業も、特筆すべき今年度

の活動であったといえるでしょう。所報をご
覧いただき、その他の研究グループの活動も
含め、活発な研究が今年度も行われたことを
是非ご覧いただきたいと思います。
学外向け活動としては 16 年度秋学期に大
学社会連携センター「公開講座」に、研究所
から二つの講座が提供され、「東アジアとキ
リスト教の出会い」及び「サービス・ラーニ
ング/アクティブ・ラーニングを授業に」な
る講座が開講されたことも有意義な活動でし
た。新年度も春・秋通して、こうした学内外
貢献ができるよう既に準備を整えておりま
す。

さて話は変わりますが、本学では 2015 年
から、「未来ビジョン」プロジェクトの一つ
として立ち上げられた『神学部設置構想プロ
ジェクト』の諸検討の中で、本研究所の学術
研究も含む、さまざまな検討が話題に上って
参りました。本学に神学部、或いはそれに相
当する学科などが設置できるか否かは、そち
らのプロジェクトにお任せすることになりま
すが、いずれにせよ当研究所のこれからのあ
り方と協力体制を「模索する協議」が求めら
れております。
これは、これまでの本研究所の基本的コン
セプトにも深くかかわる事柄でありますの
で、迎える年度、神学部設置構想プロジェク
トの規矩学長をリーダーとする委員会とよく
折衝していくこととなります。本研究所にい
かなる期待が寄せられているのか、また研究
所はどのような機構改変が可能なのか、そう
した新しい課題とも取り組んでいくことにな

巻　頭　言

所長　村 椿　真 理
Foreword

Makoto Muratsubaki
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ります。現状をよく踏まえ、本研究所が本学
に設立された経緯にも立ち返り、今後いかに
その活動を発展させていくことができるの
か、全所員の知恵をおかりして、この問題に
も着手して参りたいと考える次第です。　　
　最後に大きな課題が待ち受けていることに
ついて少し触れましたが、15 年目を一つの
転換点と受け止め、さらなる発展へと前進で
きますように、皆様のお祈りとお力添えとを
賜りますよう、お願い申し上げるものであり
ます。 
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「Serve the World －サービス・ラーニングを通しての社会貢献」
2015 年度関東学院大学公開シンポジウム
戦略的プロジェクト研究　研究成果報告会および

キリスト教と文化研究所シンポジウム

高 野   進
所 澤 保 孝
リサ G . ボ ン ド
細 谷 早 里

Serve the World : Civic Engagement through Service-Learning 

Susumu Takano
Yasutaka Tokorozawa

Lisa G. Bond
Sari Hosoya

特別報告

副学長挨拶
小松　督（副学長）

　私は、総合研究推進機構の運営部長として、
戦略的プロジェクト研究の選抜に関わってき
ました。今日はサービス・ラーニング関係の
研究成果報告会です。戦略的プロジェクト研
究は、学部横断で外部資金を積極的に取れる
研究、もう一つは関東学院らしい研究を幾つ
か選び、研究費を補助しています。今回この
ような立派な研究成果報告会を開催していた
だき、本当にありがとうございます。今日は
楽しく聞かせていただきたいと思います。ど
うぞよろしくお願いします。

第 1 部

戦略的プロジェクト研究　研究成果報告会
「サービス・ラーニングと大学での学びを有機
的に結びつけるカリキュラムの構築に向けて」
研究の経緯と背景

所澤　保孝（名誉教授）

　最初に、研究の経緯と背景をお話しします。
われわれのチームは、経済学部の細谷早里、
建築・環境学部のボンド・リサ、名誉教授の
高野進と私からなります。

1. 本研究プロジェクトの流れ
　本学では 2001年度にキリスト教と文化研
究所が発足し、オリジナルのプロジェクト
チームで継続的に取り組んできました。最初
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は奉仕教育研究プロジェクトという形で、キ
リスト教主義学校における奉仕教育を中心に
調査研究していました。2006年度からボラ
ンティアを付け加えて、中高などではボラン
ティアを教育にどのように取り入れているか
という調査を行ってきました。
　2011年度から 3年間は、戦略的プロジェ
クトに選ばれました。タイトルは、「関東学
院大学の建学の精神、教育観、奉仕教育観、
及びその実践に関する研究」です。非常に欲
張ったタイトルが付いていますが、基盤的ま
たは理論的な研究に加え、アメリカにおける
サービス・ラーニングの研究などを中心に行
いました。論文は 12件、中でも査読付き論
文を 4件発表しました。
　その延長として、2014年度に戦略的プロ
ジェクトの研究で、特にアメリカにおける取
り組みの研究ですが、実際にそれが大学でど
のように行われているかということにフォー
カスして、「サービス・ラーニングと大学で
の学びを有機的に結びつけるカリキュラムの
構築に向けて」というテーマで研究を行いま
した。その結果として招待講演や研究発表、
査読付き論文の発表をすることができまし
た。このように 2011年度から財政的に援助
してくれている大学に対し、厚く御礼を申し
上げたいと思います。

2. 基本的な目的と活動
　本研究プロジェクトは、お金を頂いたのは
関東学院大学ですが、学院全体を常に視野に
入れていろいろなことをしようとしていま
す。人格形成教育に貢献するに当たって、大
学の建学の精神および校訓に基づく教育の具
現化の研究をずっと行ってきました。キリス
ト教と奉仕に関する基盤的研究に加え、特に
関東学院にはかつて、建学の精神、教育活動、
地域奉仕の一体化を目指して実践してきた関
東学院セツルメントというものが横浜にあっ
たのですが、その理念と活動を分析しました。
そういった歴史的なことが今日的にどういう

意味があるのかを研究しました。これらの研
究によってわれわれは、教育機関がそこに集
う若者を教育していくためには、人格・価値
の教育（キャラクター・エデュケーション）
と教育活動を通じて他者に伝える実践（サー
ビス・ラーニング）が重要であるという結論
に達し、サービス・ラーニングに重きを置く
ようになりました。
　この点において優れた実践を行っているア
メリカ・ハワイ州にある 7校とハワイ大学を
現地調査し、2013年度まで研究を行いまし
た。2014年度には、キャラクター・エデュケー
ションおよびサービス・ラーニングの取り組
み調査をアジアにも広げて、ネットワークの
構築に着手し、本学の授業実践も開始しまし
た。
　高等教育におけるサービス・ラーニングの
必要性はこの後、細谷先生とボンド先生の報
告で強調されると思いますが、なぜ高等教育
にサービス・ラーニングが必要か、私なりに
非常に単純化して考えてみると、まず「高等
教育機関よ、汝何のために存するのか」とい
う基本的な問いに関係すると思います。常に
そこに立ち戻る必要があるでしょう。もう一
つ重要なのは、「Engaged University」という
コンセプトです。ごく簡単に言えば、「Save 
the world on our own time」がキーワードだと
思います。サービス・ラーニングの必要性は、
高等教育機関自体に起こっているいろいろな
変化と、地域社会に起こっているいろいろな
変化から分かると思います。

3. 高等教育機関における変化
　学生をデモグラフィックな観点から分析す
ると、言われ尽くしたことですが、高等教育
のMassification（大衆化）の問題があります。
これによって大学がいろいろな側面で変わっ
てきて、privatization（民営化）に派生してい
ます。そして、大学に対する market pressure
（市場圧力）の点から見ると、industrialization
（産業化）、corporatization（企業化）という
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変化が大きく考えられます。その結果、大
学における業務の specialization（専門化）、
rationalization（合理化）、normalization（標準
化）が盛んに言われるようになりました。
　もう一つ重要な点は、大学の構成員、特に
教員たちの在り方や役割に大きな変化が起
こっていることです。これがいろいろな点に
影響を及ぼしているといわれています。まと
めると、これからの大学は「community-based 
models of teaching, learning, and research」に力
を入れていかなければならないと思います。

4. 地域社会における変化
　この会場の外を見ると、マンションが建っ
ていますが、そこが横浜市と横須賀市の境目
です。横浜市と横須賀市では非常にいろいろ
なことが異なっていて、高齢化に関していえ
ば、横須賀市は非常に深刻な状態です。実は
私も横須賀市の住民ですが、65歳以上の高
齢者は平成 29年に 30％に達します。私は横
須賀の湘南国際村に住んでいますが、その村
自体が既に高齢化率 40％、もう少しすれば
75歳以上の後期高齢者が半分ぐらいになっ
てしまうという深刻な状態です。アイランド
のような場所ですので、そうなってしまうと、
みんなどこにも行くことができない状態にな
ります。
　独居老人、老老介護、歩行困難者や要介護
高齢者の増加はずっと言われていることで、
私の住んでいる所では現実の問題です。犯罪
の増加もありますし、自治体財政も悪化して
います。私の住んでいる所から 500m先の葉
山町は、財政悪化に苦しんでいます。自立生
活や自治会活動継続の困難もよそごとのよう
に思っていたのですが、実際に私が住んでい
る自治会も活動が大変になっています。自分
たちのことを自分たちでできない状態になっ
ています。老人が増えて、老人を支える若者
がどんどん減少していまい、これからどう
なってしまうのだろうと考えています。
　もう一つ重要な点は、社会自体が多様化し

ていることです。外国にルーツを持つ子ども
たちが増加しています。また、さまざまな格
差が拡大しています。日本は、多様な子ども
たちを育てていくノウハウをまだ確立してい
ない状態だと思います。こういう社会の多様
化に対し、われわれ大学はどう対応したらい
いのかを真剣に考えなければならないと思い
ます。そのような深刻なバックグラウンドが
あります。
　しかし、大学は今のままの状態では対応で
きません。そのためには、サービス・ラーニ
ングをただ一つの授業だけ、センターだけで
なく、大学全体が関わっていかなければなり
ません。そこで、実際に他ではどういうこと
をしているのか、われわれの試みとしてどの
ようなことをしてきたのかを、これから報告
していただくことにします。次はリサ先生、
よろしくお願いします。

講演 1 「大学教養教育でサービス・ラーニン
グを取り入れた授業」
リサ G. ボンド（建築・環境学部教授）

　私たちのプロジェクトは最後の 1年間で、
研究だけでなく何らかの形で発表する、また
は査読論文にするという目的がありました。
私自身は、実際に自分の授業で取り組むしか
ないと思いました。私は 2013年 3月、工学
部教養学会から出ている「科学／人間」に
論文を 1本載せました。タイトルは、“Serve 
the World: Considerations for Service Learning 
in the Foreign Language Curriculum at Kanto 
Gakuin University” です。私は主に英語の授
業を担当しているので、自分の授業で実際に
どうすればいいかを考え、論文にしました。
紀要に論文を載せるだけではいろいろ言われ
るので、実際に自分でどうするかを考えて、
去年の春学期と秋学期の二つの学期にわたっ
て実践しました。こちらの研究成果も今年 2
月に発表しました。日本語化はしていません
が、ご了承ください。
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1. 授業のあらまし
　私は一般教養の専任です。工学部の学生は
英語の授業が 4単位必修なので、その中で
サービス・ラーニングの実験をしました。
　サービス・ラーニングは、ヨーロッパでは
まだ盛んになっていません。この間、私はド
イツの学会に行ってドイツ人と話をしたと
き、「大学はイントロダクションのためだか
ら、学問で実践まで持っていく必要はない」
と聞いて、「なるほど」と思いました。
　ですから、それぞれの国や大学の違いが明
らかに出ています。アメリカの大学はサービ
ス・ラーニングが重要と考えています。私た
ちは昨年、パデュー大学と姉妹校になりまし
たが、パデュー大学の工学部の学生は外国語
が必修であるだけでなく、サービス・ラーニ
ングの授業の単位を二つ取らないと卒業でき
ないことになっています。アメリカの場合は
こういう授業が必要になります。
　サービス・ラーニングの定義は細谷先生の
発表で細かく出てくるので省きますが、サー
ビス・ラーニングは社会貢献ではありません。
社会貢献が全てではなく、政治活動でも、ボ
ランティアでもありません。サービスの方が
重要でラーニングは後という考え方と、ラー
ニングが重要でサービスは後という考え方
と、サービスとラーニングの両方を大切にす
る考え方があり、それは教員や学問によって
変わってきます。
　英語の必修科目の場合、特にオーラルコ
ミュニケーション（OC）の授業はシラバス
を書いた後、サービス・ラーニングを入れよ
うとしました。ラーニングの方が重要だった
ので、サービスは付け足しのようだったので
すが、もう一回やり直せたら、サービスとラー
ニングを平等にしたいと思います。
　サービス・ラーニングの授業では、学生に
説明しながら活動をさせましたが、準備が重
要です。特に必修科目は、それがポイントに
なります。今年度の教養ゼミはサービス・ラー
ニングだけを取り入れている授業なので、授

業のほとんどは学生の心構えや準備で、受け
身的にならないように準備することが大切で
す。OCの場合は、その後は社会に出て、サー
ビスをより意識をさせるために、「いろいろ
なところを見に行ってください」「見に行っ
たらこういうことをしてください」という指
示があって、学生は紙に書き、持って帰って、
グループごとに自分が実際に見たこと、聞い
たこと、経験したことを話して、次の活動に
しました。これを前期の授業で 3回繰り返し
ました。後期は授業のカリキュラムがあるの
で、私は別の先生にバトンタッチして、実際
のサービスに入っていたのですが、それは後
で説明します。

2. サービス・ラーニングの効果
　サービス・ラーニングをアメリカの大学や
私たちが経験して、特に必修科目の英語では、
力がなかったり、自信がない学生にとっては
自信が付きます。サービス・ラーニングで自
信が付くと、その後、学生のモチベーション
がはっきり出てきます。できない学生でも、
外に行って英語の必要性を実感できるので、
その後はただ必修だから勉強しなければなら
ないというよりも、勉強したらこういうこと
ができる、勉強したらこういう困っている人
の役に立てるということを、学生一人一人実
感できました。それはとても大切なことです。
　私の教室では、大体 2人で英語で話します
が、グループで話をすると、グループの楽し
さを感じるようになり、face to faceコミュニ
ケーションも作っていたので、チームワーク
も自然に生まれ、学生はどんどん活動できる
ようになっていきます。今の授業でも、教養
ゼミでも、この効果が実際に見られています。
独りぼっちではなく、みんなが少しずつ声を
掛けて話をしているので、今の若い人たちに
は本当に大切なことではないかと思います。
　そして、実際に教室で勉強していることや
長年英語を勉強していることが、外の世界に
行って使えるか、使えないか、使える場所が
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あるかどうか、学生は知ることができます。
　そして、今回の教養ゼミではやることに
なっていますが、大学と地域のつながりが強
くなります。これは今学期の教養ゼミで実現
して、来年につながりができたらいいと思い
ました。

3. 授業の手法
　6年間英語を勉強しても実際に使えないと
外からも散々言われていたのですが、学生が
英語を使えるようになるとともに、英語のネ
イティブスピーカー以外にも英語を使ってい
る人たちがたくさんいることを意識させるた
めに授業に入れました。そして、モチベーショ
ンを高めるために、このサービスを入れまし
た。
　3回調査し、まず 1回目は、外で英語がど
うやって使われているか、自分が使わなくて
も、目で見て、耳で聞いてどんなところでつ
ながっているか。建築と工学部の学生が 100
人は参加し、前期は OCの授業、後期はライ
ティングの授業で行いました。前期は 3回調
査をし、後期は林先生の協力を得て、林先生
の学生は、第 2段階に入りました。
　最初は自分の身近な地域で、英語の看板や
英語以外の外国語の看板があるかを自分の目
で探させました。また、放送で何語を話して
いるかを聞かせました。学生は毎日電車に
乗っていますが、何語を話しているか分から
ない学生も多いです。多分ずっと音楽を聴い
ているから気付かなかったと思いますが、学
生に意識させるために、こういうことをやり
ました。どこに、いつ行って、何に気付いた
か、何を経験したか、また英語や韓国語や中
国語がない所では、それが必要かどうか調査
しました。
　学生たちの答えを見ると、まず英語、韓国
語、中国語はほとんどの駅にありました。都
心や横浜の中心部にはありますが、鎌倉では
あるところとないところがあることに気付き
ました。

　学生が気付いた点で面白かったのは、店の
外の看板は英語で書かれています。中に入っ
て、「Excuse me」と言うと、みんなびっくり
して一歩引きました。看板があっても、実際
に中では英語を使っていないことに気付いた
のです。それでは誤解されるから、何かしな
ければならないのではないかと学生から指摘
がありました。私が「だから、勉強でしょう」
と聞いたら、みんな「うん、そうです」と答
えました。また、これから駅にも英語以外の
看板が必要になってくるのではないかと気付
きました。
　2回目の調査では、自分は何ができるか、
自分以外に何が必要かを調べました。サービ
ス・ラーニングは、本当は一人一人の学生の
活動を期待しているので、先生や学校ができ
ることではなく、あなたに何ができるかとい
うことです。最初の調査は英語で書くよう求
めましたが、今回は学生が答えやすくする
ために日本語で書きました。結果は 90％が
「もっと自分のことを勉強した方がいい」「英
語または外国のことや自分の国のことをもっ
と知っておかなければならない」というもの
でした。日本の文化や歴史を外国人に伝える
必要が十分にあるという結論になって、とて
もよかったと思います。
　それから、もっと外国語の看板が必要だと
書いてありました。地域の中ではいろいろな
ところで必要性がありますが、外へ行くより
も、まずは大学の中で私たちに何ができるか
ということです。学生からも、「留学生がい
るのに、英語の地図もない」「図書館へ行っ
ても英語の説明が不十分で、どの建物に行っ
ても何があるか分からない」と指摘がありま
した。少しはあるけれども、留学生は全く分
からないわけですから、不十分です。どこに
食堂があって、何が食べられるかも全く情報
がありません。どういうことができるか、自
分が例えば地図を作った場合、どういうこと
を勉強できるか、またはこれは意味があるか
どうか。学生からそれぞれ答えが出てきまし
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た。
　秋学期は、私は別の OCのグループに入っ
ていたので、林先生にお願いしたのですが、
これは、やはりシラバスを書いた後の活動に
なったので、林先生とお話しして、全員にさ
せるのはよくないから、やりたい学生だけを
ピックアップして最終的な活動に入りまし
た。
　そうすると、4人が実際にサービスを実現
させました。40人のうち 4人が自発的に始
めたというのは、最初としてはとてもよかっ
たと思います。最初は、A4版の英語の地図
を作っていました。よかったと思ったのです
が、ある理工学部の学生は建築・デザイン系
で、すごくよくできていました。今後、印刷
して用意するかどうかは経済的なところがあ
るので、最終的なものまではいっていません。
キャンパス内にどういうサービスがあるかと
いうのは、私もよく知りませんでした。雨の
日に傘を提供したり、IDはどこで作れるか、
Wi-Fiはどこにあるかといった情報の英語版
は、日本人なら学生間の口コミ情報があるけ
れど、外国人にはそれがないので、そういっ
た情報を裏面用に作ってもらいました。
　別の一人は、外国人がキャンパスで食事す
る際に利用しやすいように、食べ物を販売し
ている場所や値段、お勧めのメニューなどを
載せたレストランマップを作りました。
　もう一人は、英語がネイティブ・レベルな
ので、六浦でボランティアしたいと言ってい
たのですが、時間の問題などがあり、相談の
上で来年度行うことになっています。この学
生は建築の学生なので、今はどんどん忙しく
なっていますが、まだ興味があるということ
で何度も声を掛けています。

4. おわりに
　日本では、サービス・ラーニングへの理解
が、学生側、教員側、大学側ともに、まだ低
いです。どう活動すればいいか、自分のクリ
エイティブの中にどう入れたらいいか、分か

らないところが多いです。私も実際に始めた
ら、学生は週 1回しか時間がないし、必修科
目がある中で、どう取り組めばいいか迷うと
ころがあります。
　しかし、社会のニーズ、特に外国語に関す
るニーズが間違いなく高くなります。工学部
や建築の学生は今後、ものを作ることを考え
ていればいいけれども、こうした学生にこそ
英語が必要です。学生は活動を通じて、もっ
と自分で勉強しないといけないと分かったの
で、それはすごくよかったと思います。経験
した学生が私の選択の授業を受けると、顔を
よく出しているので、学生がそれをやらなけ
ればならないと分かっているようです。今年
度、選択授業を履修する 2年生が増えており、
学生は英語以外でも 8単位が必要ですが、そ
れ以上履修している学生が増えています。
　来年度は完成年度になります。新しいクリ
エイティブなことができるようになれば、お
そらくサービス・ラーニングを私の授業で積
極的に取り入れると思います。今年度の教養
ゼミはサービス・ラーニングがメインになっ
ています。今、20名の学生が積極的に来て
います。その中の 4つのプロジェクトが来週
から活動に入りますが、一人ではできない学
生や積極性がない学生は、だんだん授業に来
られなくなっています。毎週、学生の表情や
積極性が変わってきています。社会連携セン
ターがなかったら、私は本当にこの授業はで
きませんでした。今後も協力して、よいプロ
グラムを作っていきたいと思います。1年間
を通して、今後はどんどんやっていきたいと
思いますので、よろしくお願いします。

講演 2 「教員養成にサービス・ラーニングを
取り入れる―アメリカの事例から」

細谷　早里（経済学部教授）

1. 2014 年度の研究 – 多様性が加速する日本
　教員養成にサービス・ラーニングを取り入
れることについて、アメリカの事例研究から
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考えたことを発表します。私は経済学部に所
属していますが、教職課程の教員でもありま
す。常日頃からこのような教育をぜひ取り入
れたいと思っていました。いろいろなところ
を調査した結果、関東学院大学にどのような
カリキュラムとして入れられるかを考えるに
至りました。
　OECDの文書によると、排他的でない方法
で経済発展を進めることが必要と言われてい
ます。今は、多様性や格差拡大が世界的に問
題になっており、日本も例外ではありません。
それに対して、教育に何ができるかがとても
重要です。排他的ではない対応がキーワード
になっています。

2. 日本における昨今の教育状況
　最近は道徳教育が教科化したことなどもあ
りましたが、ここしばらく、生きる力や生徒
中心主義が言われています。そのような状況
にあって、多様化する社会の中で、生徒たち
のために教員は、どうあるべきかを強く考え
なければならないし、多様性に配慮し、それ
を最大限に活用することは大きな課題と言え
ると思います。
　中央教育審議会の大学教育部会は、大学の
責務として、答えのない問題に最善解を導く
ことができる能力を育成することを掲げてい
ます。そのためには学士課程の質的転換が必
要で、能動的な授業（アクティブ・ラーニング）
が必要です。つまり、思考力、表現力を引き
出すことです。具体的には、事前の準備をしっ
かり行うこと、授業に臨むこと、事後の展開
をしっかりフォローアップすることの三つの
プロセスを通した主体的な学びが必要だとい
われています。フォローアップとは、リフレ
クション（振り返り）したり、討論したり、
感想を述べ合ったり、いろいろなものを分か
ち合ったりすることで理解を深化させること
です。これらはインターンシップやサービス・
ラーニングで可能と文書内に出ています。
　教員養成に関する中教審の答申が平成 24

年に出されています。今年は中間まとめが出
ていますが、新しいものがもうすぐ出る予定
です。大枠は同じで、その前に出されたもの
から考えていくと、これからの学校は個人や
社会の多様性を尊重すること、他と協働する
ことがとても重要だといわれています。協働
的な学習活動、地域社会と一体になった子ど
もの育成を重視する必要があり、地域社会の
さまざまな機関等との連携強化が不可欠であ
るといわれています。
　そして、考えてみると、地域に根差した教
員を目指す必要があるという課題が出てきま
す。同じ答申の中で、教員に求められる資質
能力として、教職に対する責任感などがあり
ます。専門職としての高度な知識・技能の中
に、課題探求型の学習や協働的な学びなどを
デザインできる指導力、つまり、自分たちが
ただ経験するだけではなく、学校という現場
でこのようなことが実際にできるようになっ
ていることが要求されるといえます。
　そして、総合的な人間力です。その中には
いろいろなものがあり、コミュニケーション
能力などももちろんそうですが、地域や社会
の多様な組織と連携・協働できる力もありま
す。ここでも連携という言葉が出ていますが、
文科省においても、教員には地域連携をぜひ
進めてもらいたいという考え方がはっきり出
ています。

3. これからの教員養成の方向性
　これからの教員養成で目指す方向につい
て、今までの文書から言えることをまとめて
みました。まず、文科省の文書から言えるの
は、多様な社会、生徒に対応できる教員が必
要だということです。教育学的観点から、教
員は単に技術だけでなく、人間性を備えた教
員であるべきだといわれています。ただ、現
状を見ると、教員採用が現場主導型に変わっ
ています。現場が必要とする先生は即戦力ば
かりが強く言われ、本当に教育学的見地に
立ったところで、よい教員とは何かという議
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論があまりされていません。ここに大学教育
の重要性があるのではないかと思います。た
だ現場に合わせられて、すぐ役に立てる教員
だけでは、学校がこれから発展していくこと
は難しいので、さらにそこへ、いろいろなア
イデアを持ち込める人間が必要ではないかと
思います。
　大学運営の観点から見ると、特色ある教職
課程を今やっていかないと、私立大学にこれ
だけ多くの教職課程がある中で生き残ってい
くのはとても難しいと思います。そのために、
例えば地域の実情に合った教員養成が必要で
す。横浜市の場合は国際的な地域であり、都
市部であるため格差や多様性が大きい地域で
もあるので、これに重点を払った教員養成を
やってもいいと思います。
　一つ例を挙げると、国際基督教大学（ICU）
の英語教師の養成課程で高校の先生になるに
は、通常は英語の教科に関して三十数単位を
取ればいいのですが、五十数単位を要求して
います。それが ICUの特徴であり、どんな
場面でも活躍できる英語の教員を養成してい
るのだと思います。そのような形のものを本
学でも作っていいのではないでしょうか。ま
たは、別の形でもいいのですが、先ほど述べ
たようなポイントに力を入れてもいいのでは
ないかと思います。
　そうなると、地域社会に参加して、子ども
たちや人々と触れ合う必要が出てきます。社
会の実情を知ることが当然必要になります。
これが、これからの教員養成には必要だと思
います。多様性に応える教員養成は、いろい
ろな研究がありますが、簡単にいうと、公平
性を確保できる知識を身に付けさせることだ
と思います。日本ではあまり考えにくいこと
ですが、アメリカの研究では少数派から教員
を登用することなども挙げられます。なかな
か普通の教員養成の中で出てこない偏見と
いったものについても教育していかなければ
ならなかったり、教員自身が自分自身も偏見
を持っていることに気付いたり、そういうこ

とに触れさせる教育が必要ではないかと思い
ます。
　さらに調査から出てきたもので注意しなけ
ればならないのは、単に情報を与えるだけの
教員養成では、かえって一般化して偏見を持
つ原因となってしまうという点です。多様な
人間関係を築けない教員だと、社会で何が起
きているか、社会の弱者についての知識が乏
しくなってしまいます。一方、社会正義に関
する事柄に関わりを持っている先生は、いろ
いろな人たちと人間関係を築いているバック
グラウンドがあるという調査結果も出ていま
す。ですから、こういう機会を持たせてあげ
ることや、こういうポイントを強調すること
も大事になります。
　それから、よくあることですが、教員は社
会経済的に弱者の家庭の子どもや親との付き
合いに、あまり積極的でありません。分かり
合えない部分があるのでしょうか。子どもに
対する教員の期待値がどうしても低くなって
しまい、その生徒の学業不振につながってい
きます。意識的にそういう人たちの現状を理
解しなければ、この状況は改善されません。
教員は体験しなければいけないのではない
か、社会の現実を知らなければいけないので
はないかと言われています。

4. サービス・ラーニングの定義
　サービス・ラーニングのような授業を一つ
設けるだけでは全く効果的ではありません。
自分の学びと結び付ける仕組みがどこかにな
ければなりません。それから、カリキュラム
の中にうまく統合されている場合でも、体系
的、効果的、規則的に活動が行われていると
は限らないので注意が必要です。大学全体
でうまく機能するように練られているサービ
ス・ラーニングが、有効ではないかと思われ
ます。
　サービス・ラーニングは経験学習理論に基
づいています。デューイの理論で、既成の知
識体系を一方的に伝達するのではなく、青少
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年自身が実際の生活を送る中で身近に経験し
たことを意識して対象化し、そこから新たな
知識や課題を自ら導き出す独自の学習方法で
す。
　ボランティアの場合は、受益者側はとても
メリットがありますが、与える側の学習とい
う面ではあまり効果がありません。しかし、
サービス・ラーニングは、それよりもっと学
習面が強調されています。インターンシップ
はどちらかというと、している人には得るも
のがたくさんありますが、受け入れている方
は見習いが来たような感じで、全て指導しな
ければならず、メリットが逆に少ないです。
　これらを学習か地域貢献かという軸で見て
いくと、ボランティアは学習という意味では
低いですが、地域貢献はそれなりにあります。
インターンシップはその逆です。サービス・
ラーニングは学習効果も高く、地域貢献もあ
る程度高い位置付けです。
　アメリカが 1990年に作ったサービス・ラー
ニングの定義によると、全て「教育的体験」
という言葉で終わっています。重要な言葉だ
けを見ていくと、「地域と連携していてニー
ズに即している」「学生や生徒が学び、成長
する場でなければならない」「カリキュラム
に盛り込まれていること」「得た知識や技能
を、実生活や地域社会に用いる機会を提供す
る体験であること」、つまり学びと結び付い
ていることです。それから、道徳的な面にも
関わっていきますが、「他者への思いやりを
育てることにつながっていくこと」といった
要素が入ります。
　高等教育では、振り返りや互恵性がとても
大事です。さらにもう一つ言われているのは、
自分が行う活動における意思決定権です。あ
ることが目標としてある場合、どういう道筋
で目標に達するかを学生自身に考えさせ、決
定権を与えていなければ、効果が得られない
といわれます。それによって思考力、問題解
決能力、協力的意思決定を高める機会になり
ます。

　サービス・ラーニングを教員養成に取り入
れていくには、大きく分けて二つの方法があ
ります。学校での活動と地域の活動です。学
校の活動が多いと思いますが、一つはチュー
ターやメンターとして活動することです。日
本でこれを行う場合、チューターやメンター
に入ると、恐らく学校の先生の指示を聞いて
その通りにするので、自分で考えることはほ
とんどないと思います。もう一つは、サービ
ス・ラーニング活動をデザインする手伝いを
してあげることです。現段階としては、学校
にサービス・ラーニングが入っていないので、
それもあまりないと思います。
　現状、日本で行われている学校ボランティ
アには、アシスタントティーチャー、生活指
導、行事の手伝い、学習の指導があります。
ほとんどは先生の監督の下、先生の指示に
従って行うものです。仕事内容は、教員にな
ろうとする者には当然意味がありますが、こ
れだけでは駄目です。事前活動、振り返り、
活動の意思決定などが伴わなければ、サービ
ス・ラーニングにはなり得ないと思います。
デザインを手伝うということは、今は現実的
ではありません。

5. 学校におけるサービス・ラーニング
　アメリカでの例を一つ挙げます。ケンタッ
キー州立大学の場合、授業の教え方への導入
という授業では、アメリカの公立学校の現状
と授業の仕方の本質に触れるという目標を掲
げています。20時間のサービス・ラーニン
グとリンクした具体的目標としては、一つ目
は、学校が社会の向上にどのように貢献して
いるかを考えながら、社会問題についての気
付きを得ること。二つ目は授業を超えて社会
を改善する方法、思いやりの気持ちを持って
生活の質を向上させる方法となる知識と技能
を得ること。三つ目は、学生が大きな地域社
会の一員であることを感じ、地域社会に責任
があることが分かるようになるというもので
す。
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　教科書のある部分を読んで、児童生徒は発
達段階において、どういうふうに学びが違う
かも頭に入れながら、サービス・ラーニング
を学びます。サービス・ラーニングは学校で
チューターやメンターとして、あるいはコー
チとして働く活動です。
　ただし、評価がたくさん要求されます。ポー
トフォリオ（活動の記録）をどんどんためて
いきます。観察記録を書いて発表し、関係の
ある本を読み、書評を書き、クラスメートと
自分で評価し、振り返りのレポート、活動に
ついての分析的レポートを書きます。これだ
けのものを課しており、ここまで来れば本当
に学びが高められると思います。
　さらに大学の支援が必要です。他の授業で、
これに関わるものがどういうものかを具体的
にシラバスの中に挙げています。ある授業で
はサービス・ラーニング諮問委員会があって、
教職の学生と活動をマッチングし、ニーズの
ある機関等の連絡を取ることを授業の中でや
ります。
　これをするには、当然サービス・ラーニン
グセンターのような組織がないと難しいです
し、恐らく学校での活動に限定されず、児童
を対象にしているいろいろな外部の施設でボ
ランティア活動を行うこともあると思いま
す。本当に学べるように多くの課題が出され
ています。

6. 地域社会におけるサービス・ラーニング
　地域社会でのサービス・ラーニングは、地
域社会の組織や機関で自分が選んだ場所で活
動します。自分が地域に出て、どのようなニー
ズがあり、自分に何ができるかを判断し、最
初は観察します。それから、自分で決めた活
動を行い、振り返りを行う流れだと思います。
　カリフォルニア州立大学には、「教員と地
域社会の交流」という授業があります。大学
にはサービス・ラーニングセンターがあるの
で、センターのコーディネーターたちが情報
を提供してくれます。自分が教育実習を行う

ことになっている中学校・高校の生徒たちに
影響があると思われる地域の機関を見つけて
訪問し、交流します。
　活動のためのプリントには、学生の学びを
最大限にするためにいろいろな質問事項があ
ります。例えば「その機関はどのように学校
の支援機関となるか。」「この機関をどのよう
にサービス・ラーニングやキャリア教育に利
用できるか。」「自分の実習先の中学生・高校
生と協力して、この機関の活動を、自分の
教える教科とどのように結び付けられるか。」
などです。こういう質問に答えられなければ
いけません。
　さらに大変な課題だと思いますが、「この
体験で得た知識を基に、自分の活動した機関
についての授業案を作りなさい。」という課
題が出されます。その際、先ほどの質問に答
えた内容をできるだけ活用することになって
います。

7. サービス・ラーニングを取り入れた大学例
　今年度に入って調査を続けていく中で、二
つの大学でサービス・ラーニングを取り入れ
た教職課程を行っているところを見つけまし
た。
　一つは愛知東邦大学教育学部です。今まで
1年生のセミナーの先生が中心となって、セ
ミナーの中でサービス・ラーニングを行って
いました。サービス・ラーニングという名前
も付いていますし、内容も同じようなもので
す。学校の中だけでなく、児童館での活動も
しています。報告会もしっかりやって、学生
同士の分かち合いや討論も入れています。事
前学習と授業を入れて活動して、最後に分か
ち合いをするという一連の流れを取っていま
す。さらにハンドブックを作り、体験的な指
導をしっかりとしています。1年生で活動し
て、2年生になったら 1年生を指導します。
ここの先生とお話ししましたが、「1年生か
らインターンシップは無理。行っても迷惑を
掛けるだけ。最初は学ぶことを重視しなけれ
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ばならない」と強くおっしゃっていました。
サービス・ラーニングは意味があるというお
話でした。
　もう一つは、東海地方の椙山女学園大学で
す。たまたま論文で見つけたのですが、ボラ
ンティアの授業がありました。いろいろ見て
いくと、これは間違いなくサービス・ラーニ
ングです。対外的にはサービス・ラーニング
という言葉は、まだあまり使われていません
が、先ほどの東邦大学の先生も「外にはボラ
ンティアでいいです。ただ、内容はサービ
ス・ラーニングです」とおっしゃっていまし
た。ここも間違いなくサービス・ラーニング
ですが、まずボランティアに行く前に「ふれ
あい実習Ⅱ」という参加型の授業を絶対に取
らなければなりません。そこでボランティア
ガイドとして、この活動が何なのか、どうい
う意味を持つのかを 1学期かけて座学で徹底
的に勉強します。そして、それを体験に応用
できるかも含めて勉強します。その後に「教
育ボランティア」を 1年、「福祉ボランティア」
を 1年、かなり徹底的にやっています。
　ただ、効果はさまざまで、先ほどボンド先
生が挙げてくれたような効果が全てあります
が、課題としてもいろいろなものが出てきま
した。「ボランティア先の確保が難しい」「よ
い勉強を保ち続けるために、学長から手紙を
書いてもらったり、大学全体で意識して常に
連携を持ったり、さまざまなことをしている」
と言っていました。ボランティア先には、「い
つも学長の名前でお願いの文書を書いてい
て、お礼の文書も書いている」と言っていま
した。
　それから、学生の活動を学びに結び付ける
ための仕掛け作りに工夫していました。例え
ば活動ノートを工夫してみたり、気付いたこ
とを書く「私のノート」を作ったりしていま
した。「教員の負担が多い」ともおっしゃっ
ていました。関東学院の場合もそうですが、
「教職実地体験」という授業はノルマにカウ
ントされていないので、時間割りにも含まれ

ていません。空き時間がばらばらなので、ボ
ランティアに行こうとしている学生を全部集
める機会も持てません。とても苦労している
ので、大学全体の組織としての応援が必要に
なってきます。教職課程の在り方も考えなけ
ればいけなくなるわけです。
　今後の課題は、ボランティアとサービス・
ラーニングの違いが理解されていないことで
す。これをしっかり理解し、教育活動という
認識を持ってもらい、学校全体で取り組んで
もらいたいです。そういうサポート体制がな
いと、1～ 2人の教員だけに負担が掛かりま
す。実際に社会連携センターと連携を持ちつ
つあり、ボンド先生はもう持っていますし、
私もこれから連携していこうという状態にあ
ります。もう少し全体としての理解を持って
もらわなければなりません。何よりも日本の
教職課程に望まれている文科省からの要求が
とても厳しく、かっちりしています。限られ
た時間の教職課程の中で、大学全体が工夫し
なければ、こういうのを取り入れるのは本当
に無理です。それを実感しています。
　これから関東学院が目指していくのは、地
域に参加するような教員養成です。サービス・
ラーニングを通して社会的公平性のある社会
を築くため、次世代の子どもたちを共感や社
会的責任を持った大人に教育する意味でも、
教員になろうとしている学生たちがこれらを
学んで、実際に指導できる人になることが重
要だと思います。どうもありがとうございま
した。
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第 2 部

キリスト教と文化研究所主催　シンポジウム
「Serve the World ―サービス・ラーニング
を通しての社会貢献」

講演 1「ICU のサービス・ラーニング」
講師：黒沼　敦子　氏（国際基督教大学（ICU）
サービス・ラーニングセンター　コーディ
ネーター／講師）

　本日は細谷先生から、特に国際基督教大
学（ICU）の事例について、授業と結び付け
た活動を紹介してほしいとご依頼を頂いたの
で、全般的にわれわれのサービス・ラーニン
グのプログラムを皆さんにご紹介したいと思
います。この後、パネルディスカッションも
あるので、ご質問等あればそちらでお話しさ
せていただきます。

1. 大学の概況
　ICUは、1953年に開学したキリスト教系
の 4年制私立大学です。学部生は 2700人、
そのうち留学生は 130人で、関東学院大と比
べると随分小さい大学です。男女比は 4：6で、
女子学生が少し多いです。専任教員は 156人、
そのうち 3分の 1が外国籍で、日本人の多く
の教員はアメリカで学位を取っています。建
学のミッションは「神と人とに奉仕する人材
の育成」で、関東学院は「人になれ　奉仕せ
よ」ですが、われわれのミッションにも奉仕
という言葉が入っています。
　教養学部 1学部のみの少人数リベラル・
アーツ教育を 1953年からずっと続けていま
す。日英バイリンガリズム、4月・9月入学、
GPA（Grade Point Average）制度、3学期制、
アドバイザー制度を開学以来続けています。
GPAは今ではもう珍しくありませんが、か
なり前からやっています。3学期制は珍しい
と思いますが、春・秋・冬に完結型の学期を

それぞれ置いています。2008年に教学の改
革を行い、Later Specializationという制度に
しました。専門を決めずに入学し、2年次の
終わりに専門を決めるものです。現在 31の
メジャーがありますが、人文科学系・社会科
学系・自然科学系などかなり幅広くなってい
ます。

2. SL プログラムの特徴
　その中でサービス・ラーニング（SL）が
どのように行われているのかというと、まず
基本情報をお話しして、皆さんにイメージを
付けていただくために、今やっているプログ
ラムを紹介したいと思います。対象は教養学
部の 2～ 4年生で、活動先はアジアなどの海
外もしくは日本国内となっています。期間は
夏季休暇中の 1カ月間です。参加人数は年間
50～ 60人で、3分の 2が海外のプログラム
に参加します。履修単位は 4科目で 7単位に
なります。
　2002年のセンター設立前は、参加人数が
少なかったのですが、センターができてから
は 50～ 60名で推移しています。急に増える
年がありますが、理由はよく分かりません。
1学年が 600人なので、約 1割の学生が SL
をやっています。
　SLの科目は、座学のコースを三つ、実習
のコースを二つ用意しています。これはどれ
かの授業に付属しているものではなく、イン
ディペンデントに SLの科目を設置していま
す。専任教員である私とセンター長が教えて
いますが、「入門」は 2人で行い、「実習準備」
と「共有と評価」は私が担当しています。実
習は、ディレクターがコースコーディネー
ターになっていて、それぞれ専任教員が個々
の学生ごとに評価しています。
　春学期に準備として「入門」と「実習準備」
の授業を行い、夏休みに実際の活動を行いま
す。秋学期に振り返り授業として「共有と評
価」で、ディスカッションやリフレクション
を集中的に行い、そして学生はプレゼンとリ
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ポートを書きます。全部で 7単位ですが、活
動とプレゼンとリポートを合わせて、「国際
サービス・ラーニング」もしくは「コミュニ
ティ・サービス・ラーニング」の 3単位にな
ります。
　本校は特に海外の SLに力を入れているの
で、今回は海外の活動を中心に紹介したいと
思いますが、海外で国際 SL、国内でコミュ
ニティ SLを実施することになっています。
われわれの SLの特徴をいくつか挙げると、
まず正規のカリキュラムに入っている授業科
目であり、海外・国内に多様な活動先があり
ます。そして 30日以上のサービス活動を必
修としており、時間数にすると 240時間で、
夏休みで行う活動としてはかなり多いです。
教員の引率はなく、体系的なリフレクション
による学びを行っており、SLアドバイザー
のアカデミックな指導と成績評価をしていま
す。
　活動する学生は、それぞれ自分の活動に
合った教員、自分が指導してほしい教員を自
分で選んで、その教員に自分の体験と学びの
指導をしていただき、成績評価を受けること
になります。ですから、国際 SLとコミュニ
ティ SLの二つの科目については、SLアド
バイザーという専任教員が評価を行うことに
なっています。これはかなり特徴的なことで、
この SLアドバイザーはボランタリーな役割
ですので、教員の積極的な関与を要求してい
ます。
　国際 SLの活動先は、韓国、中国、香港、フィ
リピン、インドネシア、タイ、インド（2カ所）
です。パートナーはいずれもキリスト教系の
大学や機関です。大学レベルで交流があると
ころもあれば、SLだけで交流があるところ
もあります。
　2003年からずっとやってきて、ほとんど
の大学は 2～ 6名の間で送っていますが、イ
ンドネシアだけはかなり多く、最近 28人送っ
たときもありました。向こうからは 30人ま
で OKと言われているのですが、私たちとし

ては 10～ 15人ぐらいが一番いいように感じ
ています。派遣学生数を見ると、昔からお付
き合いがあるところもあれば、最近お付き合
いを始めたところ、諸事情により途中で切れ
てしまったところもあります。
　サービス・ラーニング・アジア・ネットワー
ク（SLAN）のパートナープログラムの特徴
は、海外であるため非常にリスクも高いので
すが、信頼関係のあるパートナー機関を通し
て海外でサービス活動ができ、向こうの教授
に指導を受けられるのが利点です。それから、
受け入れ国の学生や第 3国の学生と共に現地
のコミュニティに入るので、学生同士の学び
合いは非常に活発です。活動先ごとにプログ
ラムの内容も大きく違い、それぞれユニーク
な特徴があります。例えば、韓国では北朝鮮
からの脱北者の施設に行ったり、中国では南
京大虐殺に関する記念館で翻訳の仕事をした
り、実際に被害者に会いに行ったりします。
それから、タイでは障害を持った方々の施設
に行ったり、インドでは盲学校などローカル
な学校に行ったり、いろいろなことをしてい
ます。こうしたユニークな特徴に加え、海外
での SLの意義は異文化ということで、学生
たちは新たな価値観や多様性との出会いが非
常に多いです。その出会いが学生に大きな変
化をもたらしています。
　コミュニティ SLの活動も簡単に紹介しま
す。栃木県にあるキリスト教系学校法人アジ
ア学院というアジアの農村指導者を養成して
いる学校があり、有機農法を通してリーダー
シップを学ぶサービス活動をしています。こ
こ 7年ほどは、沖縄県石垣島の白保で行われ
ている環境保全の活動にも参加しています。
東北復興支援は、皆さんご存じだと思います
が、NPOカタリバや遠野まごころネットな
どで活動したり、都内では国際 NGOに行く
学生が多くいます。
　コミュニティ SLは海外と違ってリスクは
非常に低いので、グループではなく個人で行
い、自分の関心に合った活動先を探すことが
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できるのが大きな利点です。活動内容や組
織・地域の人との出会いを通して、キャリア
への指針を得る学生が多いのも特徴です。国
内といってもかなり異文化や組織風土が違う
ので、そういったものに触れて日本を再発見
し、社会問題に対する意識が高まる学生が多
くいます。特に本校では、アメリカで生まれ
育ち日本で教育を受けていない学生もいます
から、初めて日本を発見するという学生も多
く、この活動が新たな日本発見の機会になっ
ています。また日本国内で行う良さは、授業
を履修した後も継続的に関わることができる
点であり、SLの授業がその後のボランティ
ア活動に続くことがよくあります。

3. SL と ICU の理念・歴史
　ICUのこうした活動は、大学の理念と歴史
に非常に深く関わっています。先ほどお話し
したように、建学のミッションは「神と人と
に奉仕する有為な人材を育成する」ことであ
り、「Serve God and People」は私たちの大き
な使命です。こうした理念に基づいて、ICU
の木がどんどん育ち、大学の歴史の中で SL
という果実ができたというイメージをわれわ
れは持っています。特に 1990年代に 50周年
を迎えたとき、「行動するリベラル・アーツ」
「責任ある地球市民」という新たなミッショ
ンが掲げられました。SLとは Doing Liberal 
Artsなのですが、 まさにDoingがサービスで、
国際的な責任ある地球市民を育てていく点
は、SLのプログラムとがっちりマッチして
います。
　縦軸が歴史とすれば、横軸にもさまざまな
萌芽があり、ICUの学内にはさまざまな活動
があります。例えば視覚障害を持った学生を
1970年代から受け入れたり、宗務部ではタ
イに行って教会建築に関わったり、近くの三
鷹市で地域研究などを行ったり、平和研究所
ではフィールドトリップとして沖縄や海外に
行ったりしています。国際関係学科が 1990
年代半ばにでき、「海外総合実習」と「国際

インターンシップ」の二つの科目が今の SL
の素地になったと言ってもいいくらいです。
今は行っていませんが、ちょうど SLに移行
するときに、この科目をやっていた教員たち
が非常に熱意を持って、「われわれが学科で
やっているこの科目を何とか全学的に広げた
い」と強く活発に動きました。ですから、こ
うしたいろいろな活動がある中で、ICUの中
でばらばらにやっている諸活動を SLという
一つのコンセプトにまとめて全学的に進めて
いったことで、われわれのプログラムが発展
していったのです。
　SLを発展させるために 1990年代半ば、ま
ず「行動するリベラル・アーツ」というミッ
ションに従って、教学プログラムの改革委員
会や学際領域検討委員会ができました。そし
て SLプログラムを検討して、1998年に理事
会に答申発表という形で、教員間の動きが非
常に強くありました。理事会ではSLカリキュ
ラムの充実を図っていく決断をして、関連科
目が次々開講されたという経緯です。
　2002年に SLアジア会議を本学で開催しま
したが、そのときにアジアから SLをやって
いる方を 70人ほど呼び、「SLは非常に大切
だ」と学内の中で言いました。すると、「大
切だと言うなら、うちにも SLセンターがな
ければ駄目だろう」ということになり、2002
年に SLセンターを設立することになりまし
た。当時の国際関係学科の学科長や教員たち
が主導的に進め、ばらばらだったものを全学
的なものにしたのです。
　国際 SLのプログラムとしては、SLセン
ターができてから SL学生交換プログラムを
開始しました。アジアの大学との間で学生を
送ったり受け入れたりしはじめ、SLANのプ
ログラムに展開していきました。それから
2006年から 3年間にわたり、文部科学省か
ら補助金を頂きました。GPのお金は学内の
ものとは比べものにならない金額なので、大
きなモデルプログラムをフィリピン・インド・
アフリカのマラウイで行いました。このイン
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パクトはセンターにとっても、プログラムに
とっても非常に大きいことでした。もう引け
なくなった、もうセンターをつぶせない、も
う続けるしかないということで、補助金が終
わってからは人件費などが大変なのですが、
何とか頑張って続けています。
　コミュニティ SLは三鷹市役所からスター
トして、その後、三鷹市、アジア学院、三鷹
国際交流協会、セツルメントの社会福祉法人
である興望館で 2003年ごろまで活動してい
ました。これは教員のネットワークでつなが
りがあったところから始まりましたが、セン
ターができた後は、学生が自分で活動先を
探し、われわれがサポートしています。それ
から、三つのパートナー機関（アジア学院、
WWFジャパン、興望館）を設けています。
　アジアの大学に学生を派遣し、パートナー
交換で受け入れもしているのですが、少しむ
らがあります。キャパシティの問題で、われ
われセンターが毎年まとめて受け入れられな
い状況にあり、これは課題になっています。
送る学生がいるので、受け入れなければいけ
ないのですが、まだまだ整備が足りず、これ
からもう少し本腰を入れて考えていきたいと
思っています。
　香港では、経済格差が大きいために教育を
受けられない子どもたちの施設で日本文化を
紹介したりしました。インドでは移民が多い
ので、移民社会のところに入れてもらった
り、タイではカトリック系のファーザーレイ・
ファウンデーションという障害児施設に行き
ました。インドでは現地の学生と一緒にロー
カルスクールへ行ったり、原爆の日には鶴を
一緒に折ったり、盲学校に行ったりしました。
インドネシアでは農村に入り、ムスリムのコ
ミュニティに入ります。インドネシアのプロ
グラムは、香港・台湾・オランダなど多くの
大学が集まっています。日本からは本校と桃
山学院大学から毎年 1人来ていて、150人ぐ
らいになります。

4. SL を支える体制
　SLの運営体制は、センター長が 1名で、
専任教員を兼務しています。コーディネー
ターは私で、事務職員とパートスタッフがい
て、意外と小さい所帯です。ひとえに人件費
の問題だと思いますが、こういったコーディ
ネーションをやる部署があることは非常に大
きいと思います。
　学内の組織は、教員系と事務系が一緒に
なったところが SLセンターです。ですから、
学長や副学長も上で見ながら、学期に 1度、
報告・助言をする運営委員会を設けています。
それから SLアドバイザーは専任教員が任意
で就き、学生の面倒を見てくれます。事務局
長の下に行政事務部があり、われわれは行政
事務部の管轄でしたが、事務局長直属になり
ました。今は国際教育交流グループの留学担
当やアドミッションセンター、ITセンター
と連携しながらやっています。特に留学の部
署とは協定などを一緒に作ったりして、SL
で送って留学生を受け入れることもしていま
す。

5. SL の学び
　皆さんは SLを授業と考える観点から、学
びの部分への関心が強いと思います。SLに
おいて学びというのは非常に大事だと私たち
も思っています。何をしたかではなくて、そ
こから何をどれだけ学んだかを、きちんとデ
モンストレーションすることが重要だと思っ
ており、リフレクションというプロセスを大
切にしています。サービスを学びにどうつな
げるかは重要な仕組みであり、自分で計画
していろいろ学ぶ意図的学習者（Intentional 
learner）を養成していかなければならない点
で、学びの成果を形にすることも非常に重要
視しています。例えば、SLアドバイザーに
学びの成果を示すために、プレゼン、リポー
ト、受け入れ団体からの活動評価表をアドバ
イザーに見ていただいて、成績評価を受けて
います。そして、一定の基準を満たすと単位
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が認められる仕組みです。
　リフレクションにもいろいろあって、ICU
ではリフレクションの仕組みを指標で表した
ものを作っています。縦軸に「事前」「サー
ビス中」「事後」という項目を設定し、横軸
に「個人で行うもの」「1対 1で行うもの」「グ
ループで行うもの」を設定しています。
　個人の場合、事前に自分でエッセーを書い
てもらいます。サービス中はジャーナルを作
ります。ジャーナルの書き方は実習準備のク
ラスでかなり念入りに行います。事後はプレ
ゼンテーションとリポートをやります。
　1対 1の指標でいえば、事前にアドバイザー
に面接してもらい、サービス中は受け入れ先
の担当者に指導してもらったり、われわれが
Eメールで指導したり、事後は面接したりし
ます。
　グループでは、事前に国内で活動する学生
たちは、授業以外に行き先別に事前勉強会を
します。サービス中はそれぞれの行き先で振
り返り、ミーティングを開いたり、メーリン
グリストを作ってそれぞれの活動を報告し
合ったりしています。事後はプレゼンテー
ションやディスカッションをしています。そ
れぞれ授業も付いている形です。
　SLの効果としては、私もモチベーション
の部分が非常に大きいと思っています。それ
は学生にとってとても大切なところで、それ
に加えて学問的な関心や好奇心も刺激される
と強く感じています。例えば言葉にすると、
内面的なもの、社会的なもの、学問的な気づ
きと成長があると思いますが、現実の社会に
出ると、現実に基づいた問題意識が生まれま
す。それから、自分と異なる他者と向き合い、
理解する力が生じます。関連して、言語・非
言語のコミュニケーション能力が非常に高く
なります。そして、現場では楽しいことばか
りではなく、必ず挫折や失敗をするので、そ
ういう失敗の経験から学んだり、挫折を乗り
越えて挑戦する意欲を現場で経験します。い
ろいろな問題が現場で起きますが、それを解

決することで小さな成功体験を得て、それに
よって自信が生まれます。今の学生たちは自
信のない子がたくさんいます。こういった現
場に入って、自分が何かできることに気が付
くと、それが自信になって次のステップが生
まれます。
　ボランティアについて懐疑的になっていた
学生がいました。「ボランティアはしてあげ
ることであり、してあげることは迷惑だ」と
考えていましたが、SLに行ったことで「ボ
ランティアとは、誰かにしてあげることでは
なくて、共に何かをすることなのだ」と考え
方が変わりました。SLによってそういった
関係性をきちんと見極めて帰ってくることが
できました。
　また、「『答え』ではなく、『問い』を持つ」
ようになりました。現実社会には答えが出な
いことがたくさんあります。しかし、答えが
出ないことに対する自分の使命は、「問い」
を持って追い続けていくことなのだと感じて
くれている学生がたくさんいます。
　それから、学問的探究心・好奇心が刺激さ
れるようになりました。本学はメジャー制を
敷いていますが、メジャーを決めきれていな
い学生が現場に出て、そこで発見した新たな
学びや問題意識によって、大学での次の学び
をどうするかを深く考えるようになっていま
す。
　SLをやった後は、メジャーへのつながり
が非常に強いです。何を学ぼうかということ
に関して道筋がかなり付けられたという学生
もいます。それから、地域活動をした学生は
キャリアに対してかなりつながりを深く持っ
ています。例えばワールドビジョンでやった
学生の中には、アジアの子どもたちからの手
紙を翻訳したりして、自分も将来こういった
NGOで働いて、子どもたちの草の根活動を
したいという思いを持つ人も多いです。それ
からボランティア活動へのつながりです。授
業だけで終わりではなく、何かしら自分が社
会と関わりながら生きていくことの回路を
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SLの授業で学び、授業が終わった後も細々
と学習支援を続けたり、障害者支援を続けた
りする学生を私は多く見ています。
　学生が作ったビデオがありますので、これ
を見ていただくのが一番いいのではないかと
思います。インドネシアに行った韓国の学生
が撮った映像にキャプションを付けて、SL
をしたいと思っている学生向けに作った PR
ビデオを皆さんに見ていただき、SLをイメー
ジしていただければと思います。

―ビデオ開始―

　これはインドネシアの村で 5カ国ぐらいの
学生と一緒にフィジカルワークとして、学校
の建築などを手伝っています。
　英語を教えたりもしています。これは将来
の夢を語ってもらっています。それから歯磨
き指導などをやっています。いろいろなビ
レッジでプロジェクトをそれぞれやっていま
す。

―ビデオ終了―

　こういう形で学生が自分たちでとらえて、
次の学生に語りかけていきます。学んだこと
を実際の現場でやって、それをまた自分たち
のところに持って帰ってくることで、本学は
このサービス活動を海外や国内で展開してい
て、これからもこのプログラムを充実・発展
させ、学生交換をしながら、地域で行ってい
ることも続けていきたいと思います。この後、
いろいろな点でご質問があれば受けたいと思
います。私の話としてはこれで終わらせてい
ただきたいと思います。ご静聴ありがとうご
ざいました。

講演 2 「Off Campus Program―つくば市を
キャンパスにした社会力育成―」

講師：武田　直樹　氏（筑波学院大学 Off 
Campus Program 推進室　社会力コーディ

ネーター）

　ICUの黒沼さんからスケールの大きなプロ
ジェクトのお話がありましたが、今度は全国
魅力度ランキング 47位の茨城県から、SLで
どのように地域を元気にできるのかという視
点でお話しさせていただきたいと思います。
筑波学院大学では 11年前から、つくば市を
キャンパスに学生の社会力を育成する「Off 
Campus Program（OCP）」を展開しています。
まずはビデオを見ていただきたいと思いま
す。

 
（男性アナウンサー）　県内の大学生が戦争の
記憶を後世に伝えようと自分たちで調査して
まとめた展示会が、笠間市で始まりました。
かつて特攻の訓練が行われた筑波海軍航空隊
記念館で始まった展示会。筑波学院大学や常
磐大学など、四つの大学の学生が開きました。
会場には、高齢化のために減少している各地
の遺族会から引き取るなどしてまとめたパネ
ルや資料が展示されています。
　このうち、平成 8年に解散した遺族会を調
査した展示では、飛行訓練中の兵士が 8歳の
弟へ宛てた手紙が紹介され、「兄サンモ、ガ
ンバリマス」という文章と共に、筑波山上空
を飛行する戦闘機のイラストが描かれていま
す。この兵士はこの手紙の 1年後に特攻に出
撃し、21歳の若さで戦死しました。
　戦争を知る人が少なくなる中、学生たちは
少しでも多くの証言を集めようと調査に当た
りました。

（男性）　大学を出てすぐに海軍に入って、パ
イロットになって、すぐに特攻で死んでいっ
ちゃうんだもんね。そういう人が沖縄戦だけ
で 60人もいたんだよ。

（男性アナウンサー）　笠間市にあった筑波海
軍航空隊の元隊員たちは、多くの仲間が十分
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な技術もないままに出撃し、命を落として
いったと証言しました。そして今日。

（学生）　この友部の町に記念碑を作るために
会を結成して、こちらが実際の記念碑になり
ます。

（男性アナウンサー）　学生は訪れた人たちに
解説を行いました。

（学生）　若い世代には若い世代が伝えていか
なければいけない。さらに下にどんどん語り
継いでいくためのパイプとしてやっていけれ
ばいいと思っています。

（男性アナウンサー）　若い世代が伝えようと
する戦争の実情を伝える展示。今月 31日ま
で開かれています。
 

　今月というのは 8月です。続いて、筑波ら
しさというか震災支援なのですが、茨城県は
福島県の隣ですので、福島県からつくば市に
現在 500人、約 200世帯の方が避難されてい
ます。特につくばの場合は国家公務員宿舎の
空きが多いので、そこに避難されている方を
学生がどういうふうにサポートしていけるか
ということから取り組んだプロジェクトをご
紹介させていただきます。

 
（女性アナウンサー）　開かれた催しに参加し
た子どもたちです。東日本大震災と福島第一
原発の事故の影響で、茨城県内で避難生活を
続けている子どもたちなのです。

（男性アナウンサー）　震災と原発事故から 4
年 4カ月。県内では今もおよそ 3600人の方
が避難生活を続け、このうちのおよそ 500人
は小中学生の子どもたちとみられています。
中には環境の変化などから、避難先の学校に

なじめずにいる子どもも少なくないといいま
す。

（女性アナウンサー）　こうした被災した子ど
もたち同士のつながりを作ってもらおうとい
う催しがつくば市で開かれました。主催した
のは、筑波学院大学と筑波大学の学生たち。
参加したのは、福島県と宮城県から避難して
いる子どもたち 14人です。

（学生 A）　皆さん、ぜひめがね先輩と呼んで
ください。

（学生 B）　キュウリが嫌いな久保木圭伸で
す。

（女性アナウンサー）　子どもたちの避難先
は、つくば市や土浦市など、八つの市と町に
わたります。会うのはこの催しが初めての子
どもがほとんどです。震災後、学生たちが行っ
たボランティア活動の中で特に子どもたちへ
の心の支援が行き届いていないと感じたこと
が、この催しを行うきっかけでした。用意し
た六つの種目は全て、初めて会う子どもたち
が協力し合えるように工夫しました。風船リ
レーは 2人 1組になって、風船を落とさない
ようにタイムを競います。

（学生 C）　頑張れ、頑張れ。

（女性アナウンサー）　最初は緊張気味の表情
もどんどん生き生きしてきました。

（子ども A）　最初は緊張したけど、でも後々
慣れてきて楽しかった。

（子ども B）　いろいろな人と話せて、とても
楽しかったです。

（母親）　びっくりしました。初めて会った子
とこんなに仲良くできるって、なかなかうち
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の子はなかったので、大学生のお兄さんたち
が、すごい楽しく和やかにやってくれたので、
なじめたんだと思います。

（学生 D）　最初に思い描いていた以上に子ど
もたちと仲良くなって、まさか名前まで呼び
合う仲になってくれると思っていなかったの
で、大成功だと思います。今日で終わりでは
なくて、これからもこういったイベントをも
し、子どもたちがやってほしいと言うなら、
やっていきたいと思いますし、最終的には大
人になっても友達でいられる関係を作ってい
くのが目的ですので、これから先もずっと仲
がいいままで続いてほしいなと思います。

（男性アナウンサー）　子どもたち、本当に楽
しそうにしていましたね。

（女性アナウンサー）　そうですね。久保木さ
んたちが参加した子どもたちにアンケートを
したところ、回答した全員から「また運動会
を実施してほしい」という回答が寄せられた
ということです。そのため、早ければ今年の
冬にも 2回目の運動会を開催したいと話して
いました。
 

　これも実際に事前学習として、福島から避
難されている方の一時帰宅に伴って、双葉町
に連れていってもらったり、終わった後にそ
れがどういう意味を持ったのか振り返りも含
めて、単に活動するだけではなく、事前学習
やリフレクション、中間の理解も含めてきち
んとやっています。
　次は、つくばならではの活動だと思います。

 
（女性アナウンサー）　立ったまま乗って移動
できるロボットや超小型の電気自動車に乗っ
て、小学校周辺の防犯パトロールをしまし
た。この防犯パトロールは、一般の道路で人

が乗って移動するロボット実験の特区に指定
されているつくば市が、ロボットの活用方法
の一つとして行いました。
　パトロールには筑波学院大学の学生 4人が
参加し、立ったまま乗って移動できるロボッ
トと超小型電気自動車に乗って、市内五つの
小学校の周辺をパトロールしました。超小型
の電気自動車には安全パトロール中と書かれ
たシールが貼られ、学生は不審者がいないか
どうかなどに注意しながら運転していまし
た。
　体の重心を移動することで進んだり止まっ
たりできるロボットに乗った学生は、下校中
の子どもたちに付き添いながら、気をつけて
帰るよう声を掛けていました。

（学生 A）　小回りも利くし、狭いところも行
けるので、小学生たちと触れ合えながらでき
るかなと思いました。

（学生 B）　珍しい乗り物なので、やはり周り
からも注目されますし、その注目されたとこ
ろから防犯意識を認識してもらえればいいと
思います。

（女性アナウンサー）　筑波学院大学では今後
も児童の下校時間帯に合わせて、防犯パト
ロールに協力していくことにしています。
 

　この活動は、もう 3年目の取り組みになり
ます。つくば市の場合、ロボット特区と環境
モデル都市という二つの国家プロジェクトを
取っていますので、それに連動する形で一緒
にさせていただいています。今日お渡しした
冊子の中に、地元では一番インパクトのある
茨城新聞に一昨日、キャンパスプログラムの
特集として載せた全面広告が参考として入れ
てあります。
　さらに言うと、全部で 28人ほどの体制の
教員チームのうち、現在 7人が定年退職で辞



関東学院大学「キリスト教と文化」第 15 号（2016 年）

― 20 ―

めるため、7人の教員募集を開始しました。
地域連携あるいは地域貢献に積極的に参加で
きることが、どの教科の教員であっても全て
申し込み要件に入っています。これが本学の
実情で、こうした地域連携を取り入れていか
ないと、大学経営を含めて成り立っていかな
いのです。それから、やはり教育効果です。
多様な学生が入ってくる中で、どのように動
機付けが変わっていくのかを徹底的に模索し
ているところで、お金の配分や教員のリク
ルートの面でも心掛けています。

1. 大学の概要
　筑波学院大学はもともと、市ヶ谷にある東
京家政学院の筑波校として誕生した短大が前
身です。その後、4年制の女子大になり、平
成 17年 4月から男女共学になりました。そ
れに伴って、社会力を現場で育成していく
キャンパスプログラムを取り入れました。翌
年度に現代的教育ニーズ取組支援プログラム
（現代 GP）を取り、平成 26年に開学 25周年、

OCP10周年を迎えました。
　教育目標は、11年前の改組で筑波学院大
学に名前が変わったとき、学長をされていた
門脇厚司先生が「社会力」という言葉を提唱
しました。いくら技術があってもそれをきち
んとのみ込めるだけの幹の部分を育成しない
と、どうしてもツールに流されてしまい、そ
れではまずいという中で、きちんとした社会
力が必要であり、いろいろな人と協力しなが
ら、よりよい社会をつくり上げる力を身に付
けられる人材を育成しようと、当初は市民性
教育的なところから始まりました。
　本学は地方の小規模大学で、現在の学生数
は 500人ぐらいです。学年によってばらつき
がありますが、1学年 120～ 130人ですので、
非常にフットワークが軽いと言えますが、大
きいことはできないことになります。学生の
多くは地元から自宅通学しています。おじい
ちゃん、おばあちゃんが「車買ってやるから、
学院大行けや」という感じで来る学生も少な

くありません。そして、そのまま就職するの
で、地域に根差している状況です。
　一方、筑波研究学園都市というそうそうた
る名前が付いている場所ですから、多様な社
会資源、ソーシャルキャピタルがあります。
例えば茨城県の 6分の 1の NPOがつくば市
に集中していたり、多くの研究機関があった
りします。隣に私の母校である筑波大学もあ
りますし、あとは筑波技術大学という目が見
えない方と耳が聴こえない方の国立大学があ
りますので、そういったところとも連携がで
きるのがメリットです。それから、大学自体
が駅から歩いて 7分と近く、駅周辺に駐車場
が 300台分あるのもメリットの一つです。

2. OCP について
　OCPは、つくば市をキャンパスにして社
会力を育成するために、実践科目 A～ Cと
段階的になっています。実践 Aは 1年生の
必修、実践 Bは 2年生の必修、実践 Cは来
年度から 3年生の選択必修になります。学内
の本キャンパスでのデザイン・システム・経
営、来年度から国際も入りますが、それらの
専門教育と相互に往還しながら、学問領域と
も結び付けてやっていく流れになっていま
す。それは、先ほど言った教員募集にも表れ
ていると思います。
　具体的なプログラムの内容としては、1年
生は 1回型の体験です。ただし、その前に地
域やボランティアなどの基礎的な知識をワー
クショップなどで身に付けてもらいます。2
年生は 30時間以上、ある団体で社会貢献活
動を市民の一員として行います。3年生にな
るとプロジェクト型ということで、自分で
テーマを設定して、そのテーマに合うような
プロジェクトを自分で交渉してつくり上げ、
実践する形です。先ほどのビデオで NHKに
撮影してもらったものは、主に自分たちで
テーマ設定するプロジェクト型の 3年生の活
動です。
　OCP実施の仕組みとしては、OCP推進委
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員会を学内に設けています。その中に私も社
会力コーディネーターとして入っていて、学
生支援グループや 7名の担当教員がいます。
また OCPの学生スタッフがいて、後輩にア
ドバイスや指導を行ったり、授業とは別に自
分たちでつくり上げた活動を行っています。
そうして学内全体で社会参加活動を活発にす
る動きを見せています。
　一方、平成 17年につくば市と連携協定を
結びました。それから、つくば市内の NPO
を支援する中間支援 NPO「つくば EPO」を
門脇先生が作られて、自ら代表理事を当初務
めておられました。ですから、初めは地域の
受け入れ側のリーダーも大学側のリーダーも
学長という組織構成でした。あとは、非常に
元気がよくていろいろなプロジェクトを仕掛
けるつくば青年会議所に将来的な就職も含め
てお世話になっています。彼らとも連携協定
を結びながら活動に貢献することで関わりを
持っています。
　他にも、現在 100近い連携団体があり、お
世話になりながら活動しています。そのチョ
イスは学生が行う形になっています。必修の
授業ですので、例えば私がどこかを勧めると、
最後に「武田さんが言ったからこうなった」
と責任がこちらになります。そうではなく、
多種多様な 100ぐらいある中から自分で選ん
でもらえば、何かあったときに自分で選んだ
のになぜこうなったのかとリフレクションの
部分で非常に役に立ちます。ですから、必修
科目でありながらも多様な選択肢の中から選
んでもらうことで、逆にこちら側が主導権を
取れる形になっています。
　報道機関とは密に連携しており、NHKに
もたくさん撮ってもらったり、他にも地元の
常陽新聞には毎週、学生のリポートを掲載し
てもらっています。われわれ側は、それを本
人や親、受け入れ団体に渡したり、学内に掲
示したりしています。そうしてまた動機付け
を高めたり、受け入れ団体の満足度を高めた
りすることで、Win-Winのポジションを保つ

努力をしています。
　そういう中で、最低 2年間の必修というこ
とは、これをやらないと卒業できないという
ことであり、留学生や社会人入学生も含めて
全員が必修なので、非常に大きな意味を持っ
ていると思います。先ほど、3年間でのステッ
プと言いましたが、1年生で 1回だけの体験
というのは個人的に非常に物足りないところ
がありますが、それすらなかなか難しいです
ので、まずは 1回体験、それから 30時間以上、
60時間以上のプロジェクト型というふうに 3
年間の積み上げでやっています。
　そうやって、学生だけでなく大学全体が体
力を持とうと挑戦しているところです。これ
まで多様な領域の中で、170の受け入れ団体
で延べ約 2700名の学生が約 7万時間の活動
を行ってきました。中にはそのまま継続して
活動を行ったり、卒論や進学につなげたり、
そのまま就職してしまった学生も 5人ほどい
ます。それから、JCも含めて、気に入った
学生を採ってくれたりすることもあります。

3. OCP の活動紹介
　これまでの活動では、霞ヶ浦近辺でバリア
フリーのヨットを航行したりしました。また、
水戸などで撮影された大沢たかおさん主演の
映画「桜田門外ノ変」の制作支援をしたり、
筑波山の清掃登山、セグウェイの試乗会やパ
トロールなども行いました。
　茨城県内で非常に有名な「みずほの村市場」
という直売所が、バンコクで直売所を開いて
います。例えば今朝とった茨城県の農産物が
翌日の昼にはバンコクの店頭に並ぶのです。
それまで彼らは売ることに必死でしたが、デ
ザインも大切だということでブランディング
をさせていただき、日の丸をモチーフにした
ロゴを作りました。日本のプレミアムな野菜
を運ぶので、日の丸を背負って事業をしてい
るイメージです。エコバッグも作り、11月
末からバンコクで発売する予定になっていま
す。来週プレスリリースして、再来週には記
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者会見する予定で、マスコミも使って展開し
ています。次はインドネシアへの展開を目指
しており、セブン -イレブン・インドネシア
が非常に興味を持っているということで、先
日つくばに視察に来ました。つくばにいなが
らにして、海外のマーケティングや販促にも
関わっています。
　また、福島から避難されている方の交流拠
点をつくったり、9月に洪水災害が発生した
常総市は、大学がある隣の自治体ですので、
OCP推進委員会が窓口となって災害ボラン
ティアセンターを立ち上げ、避難所を支援し
ました。福島と全く同じ構造ですが、常総市
からつくば市内の大学の近くに避難されてい
る方が 100世帯ほど来られました。福島のよ
うに戻れないかもしれないという状況ではあ
りませんが、1～ 2年は仮設住宅という状況
でつくばにおられます。われわれ大学として
は、行政をまたいでその方々をサポートする
ことを模索しています。
　この活動は強制なので、最初はなぜこんな
ことをしなければならないのかというところ
から始まるのですが、やってみたら「プラス
になった」という学生の評価が多くなってい
ます。一方、受け入れ団体側の評価は 5点満
点中、ほぼ 4点以上で、これ自体に関しては
おおむねWin-Winになっていると思います。
　プロジェクトそのものはできてきたと思う
のですが、授業が終わった後、例えば常総の
水害のときなど、ボランティアにつながらな
いのです。結局、社会力は育成されたことに
なりますが、われわれが期待するのは、プロ
ジェクトが終わった後にどれだけ自発的に動
けるかというところです。そこがなかなかも
どかしいと思う今日この頃です。細かいこと
は、ディスカッションで話をさせていただけ
ればと思います。ありがとうございました。

パネルディスカッション
パネラー：黒沼　敦子　氏（国際基督教大学
サービス ･ ラーニングセンター　コーディ

ネーター／講師）
武田　直樹　氏（筑波学院大学 Off Campus 
Program 推進室　社会力コーディネーター）
立山　徳子（関東学院大学社会連携センター長）

（司会）　ただ今から、パネルディスカッショ
ンに入りたいと思います。いろいろな新しい
試みも見せていただいたので、質問もたくさ
んあると思いますし、特に関東学院にとって
いろいろ学ぶことも多いので、少しでも実現
に近づけるような質問や話し合いができたら
いいなと思います。このパネルディスカッ
ションは、お二方のゲストスピーカーのお話
を聞いた後、本学の社会連携センターの立山
先生が取り組みに関して具体的な質問や疑問
点などをまず聞いていただく形で進めたいと
思います。

（立山）　社会連携センターは、お二人の先生
のお話にあったようなサービス ･ラーニング
（SL）を銘打った場所ではなく、大学が地域
社会の中でいかに貢献していけるかというこ
とを目指しています。ですから、必ずしも
SLと遠いわけではないのですが、名目上は
違うスタートの組織です。ただ、本日のお二
人のお話の内容から、教育に対する効果の大
きさや地域社会への貢献の大きさ、大学の特
色を対外的に強調していくという点でも、非
常に有益な実践を行っていらっしゃると思い
ました。今日はこの後、いろいろ質問させて
いただきたいと思いますが、SLに関しては
私自身全くの素人ですので、むしろ SLを知
らない立場から、大学の組織や運営という立
場からいろいろご質問させていただければと
思います。対外的な組織との関係、教育に介
する関係、あるいは教学的な観点、学生に対
しての後押しという四つの点から質問させて
いただきたいと思います。
　まず対外的な組織との関係というテーマで
すが、大きくは大学と各地域社会の団体との
二つの関係になると思います。大学からは対
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外的な組織に対して求める形を明らかにして
いるのか、あるいは団体の方から大学に対し
て、恐らくボランティア的なイメージでアプ
ローチが多くあると思いますが、むしろ大学
が団体に対して要求することもあるのではな
いかと思います。そういったところではどん
なことを要望するのか。両者がWin-Winの
関係を結ぶために、そのあたりを教えていた
だければと思います。それから、協力団体や
組織の発掘方法は、ICU、筑波学院大学でそ
れぞれ違った方法を取っていると思います
が、特徴やご苦労があれば教えていただきた
いと思います。
　次に、教学的な観点からの質問ですが、学
部や学科によっては SLがとてもなじみやす
い学問分野もあれば、なじみにくい学問分野
もあるかもしれないと思いました。二つの大
学では全学的に取り込んでいらっしゃるの
で、その辺の得手不得手が各科目や教員間に
あるとすれば、学内的な温度差をどのように
解消しているのか。そのような学内的な苦労
話や、教員向けの SLの教育はあるのかどう
か、お聞かせいただきたいと思いました。そ
れから、ICUは大学全体の統一フォーマット
で取り組んでいらっしゃると思いますが、統
一フォーマットの方が向いているのか、それ
とも個別の科目の特色を生かして各教員に個
別に任せた方がいいのかという判断はどのよ
うにお考えになるかということも、とても興
味深いです。
　次は、教育に関してですが、それぞれの大
学で学生の体験を評価していますが、これを
学問への一般化という形で昇華させる工夫は
何かありますか。やや抽象的な質問ですが、
学問をさせる立場の教育機関である大学とし
ては、体験が体験で終わるのではなく、体験
したことをいかに学問に回収していくかとい
う工夫や評価点があれば伺いたいと思いまし
た。
　それから、ボンド先生は、サービスがラー
ニングよりも大きくなるケース、あるいは

ラーニングがサービスよりも大きくなるケー
ス、あるいはサービスとラーニングがイーブ
ンで両方同時にアプローチしていくケース
の 3通りがあるというお話をされていて、と
ても面白いと思いました。私どもがこれから
SLに取り組むに当たって、どんな順番でサー
ビスとラーニングに取り組むとやりやすいと
いったアドバイスがあれば、お聞かせいただ
きたいと思いました。
　学生へのアプローチという点での質問です
が、私も教員の立場でいろいろな学生と付き
合っていると、外に出すのは難しいかなと思
うような、SLには不向きな学生もいると思
います。そういった履修が不可だと思われる
場合、特に学内的な授業の履修と性質が異な
り対外的な活動ですので、特定の学生に関し
て表に連れていくのはとても難しいという
ケースでは、どのように対応なさるのか伺い
たいと思います。
　最後に SLに関して、コストが非常に掛か
るところがあると思います。とりわけ海外も
引率ではないという話でしたが、海外に学生
が行く場合、30日間の滞在はコストが掛か
ると思うのですが、こういったコストの負担
は学生が全部負担するのか、大学がある程度
カバーするのか、その辺の割合や、何らかの
スポンサーがあるのかといったこともお聞か
せいただきたいと思います。
　いろいろな実績をお持ちなので、学ばせて
いただくことも多々あるのですが、一方で失
敗談や苦労話、こんなことはしない方がいい
というお話なども伺えれば、私どもとしては
これから同じ失敗をしないで済むと思います
ので、そこのところもお聞かせいただきたい
と思います。

外部の団体との関係
（武田）　まず、大学が団体にどういう要望を
しているかに関しては、最初に当プログラ
ムが始まる 12年前に、茨城県内の中間支援
NPOの方にご協力を頂き、協力してくれそ
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うな団体を対象に説明会をさせてもらいまし
た。その際には、学生の社会力を育成してほ
しいので、その協力をしてほしいということ
で首尾一貫していて、こちらとしては教育的
な要素の中での学生の受け入れを今も言い続
けています。一方、受け入れ団体がどう思っ
ているかに関しては、組織的に高齢化が進ん
でいて人が少なかったり、もっと学生に参加
してほしいといったこともありますので、そ
の辺はマンパワーにならないような工夫はし
ています。失敗や工夫にもつながると思うの
ですが、このプログラムを始めたとき、特に
行政が多かったのですが、例えば筑波山で梅
まつりを行うから、駐車場の整理要員として
のオファーがあったのです。それに関しては
さすがに駐車場の警備は教育的要素がないた
め、お断りさせていただいたことがあります。
来年はどういった学びが得られそうかという
ことは、コーディネーターの方で取捨選択し
ています。

（黒沼）　ICUでは、国際的な具体例で言う
と、アジアのパートナー校は全て SLをやっ
ているとは限らないのですが、教員が絡むの
で、SLを理解した大学とパートナーを結ん
で、現地の SLを担当する教員が采配してく
れますので、その人に任せています。国内に
関しては、やはり労働力などとして少し手
伝ってもらえばいいという感覚が非常に多い
のです。ですから、そのときに学生は労働力
ではないということと、ゲストとして扱わな
いでほしいということを伝えています。
　学生は未熟ですし、1カ月しかいないけれ
ど、とにかく組織の一員として何でもいいか
らやらせてほしいのです。例えば最初に封筒
の名前書きの仕事があったとしても、それを
ただ労働力としてやってもらうのではなく、
この仕事の裏にどういった意味があるのかを
分からせたり、1～ 2週間たったらいろいろ
な仕事をさせてほしいということをかなりお
願いしています。これは大学のプログラムで

あって、学びを得るものだという話もします
し、例えばパンフレットや刊行物を渡したり
しています。それから覚書を作って「この学
生はこれで単位を取ります」「このような学
びを望んでいます」ということを交わしたり
しています。
　地域団体の方は、SLとは何か分かりませ
んし、学生が現場にどういう気持ちでやって
くるのかも分かりません。ですから、私は一
昨年ぐらいから、その方を授業に呼んでいま
す。ゲストスピーカーとして来てもらい、そ
の方に地域団体のことや市民社会とはどうい
うものかを話していただき、学生から質問を
投げかけてもらいます。また、受け入れ団体
の方にも来てもらって、学生を受け入れてど
うだったかを話してもらい、学生からも率直
に「自分たちはこういう不安がある」「自分
たちはこういうことをやりたい」ということ
を投げかけてもらい、授業を通して地域の方
に「こういうプログラムの学生さんは来てい
るんだな」ということを分かってもらう工夫
をしています。
　地域団体や活動先の発掘方法としては、わ
れわれはキリスト教系の大学ですので、クリ
スチャンミッションに基づいた団体などが非
常に密接に関わっています。教員も個々にい
ろいろな社会福祉法人などに関わっている方
がいますので、そういった紹介を受けたりし
ました。やはり最初は何らかの人脈的なつな
がりが多いです。どちらかというと、行政な
どではなくて個人的なつながりから発展する
ことが多く、それによって価値観を共有でき
るので、そういうところが大きいです。それ
から、自宅は三鷹市にあるのですが、三鷹市
の地域団体から最近非常に要望が多く、「と
にかく学生さん来てください」と言っていた
だいています。最近はそういう関係で数を増
やしています。

学問領域や教員による違い
（武田）　SLがなじみにくい、なじみやすい
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学科はあるかどうかですが、学部学科という
よりは先生による部分が大きいと思います。
理解をしてくださる先生なら、別にどの学科
の先生だろうが、ありとあらゆる準備をわれ
われはしていますし、その後の教員に向けて
の教育にもつながってくるかもしれません。
しかし、筑波学院大学が「これしかない」と
言って、命運を懸けたようなプロジェクトで
もあるので、それに対してご協力いただけな
い先生に対しては、それなりの対応を取るこ
とになってしまうかもしれません。ですから、
学部というよりも、ご協力いただける先生が
どれだけいるかいないかだと思います。本学
の先生が今ここにいないので話をさせていた
だくと、情報系の先生は手ごわかったです。
「なぜ外でこんなことをしなければならない
のか」という先生もおられたので、その辺で
苦労しました。ただ、大学の方向性が今こう
なっているので、先生もそういう流れに乗っ
てきてはいると思います。

（黒沼）　私も武田さんに近いです。SLはど
んな学問でもできるといわれていて、アメリ
カでは例えば英文学であれば、高齢者の施設
に行って語るなどいろいろな事例がありま
す。ただ、温度差があるのは確かです。それ
は分野によるというよりも、担当している先
生方の意識ではないかと思います。例えば本
学では、科学や生物の先生が科学教室や生物
教室で科学の面白さを子どもに教える活動を
していて、そういう活動に熱心な先生は SL
にも非常に理解があります。科学を生かして
社会のために何かしよう、子どもたちに何か
を伝えたいと思っている先生は寄ってきてく
れますが、ずっと生物学で遺伝子の研究をし
ていて、もうこれに懸けているというような
先生はなかなか振り向いてくれません。
　やはり先生がどういう意識で取り組んでい
らっしゃるかという点で、引っ張るのであれ
ば引っ張ることが大事ですし、先生方も興味
を示してくださいます。私はコーディネー

ターという立場でセンターにいますが、先生
方の研究の様子や学内での活動を見ていて、
「この先生は結構、社会貢献に熱心だな」と
いう先生にはお声掛けをしたり、SLアドバ
イザーになってもらったりしています。
　教員向けの教育は、連邦教育局（FDE）も
最近はあまりしていませんが、SLをやって
いるスタッフが「SLは素晴らしい」と言う
のは当然で、それを先生に言っても「そうで
しょう。あなたは SLをやっているから」と
思われることもあります。しかし、学生が先
生に「SLをやってすごく良かった」と言う
と、違います。「あんな危険なプログラムに
は関わらない方がいい」と言っていた先生も、
学生のプレゼンテーションを聞いて開眼する
先生もいます。「こんなに学生が変容するの
か」「考えを改めた」と言う先生が結構いる
ので、私たちスタッフが言うより学生に仕向
けて言ってもらったり、オープンキャンパス
で学生にプレゼンさせたりします。それを受
験生に聞いてもらい、後に受験生が学長や教
員に会ったとき、「SLに興味があって、ICU
に入りたい」と言うと、先生方は「そんなに
SLは受験生の間で人気があるの？」という
ことになります。私たちはメディアとのつな
がりが弱くて、新聞に載ったりすることも全
くないので、学内的に学生を通して知らせる
のは重要かと思います。
　それから、大学全体の統一フォーマットが
いいのか、個々にやるのがいいのかという教
学関係の質問があったと思います。私たちは
大学全体でやっていますが、メリット・デメ
リットがあると思います。最近とても感じる
のは、私たちの統一プログラムをやると、先
生方の授業と少し離れていくときがあるので
す。例えば、開発の先生などは、私がつなが
りを持っている関係先のNGOで実習させて、
SLの単位にしたいという方もいるのですが、
それができない状態なので、残念がられます。
われわれは今、センターとしてプログラムを
運営していますが、いわゆる個別のプログラ
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ムにコーディネーター的な人が付いて先生を
サポートする体制です。関東学院の社会連携
センターはそのようにやっていると思うので
すが、そういうものを膨らませていくのも一
つの道だと思います。もともと連邦制だった
のが、今は全体統一になっているのですが。

（立山）　その場合、個別に走っていると、学
生から見えにくくなりませんか。

（黒沼）　全体としてのアピールは、個別には
見えにくいと思います。だから、よしあしは
あるのですが、全体になると先生も、自分の
授業と SLセンターのプログラムに協力する
のとでは、モチベーションが少し違うので、
そのあたりは難しいと思います。ただ、アメ
リカなどではもう授業に付いてやっているの
がほとんどなので、われわれが ICUでやっ
ている今のプログラムはかなり特異だと思い
ます。関東学院は大きな大学ですので、大学
全体でと言ってもかなり難しいところがある
かもしれません。そういった場合、学部単位
や学科単位で統一のプログラムを作ることも
考えられると個人的には思います。

サービス・ラーニングの学問への昇華
（武田）　学問への一般化は、SLの S（サー
ビス）の要素が大きいか小さいかという問題
だと思います。本学では社会力を育成すると
いう市民性教育的なところから始まりまし
た。SLという言葉は当初から知っていまし
たが、学長は「うちの大学は SLなどという
小さなものはやるつもりはない」と言いまし
た。これは市民性教育の要素もあるし、SL
につながる学生がいれば、それを進める方向
でもいいし、地域理解や国際理解につながる
学生がいればそれでもいいだろうし、多様な
アウトプットがあっていいのではないか。無
理に学びに結び付けなくてもいいのではない
かというところから入ったのですが、授業の
モチベーションや教員との連携を考えたとき

に、その接続があった方が私も他の先生もい
いと思っていました。初めは SLの Sの要素
が強かったと思うのですが、やろうとしてい
るのは L（ラーニング）の要素をどれだけ大
きくして、Sと Lのサイズを同じにする流れ
です。なので、その Lの部分につなげられ
るような先生を 7人募集していますので、ど
なたかいらっしゃいましたらお願いします。
大学としても、実践だけで終わるのではなく、
それをいかに学問領域に持っていくかが学長
からの命題でもありますし、そうでなくとも
当然のことだと思っています。

（黒沼）　学問への一般化と S・Lの問題です
が、本学ではアカデミック・サービス・ラー
ニングが非常に重視されています。それが
あって、学生一人一人に専任教員を SLアド
バイザーとして付ける仕組みを設けている
のだと考えています。SLセンターとして SL
の科目は提供していますが、そこではあくま
でもコミュニティとは何か、サービスをする
とは何かというようなサービスに対すること
をやります。しかし、例えば中国に行く学生
は、中国と日本の歴史を事前に学習すること
が必要です。それに関しては例えば歴史学
の先生が SLアドバイザーになってくださっ
て、特に中国の歴史に詳しい先生が担当する
と、その先生から参考文献を教えてもらった
り、ビデオを紹介してもらったりして事前学
習を行い、帰ってきたらその先生に評価して
いただくわけです。そうして学生の関心と教
員のプロフェッショナルを生かせるようにし
ています。SLの授業を受けつつ、個人で SL
アドバイザーと相談しながら、アカデミック
な部分を補う方法をとっています。
　ですから正直申し上げて、非常に熱心な先
生や学生もいれば、あまり熱心ではない人も
いるので、その辺の温度差はありますが、仕
組みとしてはそういうものを付けて学問でつ
なげます。終わった後には、学生は一般的な
いろいろな科目をリベラル・アーツの中で取
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りますから、例えば SLアドバイザーを担当
した先生の授業科目を取ったりもします。た
だ、SLの中だけでは完結せず、大学全体の
カリキュラムの中で SLの位置付けを考えて
いく必要があるので、とてもわれわれだけで
はアカデミックなところに結び付けられませ
ん。当然、大学の他の科目や教員との協力が
必要だと理解しています。
　Sと Lの大きさに関しては、われわれは大
きな Sと Lを目指していますが、プログラ
ムによっては Sが小さくて、ラーニングが
大きいところもあります。スタディーツアー
的なものではないのですが、サービスの機会
が少ない場合もあるので、ラーニングが大き
くなることもあります。どちらかというと
サービスが大きいのではなく、ラーニングが
大きいところがわれわれのプログラムの特徴
です。

学生に対するアプローチ
（武田）　続いて、「本当にこんな学生を出し
ていいのか」という質問ですね。

（黒沼）　恐らくコミュニケーション能力など
も含めてということですよね。

（武田）　本学がキャンパスプログラムを始め
るときも、「学生全般を地域社会に出すよう
なプログラムはリスクがあるのではないか」
と言われました。地域社会から、「あの大学
の学生はこんなもんか」と言われるのではな
いかという意見が少なからずありました。し
かし、生の学生を見てもらって一緒に育てて
もらったり、一緒に教育に関わってもらうこ
とが大事だと言ってきた結果、全員が必修す
ることになりました。その中で若干、発達障
害があったり、コミュニケーションが不得意
だったりする学生も確かにいますが、われわ
れがこの 11年間やってきて、外に出さなかっ
た学生は 1人だけです。99.999％は出してい
て、そういう学生を受け入れてくださる団体

を探しています。
　それだけでは団体の負担が重くなってしま
うので、学生相談室と連携しています。学生
相談室に頻繁に通うとともに、OCPが重荷
になって学校に来られなかったり、学校には
来ているけれどこの授業に足を踏み込めな
いような学生の情報が、学生相談室から逐
一入ってくる仕組みにしています。どういう
ファクターを取り除けば学生が出られるよう
になるのかを分析したり、まず一回は行って
みようと言ってもらったりしています。
　逆に、今まで人付き合いが苦手で友達もお
らず、大学でも孤立しているような学生が、
外の協力団体から温かくしてもらえるので
す。そういう学生の方が、その後も関わりが
続いていて、卒業しても 4年間ずっと協力団
体を訪ねている学生もいます。今度、会社で
あるプレゼンテーションがあるのですが、協
力団体の人にいまだに相談に行っている学生
もいます。初めは人を見ると逃げてしまうよ
うな子だったのですが、そういうこともあり
ます。本学はかなり無理しながらも協力団体
の理解を得つつ、学内の手当てもしつつ、よ
ほどの学生でない限り外に出す方針をとって
いて、ある意味少し腹をくくっています。

（黒沼）　ICUでは必修の授業ではなく、選択
の授業ですので、基本的にはやる気のある学
生が来るので、必修のプログラムと比べると
ややハードルが低いと思います。それでも、
海外の希望者が 3分の 2いますので、海外に
送っても大丈夫かなという子は正直います。
それは英語力の問題ではなく、非常に内向的
な学生もいるので、学生だけで海外に渡航し
て、海外の環境でやっていくのはどうだろう
と思う学生が毎年数名います。
　ただ、そういう子の方が行くと花開いたり
するのです。今までは学校に居場所がなかっ
たり、アカデミックな勉強が合わなかったり、
例えば法学を勉強したいと思って入ったけど
全然違っていたりして、非常に落胆している
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学生も結構います。それで何かもやもやして
いるから、こういうことをしたいと言ってき
ます。そういった気持ちを最大限に伸ばした
いので、精神的、身体的な理由でプログラム
に参加させないことはまずないです。
　特に海外の場合はグループでいるので、そ
ういった学生が一人でいたとしても、他に
しっかりした学生がいれば引っ張ってくれ
て、最初はその学生に付いていくような形で
参加できます。現地に行ってから、例えば現
地の子どもたちと言葉を使わなくても一緒に
遊んだり、プロジェクトを実践したりする中
で少しずつ自信が生まれ、変わるきっかけに
なっていると思います。ですから、グループ
で送るのは、そういった学生にとってはいい
かもしれません。それと、友達が頑張ってい
るのに自分だけ怠けるのは恥ずかしいことで
す。先生に言われたりすると嫌ですが、友達
が隣で頑張っていて、子どもたちが待ってい
るのに自分だけ何もしないことは恐らくない
と思うので、そういった機会を与えることも
大事だと思います。
　それから、私が担当しているサービス・ラー
ニング入門という授業では、去年から少し課
題を与えて、学期中に 6時間、身近なところ
でサービス体験をして、何を学んだかをディ
スカッションし、リポートを書くという、本
番として海外に行く前のフリー体験のような
ことをしています。そうすると、夏休みに行
く前に何となくイメージが付きますし、意外
とやれるという自信も付くので、そういった
ステップを踏ませてあげています。特に、内
向的な学生にとっては、小さなきっかけを授
業などで与えることは大事だと感じていま
す。
　もう一つ、費用は基本的には学生の負担で
す。大体アジアに送っているので、欧米に比
べればそれほど高くはありませんが、それで
もトータルで20万～25万円掛かっています。
そのほとんどが航空運賃で、向こうに行くと
ほとんど実費しか掛かりません。大学の寮に

住まわせてもらったり、農村にホームステイ
したりするので、1カ月 5万～ 6万円です。
例えば語学プログラムなどは向こうに行って
授業を受けるので授業料はとても高いです
が、SLはその点、授業料が要らず、実費だ
けです。
　本学では語学プログラムは 50万～ 70万円
するので、学生が「SLは安い」と言って来
る場合があります。リーマン・ショック以降
は結構いて、そういう理由で来てもらうと困
るのですが、切実な問題です。中国や香港
は、インドネシアに比べるとサービスのイ
メージが少し弱く、人が集まりにくかったり
します。そのときには外部から特定の寄付が
あるので、そこから資金を出したり、アジア
でキリスト教教育を進めるための UBCEDA
（United Board for Christian Higher Education in 

Asia）という財団に、プロポーザルを書いて
お金をもらったりする方法を使っています。
最近は皆さんそういったことになかなか関心
があるので、財団は結構あると思います。

（武田）　コスト負担に関しては、筑波学院大
学の場合は全額学生負担です。
　苦労話としては、1・2年生必修で年間 260
名が活動しており、加えて 3年生のプロジェ
クト型も動いているので、合計 300名近い学
生のコーディネーションをしているところが
大変です。でも、コスト面から仕方がありま
せん。先週もある団体から、「この活動は武
田さんが来て指導しないと始まらないから、
武田さん待ち状態です」と言われましたが、
私は全ての活動には行けません。
　それと、ある留学生から夕方に電話があっ
て、活動予定時間にバイトがあるから途中
で抜けさせてほしいという話がありました。
しっかりやっていかないと、団体に迷惑が掛
かります。バイトが切実なことも分かるので
すが、約束に対してどれだけの責任感を持て
るかということです。今の 1年生約 120人の
うち、15人ぐらいはベトナム留学生なので、
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その辺のきちんとした教育をしていかなけれ
ばならないと思っています。私は 365日 24
時間携帯電話オープンにしているので、それ
をどう解消したらいいのか逆にご相談させて
いただきたいと思いますが、でも楽しいです
ね。

（黒沼）　本学にセンターが設立されてもう
10年以上がたち、私は 2代目のコーディネー
ター講師です。センター設立までも先生方の
努力が非常にあったと思いますが、いわば
トップダウン的に進めて、パッションで持っ
てきたという感じです。それを今、体制を
標準化して、きちんとビジネスカレンダーを
作って、学生の募集やいろいろなことをルー
ティン化しているのですが、やはりスタッフ
が少なく、あまり安定的でないところが最も
苦労している点です。全員がやるのではなく、
選択科目で年間 50～ 60人のプログラムです
から、正直言ってそんなに人は付けられませ
ん。そのあたりの体制は、いまだにかなり脆
弱なのは否めないところです。ですから、こ
れをどう維持していって、もっとプログラム
を改善したいときに余力がないのが一番の悩
みです。
　われわれはコーディネーターということで
今日来ていますが、まずプログラムを何かす
るにはコーディネーションが非常に重要なの
で、コーディネーターは絶対に必要だと思っ
ています。そのコーディネーターに教育面や
運営面でかなりの業務がのしかかってくるの
で、それをサポートする体制はいまだに十分
とはいえません。コーディネーターの存在は
必要ですが、それに対してどれぐらい資源を
追加できるかだと思います。最初は教員だけ
では大変というお話がありましたが、教員だ
けで地域や受け入れ団体とやっていくのは無
理だと思います。
　学生のケアも非常に重要で、問題を抱えて
いる子を発見したり、学生が話しやすい状態
にしておかなければなりません。私たちが高

圧的になってしまうと、学生が問題を隠して
しまいます。そうではなく、話しやすい雰囲
気にする必要もあるので、そういった学生と
の距離感をコーディネーターとしてどう取る
かという質的な苦労も多いです。体制は一見
整っているように見えますが、質的なものを
充実させていくためのヒューマンリソースが
重要です。
　失敗については、海外のプログラムをお考
えだと伺っていますが、海外は本当にいろい
ろ冷や冷やで、リスクが大変です。

（武田）　二人ともコーディネーターというこ
とで、コーディネーションする中での対外的
な交渉が多いように見受けられますが、意識
としては半分外、半分内という感じです。内
部の先生や職員の交渉にも半分ぐらい労力を
割きます。外部団体との連携だけでも大変で
すが、そういったところもあります。

フロアからの質問
（司会）　ありがとうございました。たくさん
質問していただいて、私もお聞きしたかった
ことを全部カバーしていただいたのですが、
まだまだお聞きになりたい方もいらっしゃる
と思うので、この機会にぜひご質問していた
だければと思います。

（Q1）　3月まで経済学部にいた安田と申しま
す。私は十数年前に筑波大学から移ってきま
した。武田さんは筑波大学の社会工学科にい
らっしゃったと思いますが、そこでやってい
た実習的なことを関東学院の経済学部でも環
境フィールドスタディーという科目で取り組
んでいます。一度に入れると文科系の学部は
合わないので、入門という科目と環境フィー
ルドスタディー 1・2で 2年生の秋学期と 3
学期に行ったのですが、なかなか最初は学生
が慣れませんでした。私はサービス・ラーニ
ングをよく理解できていないのですが、現場
でただやるだけでは意味がなく、それを学問
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や政策形成に生かしていくことだと思います
が、そういうフィールド型の方法と SLの関
係をどう考えたらいいのか、教えていただき
たいと思います。

（武田）　個人的な理解としては、フィールド
ワークはどちらかというと学生が調査しに
行って、それをまとめる中での貢献だと思い
ますが、SLは奉仕的なところが強いと思っ
ています。

（黒沼）　どの大学で SLをするかによります
が、クリスチャンミッションがあるところで
は、サービスは奉仕や人に尽くすという価値
観が入ってくると思います。フィールド型は、
学問分野に合わせたフィールドを選んで、そ
こで事前準備もして行われると思うのです
が、基本的には SLはコミュニティベースの
ラーニングで、コミュニティのニーズに応え
たり、そのコミュニティに何か貢献するとい
う地域社会の中における活動の部分が大きい
のではないかと思います。
　SLというと、ペタゴジーとして準備する
こととリフレクションが特徴的ですが、リフ
レクションを強調してやられる方は、フィー
ルド型の方でも SLと連携しているようなと
ころもあります。また、ボランティアといっ
ても SL的にやっている方もいるので、表層
に出ている言い方と中身の部分では、それぞ
れ言いやすい言い方で表現しているところも
あると思います。基本的には SLはコミュニ
ティベースのラーニングであるし、ニーズに
応えながら人々と共に何か貢献した活動をす
る要素はあった方がいいと考えています。

（Q2）　私は国際文化学部の非常勤講師をし
ている原と申します。私は総合講座のボラン
ティア論を担当していて、SLの一環で教え
ています。私が活動しているキリスト教団体
の協会や日本キリスト教協議会、世界的なキ
リスト教関係の活動を紹介しています。本学

はキリスト教の大学で、「人になれ　奉仕せ
よ」という校訓もあります。講座ではその活
動をパワーポイントで見せながら、学生の関
心がどの辺にあるのかを見て私がコメントし
て終わるのですが、その後、学生がボラン
ティアに行っています。講座は私と他 2人の
先生で行うのですが、どういったボランティ
アに行ったのかは私の方では分からずじまい
です。そこで ICUの黒沼さんに「SLとその後」
というところで、メジャーへのつながりが具
体的にどういったものになっていったのかを
教えていただけると参考になります。

（黒沼）　先ほどお話ししたように、われわれ
の学生は専門を決めずに入ってくるので、非
常に目移りしていろいろなことを考えている
学生が増えました。開発がいいのか、人文学
がいいのか、社会学がいいのかというふうに、
手当たり次第に取っている学生もいます。例
えば開発をやってみたいと思って、開発とは
こういうものだと先生方から学んで「ふーん」
と思っていたのですが、そういった学生がこ
のプログラムに参加して実際に現場に行って
みると、「本当にこの国に開発は必要なのか」
「この人たちは僕たちがいろいろしなくても、
十分に幸せそうに暮らしているのではない
か」と感じます。
　また、現地の文化を知らずに行って何かを
しようとすると、「そんなことはしないでく
れ」と言われたりします。当然、開発の基本
ですが、そういったことを実際に体験して
戻ってきて、リポートやプレゼンにその思い
を書き、その後に開発に対して疑問を持った
という学生も結構多いです。実は全く考えて
いなかったけれども、そのプロジェクトを海
外に行ってやってみたら、いろいろな国の学
生とコミュニケーションを取って、コミュニ
ケーションの面白さに目覚めて、異文化コ
ミュニケーションはこんなにも複雑で面白い
ものなのだという実体験を得て、言語学をメ
ジャーにしたいという学生も出たり、すごく
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変わってしまう人もいます。
　あとは、もともと国際関係を学びたかった
学生がインドに行って、日印関係についてイ
ンドの学生からディスカッションをすごく
吹っ掛けられたりします。すると、自分がと
ても無知であることが分かって、もっと国際
関係のことを勉強しなければいけないことに
気づき、帰ってからその思いが強くなって、
「私は国際関係のメジャーでいいんだ」と思
うようになりました。目指す方向性がぼんや
りしていた学生が、刺激的な現場の体験に
よって、ひらめきを得るのです。若さにはそ
ういうところがありますが、それが正しいか
どうかは別として、ひらめきを得てそこに突
き進む学生が多いです。
　何となく国際関係がいいだろうと思ってい
たけれども、それが自分の体験によって強化
された学生もいます。メジャーの選択のとき
に SLが非常に影響を及ぼしています。例え
ばジェンダーに関心がある学生が、インドで
ジェンダーについて人類学的なアプローチで
取り組みたいと思い、女性の地位などいろい
ろなことをインドの人に質問して、自分なり
にリサーチしてみた学生がいました。する
と、ジェンダーに関して人にインタビューす
る人類学的なアプローチの大変さを何となく
感じ、違う面からジェンダーにアプローチし
ていきたいと考え始め、社会学の領域や量的
な調査の方がいいのではないかと考えたりし
ています。そういうふうに、より深めていく
学生もいます。
　実習から帰ってきて、その後にプレゼン
テーションやリポートをまとめさせる過程の
中で、学生たちは振り返りをして頭の中を整
理するので、その中でいろいろぼやけていた
ことがその人のレベルで明確化していきま
す。その次の学期の授業はかなりそれに沿っ
た授業を取っていますので、そういったつな
がりがいろいろあると思います。メジャーに
全然影響しない学生もいます。そういうとこ
ろではなく、自分の一つの体験として今後の

ボランティア活動に生かしたいという学生も
いるので、学生それぞれですが、学問的なイ
ンパクトを受ける学生はそういった道筋で
す。
　ただ、現場の体験が本当に正しいとは言え
ませんから、危ないところもあります。強い
インパクトがあって、それで方向性を変えて
しまうと、またそちらに進んだときに「やは
り違う」となる可能性もあります。そのあた
りは、本学の場合は割と自由に専攻を変えら
れたり、ダブルメジャーができたりするので、
そういったことでフォローしています。

（Q3）　桜美林大学サービス・ラーニングセ
ンターの林と申します。お二人に留学生の
ことについて質問があります。私も授業で、
留学生と日本人学生が一緒にやるサービス・
ラーニングを持っているのですが、言語の問
題があります。長期で入ってきた留学生であ
れば、日本語もそれなりに話すことができ
て、教科的なところも、地域社会に出ていっ
ても対応できると思うのですが、半年や 1年
で来ている短期留学生をもし対象とされてい
るのであれば、どういうところに行ってどん
な活動をされているのかお聞きしたいと思い
ます。
　受け入れ団体を探すのが結構大変で、しか
も留学生に関していろいろ問題があると私も
思っています。黒沼さんは先ほど SL交換学
生の受け入れ人数を出していただいていまし
たが、受け入れても彼らは日本語ができない
のではないかと思うので、そのあたりをお願
いします。

（武田）　留学生問題はいい意味でも悪い意味
でも、力を入れていかなければならないと
思っています。まず言葉の問題ですが、本学
に来る学生でものすごく日本語がひどいとい
う学生は 3分の 1くらいです。多いかもしれ
ませんが、その場合は日本語ができる学生と
一緒にグループで行かせたりして担保してい
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ます。あとは、受け入れ先として子どもの団
体に行かせることが多いです。子どもは言葉
を越えて興味を持って関わってくれるので、
本学の近くだと YMCAなど非常にご理解を
頂ける団体があるので、そうした子ども系の
団体に行って子どもと一緒に遊び、それを通
して日本の子どもはどういうものなのか、ど
ういう状況なのかを学びます。
　近くに筑波技術大学という目が見えない、
耳が聴こえない学生を対象とした唯一の国立
大学があるのですが、そこにも結構留学生が
行きます。だから、あまり深く考えなくても
いい団体は案外あるような気がしています。
来週、筑波技術大学の先生の授業に留学生 4
人ぐらいが出させてもらい、障害者スポーツ
の活動をしてくるのですが、そういう言葉の
壁を越えてできる活動を持っている団体はい
ろいろな形であり、むしろそれをプラスに捉
えてバリアフリーの社会をつくろうとしてい
る団体があると思うので、そういうところと
コラボするのがいいと思います。

（黒沼）　SLの交換留学生の受け入れを中心
にお話しますが、留学してきている学生で日
本語ができる学生は、4人中 1人くらいです。
1人いた場合には、その学生を核にして、難
しいことは通訳してもらうこともあるのです
が、基本的にその学生に頼るわけにはいかな
いので、武田さんがおっしゃったとおり、言
葉があまり通じなくてもできる活動に行きま
す。子どももそうですし、高齢者もそうです。
　私は 2014年から SLを担当しているので
すが、三鷹の小規模なデイサービスでお世話
になっています。このデイサービスのお年寄
りは15人ぐらいのうち10人が認知症なので、
私でさえどうやって高齢者の方とコミュニ
ケーションを取ればいいのか分かりません。
ただ、高齢者の方は若い人が来てくれて傾聴
してくれるだけでうれしいですし、若い人は、
そういったお年寄りがここで生活していると
いうことを一緒に過ごしながら知ることは非

常に勉強になります。また、私たちはアジア
の学生を受け入れていますが、アジアも同じ
く高齢化の問題を抱えています。スタッフの
動きを見るだけでも、どのように施設が運営
されているか勉強できます。そのようにデイ
サービスなどで 1日過ごすことは、互いに非
常にメリットがあります。
　高齢者の施設でこの間、香港の学生が来た
ときに香港書道をしました。お年寄りは書道
が得意なので、デイサービスでも結構よくす
るのですが、中国では赤い紙を使います。そ
れがお年寄りにとってはとてもインパクトが
あったらしく、「あれは面白かった」と言っ
ているそうです。彼女たちが持っている文化
で、書道や折り紙のようなものを紹介しても
らったり、手先を使ってできるものを一緒に
したり、配膳をして一緒にご飯を食べたりと
いったことを、サービスの形でやってもらっ
たりしています。可能であれば本学の学生に
バディとして入ってもらい、英語が大体通じ
るので通訳してもらっています。
　それから、フィジカルなものです。私が
知っている先生で、アメリカの学生を鳥取の
限界集落に連れていっている方がいるのです
が、そこで木の間伐をするそうです。間伐が
できれば何かしら貢献したということが留学
生に体感できるので、フィジカルワークはあ
りなのです。フィジカルだけでは留学生には
物足りないのですが、ローカルな人とコミュ
ニケーションできて、それに加えて何かフィ
ジカルなことで子どもたちやお年寄り、地域
の方との交流を組み合わせると満足度は高い
といいます。
　理想としては、私も今温めているプロジェ
クトがあるのですが、2016年夏には日本人
と留学生が組んで、もう少ししっかりとした
プロジェクトをやってみたいと思っていま
す。みんな共通の課題を持っていると認識し
ています。地域からは留学生を送ってほしい
というニーズがとてもあります。日本社会全
体が内なるグローバル化が必要だと言われて
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いるので、引く手あまたです。

（司会）　本当にたくさんの情報を頂き、私た
ち研究グループとしてもたくさん学ぶことが
多かったと思いますし、皆さんにとっても知
らないことがたくさんあって、なかなか有意
義な時間を持てたのではないかと思います。
今日は本当に天気の悪い中、お集まりくださ
いましてありがとうございました。特に黒沼、
武田、立山先生にはパネラーになっていただ
き、私たちも気が付かなかったことまで話を
聞くことができ、本当に感謝しています。あ
りがとうございました。
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原発・原爆から見たエネルギー・環境問題とキリスト教の役割
－『環境神学』の構築と課題（4）－

安 田 　 八 十 五
小 林 　 孝 吉

Implications of the Atomic Energy from the Relationship of the Energy 
and Environmental Problems and the Role of Christianity

-Towards the Building and Issues of the Environmental Theology (4)- 

Yasoi YASUDA, Marco
Takayoshi KOBAYASHI

特別報告

2015 年度公開シンポジウム報告：
開催趣旨：
　2011年（平成 23年）3月 11日（金）に発
生した東日本大震災による福島原子力発電所
の大事故（メルトダウン）から約 5年になる。
この未曾有の大災害からどのように回復・再
生すべきか、また、原発・原爆・エネルギー・
環境政策を含めて今後どのような社会システ
ムを構築したらよいのかを基本的に考え直す
必要がある。宗教界、特にキリスト教はどの
ような役割を果たすかが問われている。2011
年度から 2013年度の計 3回のシンポジウム
に引き続き、原発・原爆・エネルギー・環境
問題等から見たキリスト教の役割を改めて考
える。ことに、新しい『環境神学』をどのよ
うに構築し実践すべきかその役割と課題を検
討し、探究する。
開催日時： 2016年（平成 28年）3月 19日（土）

午後 2時－ 5時
会場： 関東学院大学金沢八景キャンパス・フォ

アサイト 21棟 6階 F601教室

主催：関東学院大学キリスト教と文化研究所
企画・担当：「依存症と環境神学」研究グループ
後援：日本マクロエンジニアリング学会

講師兼パネラーと講演題目（発表順）：
①小林　孝吉（こばやし・たかよし）（学校
法人神奈川大学常務理事・文芸評論家・「千
年紀文学」編集人・「神奈川大学評論」創刊
以来編集専門委員）
講演題目： 『「３・１１」と内村鑑三の再臨信

仰―原発と原爆の文学とともに―』

②安田　八十五（やすだ・やそい）（関東学
院大学経済学部前教授・環境政策学者・キリ
スト教と文化研究所客員研究員・工学博士）
講演題目： 『環境神学から見た原発・エネル

ギー・環境問題のシステム分析と
政策構想』

主要目次：
0．序・趣旨説明と開会挨拶　
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1．基調報告１：
「『3・11』と内村鑑三の再臨信仰―原発と原
爆の文学とともに―」
2．基調報告２：
「環境神学から見た原発・エネルギー・環境
問題のシステム分析と政策構想」
3． パネルディスカッション及び会場との質
疑応答　

０．序：趣旨説明と開会挨拶 :　

2015 年度公開シンポジウムの趣旨説明と開
会挨拶 :
安田　八十五（環境政策学者・工学博士・関
東学院大学経済学部前教授）

　このシンポジウムは、2011年 3月 11日に
東日本大震災がありまして、それをきっかけ
に環境問題もキリスト教の視点からやる必要
があるのではないかということで、例年この
時期に開催しています。
　今年のメインゲストの小林孝吉先生は神奈
川大学に元々事務職員で入った方ですが、本
を 10冊以上書かれている素晴らしい研究者
です。2カ月前に内村鑑三、１週間前に原発
と原爆の文学に関する小林先生の本が出版さ
れまして、小林先生にぜひお話ししてもらっ
て、私が近年力を入れている「環境神学」を
更に進めて行きたいと願っております。
　配布されている印刷物をご参照ください。
小林孝吉先生は、現職は学校法人神奈川大
学の常務理事でして本を 10冊以上書かれて
います。お仕事としては文芸評論家と言えま
す。1953年の長野県生まれで、もともとは
明治学院大学の文学部英文学科卒業で、純粋
に文学の方です。長らく「千年紀文学」の編
集人をやっておられて、社会文学会の会員で
す。「神奈川大学評論」に関しては、創刊以来、
編集専門委員をつとめておられます。研究者
としては文芸評論・キリスト教文学等が専門
と言えます。著書は『椎名麟三論』その他で

11冊もの本を書かれています。
　私安田八十五は、もともと東京工大の出身
なのですが、最初の数学科から社会工学科に
進み、数学を使って社会問題を研究する分野
に行きまして、東京工大に計 10年間位おり
ました。その後当時の神戸商科大学、現在の
兵庫県立大学に行きました。それから、3年
後に新構想大学の筑波大学に呼ばれまして一
番長くいました。筑波大学に勤務していると
きに、アメリカのペンシルバニア大学に客員
教授で行って、ウォートン・スクールという
ビジネススクールで約 2年間教えたことがあ
ります。2002年 4月からは関東学院大学の
経済学部に呼ばれて、さらに、「おまえはキ
リスト教徒らしいから、キリスト教と文化
研究所の研究員所員になれ」ということで、
2002年 4月に発足したばかりの研究所員に
なりました。昨年 2015年 4月からは形式的
には客員研究員です。
　私は主に環境問題の研究を行っております
ので、環境問題関係、特にごみリサイクル問
題関係の本や都市論の本を書いています。既
に出した本なのですが、ここにあるので、回
覧させていただきます。また、本研究所の機
関紙である「キリスト教と文化」の第 11号
から第 13号に過去の 3回分の本公開シンポ
ジウムの記録が掲載されております。その前
の第 8号から第 10号には「神の存在の数学
的証明」という論文を 3回書いています。

　前置きはこの程度にして、早速、小林孝吉
先生からご講演をお願いします。

１．基調報告Ⅰ：

「『3・11』と内村鑑三の再臨信仰―原発と原
爆の文学とともに―」
小林　孝吉（文芸評論家・学校法人神奈川大
学常務理事）
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1-1．はじめに
　これからお話しさせていただくのは「『3・
11』と内村鑑三の再臨信仰―原発と原爆の文
学とともに―」というタイトルにさせてい
ただきました。『3・11』（以後、単に、3・11
と書きます）と内村鑑三とはどういう関係に
あるのでしょうか、しかも「再臨信仰」とは
どういうことでしょうか。キリスト教の世界、
あるいは文学の世界の中でも、再臨の問題を
突き詰めて、環境や宇宙や自然の問題として
考えることは、そんなに多くはないのではな
いかという気もしました。特に内村鑑三論を
書いて、その考えを深くしました。
　私自身が 3・11と内村鑑三の再臨信仰のこ
とを考えるということは、3・11以降、ある
いはポスト・フクシマ、つまり、フクシマ以
後の未来への社会の希望がどこにあるのかと
いう問題とつながっていくのではないかと
思っています。3・11は 2011年（平成 23年）
3月 11日になりますが、特に巨大地震、そ
れに伴う巨大津波、それから何といっても『原
発』（原子力発電所の略称）のメルトダウン
事故、この非常に大きな事故から、既に 5年
たっています。5年たちながら、川内（せん
だい）原発や高浜原発は裁判で一時停止にな
りましたが、再稼働が既に 5年の間にされて
行きました。2万人近い死者・行方不明者、
それから震災に関連して亡くなった人を入れ
ると 2万数千人になるかと思います。そのよ
うな大きな社会的な問題の中に、つまり、社
会的な困難の中で我々は生きているというこ
とになると思います。
　文学は原発や原爆を核の問題として、どの
ようにこれまで戦後考えてきたのか？この問
題にきちんと向き合っていかなければいけな
いのではないかと思って、『原発と原爆の文
学―ポスト・フクシマの希望』という本を刊
行しました。この問題を考えていくと、明治
の初期から昭和のはじめまで、内村鑑三でい
うと、明治維新の 7年前に生まれて昭和 5年
までの 69歳の生涯をたどることになります。

内村自身は『二つの J』と呼んできました。
こ『二つの J』は「Jesus」のイエスと「Japan」
（日本）の Jです。この『二つの J』とともに、
どこまでも一キリスト者として生きた内村鑑
三が最後にたどり着いたと言っていいと思い
ます問題が、『再臨信仰』の問題でした。そ
の再臨信仰の問題が今のような困難に満ちた
現代社会、さらに、未来社会を照らす大きな
希望にならないだろうかと考えています。
　今年の 3・11はちょうど 5年目になります
が、朝日新聞の一面に写真とともに載って
いた記事は、「息子が見つかるまで復興はな
い」という見出しが付いていました。この人
は 81歳の老人の方でして、「この海のどこか
に息子が眠っている」と言っていたわけです。
骨のひとかけらでも何でもいい、息子がいた
という証しを欲しい。その証しなしには先へ
進めないということで、もう一度捜索をして
ほしいという署名を集めて捜索をして、それ
をけじめにしようと思ったと新聞には出てい
ました。それによって気持ちは、少しは落ち
着いたけれども、見つかるまで自分たちに復
興は有り得ないのだとインタビューに答えて
いました。
　ある日突然、人は巨大津波のような形で家
族や愛する人と別れなければならない。そう
いう中で、こういう気持ちは誰しも持つので
はないかと思います。では、死者との問題を
どのように考えたらいいのか？この問題も、
実は『再臨の問題』とつながっていくのでは
ないかと考えています。

1-2．3・11 以後の文学
　原発の文学というのも幾つか、実は書かれ
ています。福島から原発の文学をたどるとき
に、もう一度戦後 70年間の核の問題を考え
ると、原爆の問題に行きつくのです。そして、
「原爆文学」という呼称はされているのです
が、原爆を描いたということは、原爆によっ
て傷ついた、あるいは悲しみの記憶や苦しみ
の記憶を持った人たちを文学としてどう表現
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してきたか？この問題も大きな課題になりま
す。そして、その問題を福島からもう一度新
しく見直さないと、戦後 70年の核の問題は
考えられないのではないかと思いました。そ
のときにポスト・フクシマを、つまり、フク
シマ以後の可能性をどのように考えていくの
か？これを文学の問題として捉えたいという
気持ちが私には強くありました。
　例えば辺見庸という著名な作家がいます
が、震災があったすぐ後に特別寄稿をしてい
ます。この人は石巻市の出身の作家です。彼
はエッセイの中でこんなふうに書いていま
す。「風景が波とうにもまれ一気にくずれた。
瞬間、すべての輪郭が水に揺らめいて消えた。
わたしの生まれそだった町、友と泳いだ海、
あゆんだ砂浜が、突然に怒りくるい、もりあ
がり、うずまき、揺さぶり、たわみ、地割れし、
ごうごうと得体の知れぬけもののようなうな
り声をあげて襲いかかってきた。その音は確
かに眼前の光景が発しているものなのに、は
るか太古からの遠音でもあり、耳の底の幻聴
のようでもあった」。彼はこのように表現し
ています。
　そして、彼は「わたしたちは新しい命や価
値を求めて、しばらく荒れ野をさまようだろ
う」と言っています。さらに、「われわれは
これから、ひととして生きるための倫理の根
源を問われるだろう」とも書いています。「大
地と海は、ときがくれば平かになるだろう。
安らかな日々はきっとくる。それでも私は悼
みつづけ、廃墟を歩まねばならない。かんが
えなくてはならない」。「かんがえなくてはな
らない」という一行でこのエッセイは終わっ
ています。この考えることの意味というのは
深いのと同時に極めて現実と向き合うこと、
そして、未来への希望を見つめることがしま
した。という一行の中にあるのではないか？
これは 5年前に彼が新聞に書いた文章です。
　それから、もう一人作家を挙げるとすると、
村上春樹という誰もが知っている有名な作家
です。彼がスペインの「カタルーニャ国際賞」

を受賞したときのスピーチは「非現実的な夢
想家として」というタイトルで、これは新聞
にも大きく発表されました。彼はこの中で、
申しました。スピーチの中で言っておりまし
た。日本は広島、長崎に約 20万人の原爆に
よる死者がおります。
　そして今日、新聞にも出ていましたが、第
五福竜丸の原爆体験も経験しています。「戦
後長い間、日本あるいは日本人が抱き続けて
きた核に対する拒否感を持ちました」と、彼
は自問しています。そして、「我々日本人は
核に対するノーを叫び続けるべきだ。それが
僕の意見です」と、彼はこのスピーチを締め
くくりました。作家としての村上春樹は、原
爆が投下されて、第五福竜丸のような被曝が
あって、それでも原発を含めた核の問題をど
れほど真剣に自分たちは考えてきたのだろう
かと、このスピーチで言っています。これは
世界に向けたメッセージであると同時に、わ
れわれの心の奥に向けたスピーチでもあった
はずだと思います。
　例えば川上弘美という作家がいます。『神
様』という童話のような短い作品で、「パス
カル短篇文学新人賞」を受けて、彼女は作
家として世に出ていくのですが、「3・11」の
すぐ後に『神様 2011』と書き換えたのです。
最初の『神様』は 1993年の作品です。冷戦
構造がまさに終わって、長い暗い森と言われ
る時代に、日本が入る入口の辺です。熊と散
歩に出るわけです。「暑くない」と熊に聞く
と、熊は無視しました。アスファルトの道を
歩くと「少し疲れます」と言って、熊と主人
公は川に出るのです。その川には、子どもた
ちが遊んでいて、魚が泳いでいるわけです。
その魚を熊は捕まえて、それを干して、塩を
ふって、私にくれて、その日は何気なく家へ
帰る。何気ない一日だけれども、ごく幸せな
一日だったという小説です。
　この小説が「3・11」の後に書き直される
わけです。これは一つの作家としての良心で
もあるのだと思います。先ほどの川までの道



特別報告　原発・原爆から見たエネルギー・環境問題とキリスト教の役割

― 39 ―

は、元水田だった地帯に沿って続いているの
ですが、土壌の汚染のために、水田が掘り起
こされている。つやつやした土が盛り上がっ
ていて、作業をしている人たちは、防護服に
包まれている。「あのこと」とは「3・11」の
ことなのですが、「あのことの後は一切立ち
入りができなくなり、地割れがいつまでも
残った水田沿いの道は舗装が施されている。
あのことのゼロ地点に近い辺りでも車は通っ
ている」と書いています。
　そして、また川へ行くのですが、川へ行く
と、もう子どもたちはいない。魚が泳いでい
るのです。やはり魚を捕まえてさばいて、干
すのですが、水で洗うのに今度はペットボト
ルの水で洗うわけです。そして、それを私に
くれる。この熊と主人公が住む家はマンショ
ンの隣同士の部屋なのですが、そこに帰って
くると、総被曝量の計算をして、推定被曝量
を書き入れて、1日が終わる。それでも悪く
ない 1日だったという文章で終わるのです
が、これは人が生きていく以上、そういうこ
とにつながっていくのだと思います。このよ
うに作家は自分が書いた作品を書き直す人も
いるのです。
　例えば和合亮一という詩人がいます。彼は
「福島に自分は残り続ける」と言って、ツイッ
ターで発信する。そして、言葉には力がある
とある夜に感じて、どうしても伝えたい考え
がある。「私たちは、一緒に未来を歩いている」
というメッセージをツイッターで発信してい
きます。3月 16日、18日、19日と死者が増
えていくのですが、それを毎日ツイッターで
発信していくようになります。『詩の礫（つ
ぶて）』という詩集があります。例えばこの
中で彼が発信しているのは、「魂を返せ、夢
を返せ、福島を返せ、命を返せ、故郷を返せ、
草息れを返せ、村を返せ、詩を返せ、胡桃（く
るみ）の木を返せ」ということです。詩人で
すから、こういう表現を使って、福島からの
メッセージをずっと発信していくわけです。
　詩人たちも、このようにして福島以後は言

葉の未来を信じる。言葉によって未来を考え
る。未来の希望を見つめたいと、文学の方も
受け止めていくわけです。

1-3．3・11 以前の文学
　そのように考えていくと、3・11以前の問
題を扱った原発の文学もあります。例えば
井上光晴という戦後派作家がいます。彼が
1986年（平成 8年）に書いた『西海原子力
発電所』という小説があります。1986年は
旧ソ連のチェルノブイリ原発の事故があった
年です。まさにその数カ月前に、彼はこの小
説を書き終えて、発表されたときにはたしか
チェルノブイリ原発事故は起こっていたと思
います。そういう意味ではチェルノブイリを
予言したのではないか？いかに原子力発電所
が社会の闇に、そして人の闇につながるかと
いうことを井上光晴は書いてきたのです。
　もう一つ、核廃棄物のコンテナを扱う運転
手を書いた『輸送』という小説があります。
これは一人の人が運転をして、どんなことが
あっても放射能が漏れないように封じ込めた
燃料を、港に向かって運んでいくわけです。
恐らく処理施設に運んでいくために港まで運
んでいくのです。その途中で事故を起こすわ
けです。この事故は交通事故というよりも、
彼の心の中にあった、さまざまな問題が影響
を与えて、廃棄物と一緒に海に落ちるわけで
す。いかなることがあっても、廃棄物はそこ
から出ないと言われながら、作品の中ではそ
れが漏れていって、さまざまな奇怪な現象を
生むのです。これは文学でなければ表現でき
ないような世界です。こういうものを井上光
晴は描いています。
　それから、もう一人とり上げるとすると、
もう亡くなりましたが、水上勉という有名な
作家がいます。彼は福井県の出身です。関西
電力の 9基の原発が稼働していて、3～ 4基
の増設計画があって、「原発銀座」と呼ばれ
ているところが水上勉のふるさとです。この
物語は、そこの出身の高校の先生の教え子 6
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人の若者たちが地方から大阪や京都や名古屋
や東京などの大都市へ出て行く話です。その
先生がその教え子たちを一人ずつ訪ねて歩く
物語です。そういう都市の夜で生きる青年た
ちを、女性もいますが、「鳥たち」と呼んで、
その「鳥たち」とふるさと若狭の原発の問題、
そして、その闇を照らすと言ったらいいので
しょうか？電気をつけるための原発にかかわ
らず、それが照らし出したのは、都会と彼ら
若者たちの心の闇だったというところを、長
編小説で描いています。
　そうすると、もう一度 3・11の福島から、
そして、このような原発を描いた文学をたど
り、さらに広島・長崎へとたどり直していく。
原発事故のいわば水源に向かってたどり直し
ていくことが恐らく必要だろうと思います。
　原爆を描いた文学として恐らく一番有名な
のは、林京子さんかもしれません。『祭りの場』
という小説で芥川賞をとってから、一貫して
8月 6日と 8月 9日を描き続けている作家で
す。20世紀の最後の年にマンハッタン計画
で、原爆実験をやった場所を訪ねる小説があ
ります。それは『トリニティからトリニティ
へ』という小説です。トリニティは三位一体
ですね。こういうタイトルが付いている小説
があります。「地上で最初に核の被害を受け
たのは私たち人間だと思っていた」と林京子
さんはずっと書いてきたのです。そして、こ
こを訪ねるわけです。南の砂漠の中に初めて
原爆が実験として爆発されたグランド・ゼロ
があるのです。まさにグランド・ゼロといっ
た感じです。グランド・ゼロには記念碑が建っ
ています。そのグランド・ゼロへ向かって、
彼女は歩いていくわけです。彼女は初めてそ
こで自分たち人類が最初の被爆者だと思って
いたが、そうではなかった。そこには野の生
き物たちがいた。そして、野の草や花があっ
た。石ころも、土もあった。そうすると、自
分だけが犠牲者ではなかったのだということ
に気づいて、彼女は初めて被爆の体験をした
と、この小説に書くのです。そうすると、人

類において初めて原発が爆発したグラウン
ド・ゼロは、記憶のグラウンド・ゼロである
と同時に、そこを原点にしてもう一度、未来
へのグラウンド・ゼロにしなければいけない
のではないかという思いがあって、林京子さ
んはこの小説を書かれたのではないかと思い
ます。
　最初に原爆を描いたと言われる太田洋子さ
んという作家がいます。この作家は一番はじ
めにに『屍の街』という小説を書きました。
まさに被爆直後に、自分と妹と妹の赤ん坊と
母親が広島の原爆の後、ある川に逃れる場面
があります。それは言うまでもなく悲惨な現
実がそこにあります。太田洋子さんは多くの
死者たちの中を歩いて、時にはその上を通っ
て、被爆の広島を書くのです。彼女はそのよ
うにして、『人間襤褸』や『夕凪の街と人と』
や『半放浪』という小説もあるのですが、原
爆の体験を書いています。しかし、その原爆
を書いた作品も、戦後 70年の間に冷戦構造
が定着していき、また、高度経済成長と言わ
れる中で原発が稼働していく中でいつしか原
爆の文学が読まれなくなってきた現実があっ
たのではないかと思います。
　それから、もう一人ごく最近の作家になり
ますが、恐らくあまりご存じない人だと思い
ます。後藤みな子さんという作家がいます。
彼女は 70年代に『刻を曳く』という小説で、
被爆の刻を曳いて生きる家族を描いていま
す。自分と母親が長崎から少し逃れていたの
ですが、旧制中学のお兄さんが長崎で被爆し
て亡くなるわけです。そのお兄さんを探しに
行って、その死を看取って、母親は精神を病
むようになって、生涯元に戻らなかった。そ
の記憶をずっと心の中に閉ざして、娘にも話
すことなく生きた作家です。
　その作家が最後に書いたのが『樹滴』とい
う小説です。自分の父親は軍医だったのです
が、ニューギニアから戻って、呆然と長崎の
廃墟に座っていたとき、目の前の焼けただれ
た木の幹から、樹滴が流れていた。その樹滴
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を見たときには「まだ木が生きているのだ。
そして、自分も生きられるのだ」と思ったと
いう『樹滴』という小説があります。ところ
が、樹滴というのは、断末魔の苦しみを表し
ているのがどうも事実らしいのです。そうす
ると、木が最後の命と引き換えに流した樹滴
を、希望の樹滴に変えることができるとした
ら、それが文学の価値なのだと思って、その
ようにこの小説の批評を書いたことがあるの
ですが、これもやはり困難を希望に変えてい
く、価値を変えていく言葉の力が必要なので
はないかと思いました。

1-4．内村鑑三を研究したきっかけ
　そのように原爆の文学までたどって、もう
一度、福島以後の問題を考えるときに、3・
11は私にとっても大きな衝撃でした。私は
神奈川大学で防火防災の責任者をしておりま
した。その日の体験では、横浜では地震自体
はそんなに大きくはなかったけれども、さま
ざまなショックを受けました。ちょうどその
後ぐらいに内村鑑三と出会いました。そして、
その本「内村鑑三―私は一キリスト者である
―」の「はじめに」の部分にこんなことを書
きました。そのタイトルは「天地無始終（て
んちしじゅうなく）、人生有生死（じんせい
せいしあり）」です。天と地にはじめと終わ
りはなく、人生に生と死がある。これは頼山
陽が 13歳のときに作った漢詩です。天地に
はじめも終わりもないけれども、人生には生
と死がある。そうすると、この銀河系の宇宙、
ある意味ではこういう宇宙の一点にこの世の
中に自分が生まれて死んでいくことの意味は
何か。「3・11」の後、内村とともに、私はこ
の問いとぶつかりまして、どうしようもなく
この問いに向き合わざるを得ない。ここから
越えていかない限りは、この問題を考えない
限りは「3・11」以後の自分自身だけではな
くて、社会の希望は見出しにくいのではない
かと思いました。
　内村鑑三が 33歳のときに、有名な「後世

への最大遺物」という講演を箱根でしていま
す。そのときに講演の冒頭に語った言葉がこ
の漢詩です。彼はその講演で一つの願いを「清
い欲」と呼びました。私にこの 50年の命を
くれた美しい地球に、美しい社会に、私たち
を育んだこの山や川に何も残さずに逝ってい
いのだろうか？　私が地球を愛し、世界を愛
し、同胞をどれほど思っていたかということ
を記念物、メメントをこの世に残しておきた
い。この美しい社会、美しい地球、美しい惑
星と内村は呼びます。実際には人の世は涙の
谷である。しかし、人知れず、そこに姫百合
が咲いている。そのことを知ることが信仰で
あるというのが内村の立場でした。
　今日は『環境神学』ということで、また安
田先生の方からお話しいただきますが、まさ
にこの地球、星、もっと広く言えば宇宙をど
のように見たらいいのか。例えば『方丈記』
が有名です。『方丈記』は、鴨長明によって、
1212年に成立したと言われていますが、平
安末期の非常に困難の中、あるいは「3・11」
と同じように大地震が起きたり、天変地異が
あったり、そして、飢餓があったり、福原遷
都の時期です。例えば、「知らず、生れ死ぬ
る人、何方より来りて、何方へか去る。また
知らず、仮りのやどり、誰が爲にか心を悩ま
し、何によりてか目を喜ばしむる。その主と
栖と、無常を争うさま、いわば朝顏の露に異
ならず」。これは「ゆく川の流れは絶えずして、
しかも、もとの水にあらず」という無常観の
文学と言われますが、こういうものともつな
がっていきます。
　さらに見ていけば、例えば『旧約聖書』の
中の「伝道の書」の中で、紀元前 3世紀ぐら
いに、有名な「空の空、いっさいは空である。
世は去り、世は来たる。しかし、地は永遠に
変らない。風は南に吹き、また転じて、北に
向かい、川はみな海へ流れ入る。日の下には
新しいものはない」。これが「伝道の書」の
中に出てきます。そういう朝露のごとく無常
なる一人の人間が来たりては去るこの世の中
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に生きた証しとして何を残していったらいい
のか。この問題が「3・11」以後の問題とも
つながっていくと思いました。
　それまで内村鑑三について私は勉強をして
いませんでした。内村鑑三の全集と 357冊出
ている「聖書之研究」という雑誌を読み始め
て、読むのと書くのを同時に進めてきまし
た。3年ぐらいかかったのかもしれませんが、
750枚ぐらいの書き下ろしになったのです。
これは今のような「天地無始終（てんちしじゅ
うなく）、人生有生死（じんせいせいしあり）」、
そして、「3・11」以後の希望とは何かという
ことを見つめ直したいという思いで書いたの
です。
　もう一つは、そういう自分自身がこの世に
生きた証しとしての信仰の問題をどう考えた
らいいのか？それまで私自身は椎名麟三や滝
沢克己という神学者等の影響をかなり受けて
きました。しかし、洗礼も受けていませんで
した。そういう中で、自分の信仰への旅をぎ
りぎり突き詰めて考えていかなければいけな
いのではないかと思いました。内村鑑三がそ
んな信仰への文学的な旅だと思って書き進め
ました。

1-5．内村の再臨信仰
　内村鑑三は先ほど申し上げましたように明
治維新の 7年前に高崎藩の武家屋敷に生まれ
ています。岩手県の石巻にも住んだことがあ
ります。今の北海道大学である当時の札幌農
学校に 16歳で第 2期生として入学します。
このときに「青年よ大志を抱け」で有名なク
ラークはアメリカへ帰っていて、日本にはお
りませんでした。ただし、クラークが残した
のがキリスト教です。内村たちはクラークが
持ってきた英語の聖書を使ってキリスト教と
出会っていくわけです。内村はもともと儒教
教育を受けた武士ですから、キリスト教に接
するのは初めてでした。彼はそこでキリスト
教と出会い、クラークが作った「イエスを信
ずる者の契約」という文書に署名するわけで

す。後に洗礼も受けます。
　それと同時に、内村は漁業や水産技術の調
査・研究に従事します。だから、彼にとって
科学的精神というのは実はそこにありまし
た。そして、ダーウィンの進化論が出たのが
1859年だったと思います。明治維新が 1868
年ですから、非常に近い時点で、内村たちは
英語でダーウィンの進化論を読んでいます。
このダーウィンの進化論の本を売って、内村
はアメリカへ行くわけです。内村たちの授業
はほとんどが英語で行われていたわけです。
今、日本の大学は英語で授業をやるようにと
言われていますが、はるかに以前に、グロー
バルな明治時代があったのではないかと思い
ます。
　内村は水産技術、あるいは漁業について論
文を書くなど、科学的精神を持っていまし
た。ダーウィンの進化論も最後のところを見
ると、このようなことが書いてあります。「地
中にはミミズやヒルが這い回っている。繁み
には鳥が歌っている。そして、昆虫は空を風
に舞っている。そういう自然の姿がわれわれ
の目の前にある」、と。これはある意味では
一つの調和の世界というのでしょうか。決し
てこの世の中は否定的な、絶望的な世界では
ない。ダーウィンが描いている世界も、その
ように見ると、進化論も違ったように見えて
くるのではないかと思います。内村は科学的
精神を、進化論や漁業の研究から学んでいま
す。それは生涯において変わりませんでした。
これがまた、すごくいいところだと思います。
信仰と進化論が矛盾する問題としては、内村
は全く考えていませんでした。
　内村には数え年 19歳でこの世を去るルツ
という娘がおりました。京都時代と言われる
内村鑑三が一番貧しかった時代があります。
3回ほど内村は結婚しているのですが、非常
に貧しい時代は押し入れの中には何もなかっ
たのです。結婚式も全部、貸衣装で済ませま
した。そういう中で生まれたルツという娘が、
世界大戦争と言っていた第一次世界大戦のと
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きに亡くなってしまうのです。そのことに非
常に大きな衝撃を内村は受けます。内村鑑三
にとって大切な一人の死、ルツという娘の死
をそのときに体験するわけです。
　そしてもう一つ、彼が絶望的に感じたのが
世界戦争です。2000万人もの人が死にまし
た。札幌農学校を出てからアメリカへ留学す
るわけですけれども、彼は贖罪の回心をア
マースト大学で体験します。それまでは、彼
は律法に縛られていたと言っています。初め
て贖罪の回心を体験して、十字架の意味を知
るわけです。アメリカから戻ってきて、先ほ
どの二つの Jに生きる。これが内村の生涯な
のです。
　内村と『再臨』との関係を少し考えてみる
と、ルツという 19歳の娘の死と 2000万人の
世界大戦の死者が目の前にいるのです。なお
かつ、自分がキリスト教国だと思って行った
アメリカが参戦する。このことに非常に絶望
した中で、彼はある日アメリカから送られて
きた新聞を読むわけです。その新聞の中に、
『再臨』のことが書かれていました。彼は『再
臨』についてもう一度、衝撃的に深く考える
ようになります。聖書全体を『再臨』という
視点から見たら、大きな宇宙の完成を考える
ことができるのではないか。多くの人がご存
じのように、聖書の中には、イエスは再び来
ると言って約束していったわけです。という
ことは、聖書の中はそういう言葉がさまざま
なところにあるのですけれども、それに十分
魂で感じ取ることがなかなか無かったのでは
ないか？私自身も内村と出会うまではそのよ
うに感じることはできませんでした。

1-6．再臨信仰と希望
　内村は自分の娘の死、そして、死者との再
会の問題を深く考えたのだと思います。「我
らは四人である」という詩を書いています。
まさに 1912年にです。それはこういう詩で
す。「我らは四人であった。しかして、今な
お四人である。戸籍帳簿に一人の名は消え、

四角の食台の一方はむなしく、四部合唱の一
部は欠けて、讃美の調子は乱されしといえど
も、しかも我らは今なお四人である」と続い
ていきます。「主が再び此地に臨（きた）り
給う時、新しきエルサレムが天より降る時、
我等は再び四人に成るのである。」内村にとっ
てルツの死は非常に大きな悲しみでありまし
た。その悲しみをもとに「四人」という詩を
書きました。これは一人の死であると同時に、
2000万人の世界大戦の死者である。そのよ
うに考えていくと、いわゆる「3・11」の 2
万人の死者たちも、実は内村の『再臨』の問
題とつなげて考えることができるのではない
かと思います。
　内村は 1930年（昭和 5年）3月 28日に亡
くなるのですが、その 5日前に数え年で 70
歳の古希記念祝賀会をやる予定でした。みん
なが集まっていたのです。でも、死の 5日前
ですから、自分は出られない。そこにメッセー
ジを送るのです。そのメッセージは短い文章
なのですけれども、次のようなメッセージで
す。「万歳、感謝、満足、希望、進歩、正義、
凡ての善き事」と言った後、付け加えて、こ
のように言います。「聖旨にかなわば生き延
びて更に働く。しかし、如何なる時にも、悪
しきことは、我々及び諸君の上に、未来永久
に決して来ない。宇宙万物人生、悉く可なり。
言わんと欲する事尽きず。人類の幸福と日本
国の隆盛と宇宙の完成を祈る。」
　この宇宙の完成はすごく大げさな言葉に感
じるかもしれませんが、それはダーウィンが
最後にパラグラフに書いたようなことも全部
つながっていくのではないでしょうか？そ
うすると、宇宙は進化の途上にある。そし
て、再臨によって完成する。しかし、そこで
すべてが終わるわけではないわけです。そう
すると、この再臨の問題を考えていくとした
ら、私が内村論をずっと書いてきて、最後に
たどり着いたのは、キリスト教に深い人たち
は当然のこととして思っているかもしれませ
んが、「イエス・キリストは、臨

きた

りつつある」
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という言葉です。
　現在来たりつつある。そして、歴史の中で
も来たりつつある。未来においても来りつつ
あるとしたら、これからの社会に、そして死
者たちとの再会という未来への希望をここか
ら持つことができるのではないかと思ってい
ます。そのことが内村の再臨の一番中心の部
分、希望の中の希望、あるいは福音の中の純
福音というのは、内村鑑三の再臨信仰の中に
あるのではないか。そして、内村鑑三は最後
まで一キリスト者として生きたいという信仰
の姿勢でした。
　内村について十分今日は触れることはでき
ませんが、原発と原爆の問題から 3・11以後
の問題、未来の問題を考えるときに、内村の
再臨信仰は大きな希望になり、可能性になっ
てくるのではないかと思っています。そうい
う意味では再臨は、今日テーマになっている
環境の問題、あるいは環境神学という信仰の
源にあるものともつながっていくのではない
でしょうか。今回、安田先生からこのような
機会を与えていただいて、あらためてそのこ
とを思いながら、今日はここで話をさせてい
ただきました。どうもありがとうございまし
た。

２．基調報告Ⅱ：

「環境神学から見た原発・エネルギー・環境
問題のシステム分析と政策構想」
安田　八十五（環境政策学者・工学博士・関
東学院大学経済学部元教授）

　シンポジウム第 2部として、報告者安田が、
研究課題「依存症と環境神学」の過去数年に
わたる連続性のある研究のこれまでの成果を
報告した。その概要は以下の通りである。（な
お、今回のシンポジウムで使用した資料は、
『キリスト教と文化』11, 12, 13号に既出であ
るため、紙数の制限もあり、掲載致しません。）

報告目次
2-1　３・１１後の東日本大震災実態調査
2-2　東日本大震災への対応
2-3　 関東大震災のシミュレーション結果と

その意味すること
2-4　第 3次関東大震災の被害想定
2-5　 過去 3回の公開シンポジウムの振り返

り
2-6　 安田八十五の「環境神学」及び「数理

神学」研究に至るプロセス
 2-6-1　依存症病者である自分の発見
 2-6-2　神の存在の数学的証明
 2-6-3　 イエス・キリストの役割とは？

――位相数学による説明　
2-7　 第 3次関東大震災による原発事故への

対応

概要
1．2012年度 2月 29日から 3月 2日の、東
日本大震災実態調査の概要を紹介した。特に、
南三陸町と石巻市の被災直後の状態、および
2012年度時点での復興過程について詳述し
た。
2．リスク予測の領域において、政策科学的
方法論の検証および開発を本研究課題におい
て行っており、これに関連して、災害がもた
らす社会的影響（人口、経済、インフラへ
の）のシミュレーションについて論じた。特
に、原子力発電所のある地域や、米軍空母が
停泊する港のある三浦半島などの、原子力の
リスクにさらされている地域の問題を取り上
げた。さらに、リスク研究に、依存症研究の
観点からの心理学的アプローチを導入するこ
との可能性について論じた。
3．神の存在の数学的証明の研究概要を紹介
した。

３． パネルディスカッション及び会
場との質疑応答

（安田）　それでは、再開させていただきます。
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（小林）　これまで安田先生が公開シンポジウ
ムを 3回された中で、環境政策学と環境神学
ということをかなり触れられていますが、『環
境神学』という言葉が、私にはそんなになじ
みのある言葉ではないのです。
（安田）　多分この『環境神学』という用語を
最初に日本で使ったのは私なのです。
　私はそんなに深い意味で使っているのでは
なくて、環境問題研究から、こういうキリス
ト教の分野に入っていったので、日本では特
にキリスト教の分野というと色目で見られて
いたところがあって、範囲が非常に狭いので
す。
　それに理論的根拠を与えられないものか？
要するに、「神の世界というのは一体何なの
だ？」と若い頃から問い続け、「神とは数学
的には無限集合の世界なのだ！」ということ
が発見できただけで、僕は大発見だと思って
いたのです。「神の世界」は、実は、無限集
合の世界なのだ。その無限集合が無限部分集
合を使って、宇宙など、この世のあらゆるも
のを作り出したのだということで、私は論理
的に理解することが出来たのです。
　それから、もっと分からなかったのは『イ
エス・キリスト』なのです。イエス・キリス
トを位置づけるのが極めて大変でした。本来、
人間は有限部分集合です。宇宙も含めてこの
世のものは全て有限集合です。無限集合であ
る「神の世界」が聖霊を送って、人間イエ
ス・キリストを神化したのです。そして、神
はイエス・キリストに聖霊を送る機能を与え
たという説明をしました。「三位一体説」や
宇宙と神の世界との関係、それから、聖霊と
は一体何か？そして、イエス・キリストはキ
リスト教的に、宗教的にどのように位置づけ
られているかを考え出して、僕自身はやっと
理解できました。他の人はほとんどコメント
や質問がありませんので、残念ながら理解し
ていただいていないのではないかと感じてい
ます。どうでしょうか？
（小林）　神の問題を数学的に証明するのは、

私はあまり聞いたことがなくて、不思議な感
じがします。一人ずつの現在存在するわれわ
れが、先ほどのお話だと、親をたどっていく
と、そのずっと親まで、最終的にそれが無限
集合のような感じになっていく。そして、無
限集合によって、その機能として聖霊の働き
によって、イエス・キリストを神化して表し
た。そうすると、イエス・キリストの例えば
贖罪の十字架から復活の問題があって、復活
から昇天する。昇天の後、再臨することはど
のように考えますか？
（安田）　申し訳ないけれど、そこまで僕は考
えたことがないので、考えてみます。「どの
ように数学で、集合論及び位相幾何学で説明
できるか？」を考えてみたいと思います。
（小林）　この一つの線が上から下へと続くの
ですが。
（安田）　多分説明できるのではないかと直感
的には感じています。
（小林）　そうですか。それがまた上に行って
いるわけですね。
（安田）　今度それをやってみます。
（小林）　そうすると、下降と上昇の両方が説
明できる。
（安田）　そうですね。両方が説明できるかも
しれないですね！
（小林）　内村鑑三は「宇宙の完成」と言った
のですが。
（安田）　ああ、そうですか。その辺の基礎知
識がないので、それを教えていただければ助
かります。それをどうやって数学的に位相数
学（トポロジー）を使って説明できるか考え
てみたいと思います。
（小林）　すごく不思議と言えば不思議な感じ
がするのですが、恐らく会場の方からの質問
があるかもしれないのですね。
（安田）　そうですね。では、会場の方、でき
たら、こちらに来て話していただくと一番あ
りがたいのですが、どなたか？できたらお名
前も後で入れておいてください。
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（Q1-1. 今野 ）　今野と申します。小林先生に
伺いたいのです。前半のところはすごく良く
分かったのです。ずっと原爆と原発について
非常に危機感を持って語られて、それについ
て論じた文学作品を紹介してくださったと思
うのです。最後の方で内村鑑三と再臨、「ポ
スト・フクシマ」の希望ということをおっしゃ
りました。原爆・原発と言うと、前半の論調
にあったように、そういう言葉を小林先生は
お使いにはならなかったのですが、安田先生
のお話の、第 3次関東大震災のところでも出
ている、カタストロフィーの方を想像してし
まうのです。
　小林先生ご自身は『再臨』を希望だと、完
成と結びつけてずっとお話しになっていたの
ですね。そこの前半の原発の危機感が最後の
方になって、「再臨と希望」、と 180度転換し
たところがよく分からなかったので、ご説明
していただければと思います。
（小林）　今、質問いただいたところが実は本
当に難しいところですね。原発と原爆の問題、
この世の中にあるさまざまな悪にしても、そ
れから戦争にしてもテロにしても、この問題
をどう考えるかということを核の問題で考え
れば、原発の問題の抱える大きなカタストロ
フィーと言えば、そういう問題が現実には起
こり得る可能性です。そういう問題とそこが
一挙に転じて『再臨』の希望へ行くのは、こ
の展開に何があるのかという感じがすると思
います。
　うまく説明ができない部分はあるのです
が、これだけ大きな危機を抱え、また、困難
を抱えているがゆえにと言ったらいいので
しょうか。そこからの可能性を考えるときに、
この社会のあり方や困難のあり方、あるいは
悪の問題を正していく可能性も『再臨』の中
にはあるのではないか。その部分について、
半分の部分に触れられなかったということが
あるのですが、もしイエス・キリストが来た
りつつあるのであれば、この社会の問題が
もっとクローズアップされる。問題化されて、

正されていかなければいけないのではないか
という可能性としては持っているのです。今、
指摘された部分は極めて本質的で、文学と信
仰と社会の問題と、あるいは終末の問題が全
部重なっているので、今はこのぐらいしか答
えられないのです。
（Q1-2. 今野）　よく分かったのですが、1点
だけ、イエス・キリストに正されていくとい
うか、正していくとき、私たちは何もしない
でいて正されているわけではなくて、人間の
能動性が問題になってくると思うのです。世
界の完成と宇宙の完成のこともお話しになっ
ていたのですが、そこにワンステップ置かれ
てお話をされると、ある種キリスト教信仰を
共にしていない人間にも非常に分かりやすい
し、魅力あるお話になるような気がしたの
で、そこをお話しいただければと思っていま
した。ありがとうございました。
（小林）　今のようにお話しいただけると、ま
た少し答えたくなってくるのですが、そのと
おりだと思います。例えば「待望」という言
葉がありますけれども、ただ漫然と待つこと
はあり得ないと思います。やはり可能な限り、
人間の自由において待つ、自由においてその
問題に向き合い、取り組んでいく。そのこと
抜きには、人間としての責任、あるいは生き
ることの責任が、そこで回避されてしまう。
だから、最も能動的であることが、最も本来
のあり方と重なっていくようなあり方が可能
だとしたら、『再臨』の問題が来たりつつあ
ることとして考えられるのではないでしょう
か。

（Q2. 鳴坂）鳴坂と申します。今の『再臨』
との関わりで質問させていただきたいので
す。レジュメの 1ページの本文の主な内容の
最後のところに、内村鑑三が明治初期に札幌
農学校でキリスト教と出会い、生涯二つの J、
イエスと日本に生きた一キリスト者・内村鑑
三がたどり着いた再臨信仰はこの困難に満ち
た未来社会を永遠に照らしていくというとこ



特別報告　原発・原爆から見たエネルギー・環境問題とキリスト教の役割

― 47 ―

ろですけれども、内村鑑三の『再臨』の信仰
がいわゆる信仰のない者にとっても普遍化す
る展開はどうなるのでしょうか？日本の場合
は、ほとんど再臨信仰を持っていない人が多
いと思うのですけれども、これがあえて困難
に満ちた未来社会を永遠に照らすという言葉
を、先生はどのように考えますでしょうか？
（小林）　今、質問頂いたところも極めて本質
的なことで、確かにその質問はそのとおりだ
と思うのです。私自身が内村論を書き始めた
ときに、『再臨』の問題を直感的には持って
いましたけれども、洗礼を受けたキリスト者
でもなかったわけですから、そういう意味合
いで最初から前提にして考えていたわけでは
ないのです。内村の生涯をたどっていって、
内村が第 1次世界大戦と娘ルツの死を前にし
たときに、再び死者と出会うことは可能だろ
うか？これは非常に突拍子もないことと一般
的には思われがちなのですけれども、そうで
はなくて、その可能性を内村は『再臨信仰』
として信じていた。信仰を持っている人も、
持っていない人も、誰にとってもこの再臨が
希望になるようなものとして考えたかった。
そういう事実として感じ取っていた。私自身
はそういう感じでした。
　私はこの間、ちょうど関東学院の富岡幸一
郎さんと内村鑑三について図書新聞で 2時間
ぐらい対談をしたときに、やはり『再臨』が
話題になりました。内村を読んでいる人、あ
るいは内村を信仰的に近く感じている人も、
なかなか再臨の問題は理解できない。聖書の
中でもそうだと思います。信仰を持っていて
も、仮に持っていなくても、再臨の事実は可
能性になってくるのではないか？これは死の
問題と社会の問題、それから宇宙の完成とい
う言葉で呼んでいますが、宇宙のイノベー
ションかもしれません。そういうものとして
実はつながっているのだということです。こ
れはどうしても理解しにくいのですが、その
事実を感じ取ったときに、まったく新たなも
のが見えてくるという気持ちで考えていま

す。これはどうしても、うまく答えられない
のです。ただ、書き始めたときに、私自身も
キリスト者ではなかったということが一つの
答えかもしれません。
（安田）　私も『再臨』の問題は詳しくないの
です。『再臨』に関して厳密な定義でなくて
いいのですが、小林先生が理解している範囲
内で『再臨』はこういう定義なのだというの
をご説明いただけませんか？
（小林）　それはものすごく難しいです。私も
内村鑑三論を書きながら内村の聖書講義を読
んできて、内村自身に即してお答えするのが
いいかもしれません。最初は「イエスを信じ
る者の契約」というので、キリスト教と出会
います。そのときは儒教的な立場にいたわけ
ですから、半ば強制的な形で契約に署名する。
そして署名した後、洗礼を受けるわけです。
そのとき、このようにキリスト者は生きなけ
ればいけないという律法的な正しさにかなり
とらわれていたのです。
　洗礼を受けたけれども、心の「真空」と彼
は呼んでいましたけど、心の中の深くにある
真空は満たされない。最初の結婚をして、う
まくいかなくて、アメリカへ渡る。それでも
彼の心の中の真空は消えなかった。
　そして、向こうのエルウィンという知的障
害者の養護院で看護人として働いて、その後、
アマースト大学でシーリー総長と出会うので
す。出会ったときに、「内村、あなたは植物
を例えば植えたとしたら、それがどの程度成
長したか、毎日、植物を抜いて、根っこを調
べているようなものだ。全て日の光に任せな
さい。自然の営みに任せなさい」と言われて、
彼は律法的なものから解き放たれるのです。
それを「贖罪の回心」と呼ぶのですが、ひた
すら十字架のイエスによって生きるというわ
けです。
　そういう意味で言えば、あるときに回心に
よって十字架に至る。そして、十字架に至っ
たイエスを仰

ぎょうせん

膽する。「仰膽」は「ただ見つ
める」という意味で使っていたのですが、見
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つめて生きる。そして、イエスは聖書では 3
日目に復活するわけです。3日間という断絶
があるわけです。旧約からつなげて考えてい
けば、旧約の最初は少なくとも楽園喪失です
から、パラダイス・ロストから始まる。アダ
ムとカインの末裔として人は生きる旧約の世
界から、イエスによってもたらされたパラダ
イス・リゲインドと言っていいか分かりませ
んが、新たに回復をする。それがイエスによっ
て約束される。そのイエスが十字架で復活す
る。そして、何十日間か弟子たちの間に現れ
る。椎名麟三という作家も、「復活のイエス
との出会い」と呼んでいるのです。
　では、そんなことが現実にあるのか。再臨
の問題と同じなのです。でも、実際に復活の
イエスと出会う形で、先ほど安田先生が言わ
れるようなことで言えば、ある無限的なもの
につながっていって、自分の死を超えた永遠
なるものと接する。そして、何十日かによっ
てイエスが昇天する。そのときに自分は「ま
た来る」と約束をしていくわけです。内村が
言っているのは、いつ来るのか、どうなるか
ということを一切、『再臨』は問わない。そ
ういうことではないということです。「また
来る」という約束そのものが、大きな希望に
もなるし、また、先ほどの質問ともつながる
のですが、この社会がこれでいいのかという
審きでもあるわけです。そのような形で、「再
臨信仰」を内村は捉えていたわけです。
　概念的な説明というよりも、内村鑑三に即
して言えば、そういうことになるのですが、
私自身もそういうものだと思っているので、
書き終えてから、そのように実感しました。
だから、洗礼は受けてはいませんが、内村に
倣った「キリスト者」の生き方をしていきた
いと、大きく自分自身が変わったことが一つ
の具体的な自分の姿ではないかと思っていま
す。
（安田）　僕は少し理解できたかなという感じ
ですが、他の方から、これではまだ理解がで
きないという方はどうぞご質問下さい。

（Q3-1. まさき）　まさき（MASAKI）といい
ます。少し次元が違うかもしれませんけれど
も、私は戦前のカトリック史などを勉強して
いる者です。いわゆる「再臨思想」は、戦前
の日本のキリスト教への弾圧の一番の理由に
なったケースですね！つまり、その『再臨』
をすると、天皇はどうなるのだ。天皇はその
下にいるのかということになってきて、全世
界を支配するのは再臨されたキリストがそう
なりますよと。そういうことが、結局、天皇
制を否定するということで、ホーリネス教会
や、「ものみの塔」は少し違うかもしれませ
んが、何十人も逮捕されて、20人近くが獄
中死で、拷問されたりして死んだりしている
のです。それから、無教会派の方々もかなり
何人か逮捕されておられます。
　そういうことで言うと、この「再臨問題」
は皆さんからご質問が出たような、一般の
方々にとっては捉え方が難しい問題だと思う
のです。内村自身は再臨の中で、具体的な例
えば天皇制のあり方の問題についてのスタン
スをどのように捉えていたのか？その辺はど
のようにご覧になっていらっしゃいますか？
（小林）　戦前のカトリックの研究をされてい
るということで、むしろ私はあまり分からな
いです。戦前がどういう状況だったのか。ま
た、再臨の問題をきちんと教義的に考えてい
けば、そのようなことになるのではないか？
必ず全てのものが審かれていくとすると、最
後にそこでの場の主たるものは、当然、再臨
のイエス・キリストになった場合、そのよう
な弾圧を受けるような対象になるのは、理解
はできます。
　ただ、内村がそれをどう考えていたかとい
うと、私の知っている限り、そういう具体性
において言及するところはあまりなくて、む
しろ再臨の問題を、これまで申し上げたよう
な感じで捉えていた。人の死や再会の問題や
宇宙の完成という問題として捉えていて、聖
書の理解もそれに基づいて聖書全体を理解す
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る形です。社会的な発言は、再臨信仰より前
に、「萬朝報」という新聞に記事を書いて、
そのときに環境問題も書いているわけです。
けれども、天皇制の問題そのものについては、
触れていなかったと思います。多分難しい問
題だったのではないでしょうか？社会的にも
政治的にも難しかったのかもしれないという
ことです。
　一つあるのは、いわゆる「不敬事件」ですね。
第一高等学校の教員をやっていて、登壇した
ときに、天皇が署名した教育勅語に、中途半
端に頭を下げたということで、社会的な制裁
をかなり受けるわけです。そのときが、天皇
との関係で言えばあったかもしれませんが、
それは『再臨』を語るようになるより、だい
ぶ前の段階です。
　『再臨』を語るようになって以降は、1918
年位からですから、亡くなるまでの間の 12
年位の間、内村の書くもの、それから語る言
葉も極めて躍動感を持ってきます。私は、そ
れは再臨信仰の持つ力だと思うのです。ただ、
『再臨』が具体的に社会の中、あるいは未来
の中、あるいは教義の中でどう出てくるのか
というときに、今のような問題まで捉えられ
るかというと、私自身がそこまでは十分理解
できないとしか言えないのです。ただ、『再臨』
の希望は、信仰の核になるのではないか？今
はそういう段階です。
（安田）　それに対して質問をしてよいです
か？戦前は天皇制と宗教、特にキリスト教は
両立し得ないのではないかという気がするの
です。今でも、そうなのかも分からないので
すが、その辺は一般的にどのように考えたら
いいのでしょうか？簡単に解説をお願いしま
す。僕はどうやって理解していいのか分から
ないのです。
（Q3-2. まさき）　この問題は非常に難しいの
です。戦前のキリスト教と天皇制の問題は、
昭和 15年に「宗教団体法」ができました。
例えば、それまではカトリックは宮城参拝や
偶像礼拝に関しては、絶対にしてはいけない

ということで、神社参拝は絶対に反対だとい
うことなのです。例えば「声」という昭和
のはじめの雑誌を見ていますと、例えばカト
リックの警察官が剣道をやるということで、
剣道場に行くと、神社の神棚がありますね。
それに拝礼することはいいことですか、悪い
ことですかと投書しているのです。それにつ
いて答えは「それは偶像崇拝なのだから、い
けません。それは署長に言って断わって、や
めなさい。もし署長がそれは駄目だと言った
ら、あなたは警察官を辞めなさい」とまで言っ
ているのです。そういう回答をするのです。
　ところが、昭和 7年に上智大学の学生が軍
事教練で神社参拝をしなかったことについて
陸軍から大バッシングが起きるわけです。そ
れによってバチカンの方から「日本における
神社参拝は一種の社会的慣習であって、信仰
の対象ではない」という基本的原則を緩める
ような方向性が出されるわけです。それに
よって、ある意味では生き延びるわけです。
　さらに宗教団体法が戦争前にできて、それ
によってカトリックもプロテスタントも戦争
協力の方向に全部行くわけです。その中で一
番問題になってきたのが、『再臨思想』をも
のすごく強く出す教派が出てくるということ
です。
　それはホーリネス教会であり、セブンス
デー・アドベンチストなどがそうです。それ
から、キリスト教では異端と言われている、
昔は灯台社と言われていた、ものみの塔が一
斉に手入れをされて、何十人も逮捕されたの
です。それで、凄まじい拷問を受けて、何人
も死ぬような事件が実際問題、起きているわ
けです。無教会派でも何人も逮捕されたりし
ているのです。小野村林蔵さんなどが逮捕さ
れたりするのです。そういう意味ではキリス
ト教と天皇制の問題は、神道が究極的に天皇
を神とする状況に進んでいく中で、カトリッ
クなりプロテスタントなりが、天皇を崇拝し
なければ存在できなかった方向性にあって、
それが戦後に解放されて、信教の自由という
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形になるのです。
　ただ、アメリカが日本におけるいろいろな
施策をやるについては、教会を使おうという
ことになって、日本のキリスト教についての
戦争犯罪の追及を一切しなかったのです。プ
ロテスタントの戦前の戦争教育を一番やって
いた日本基督教団の統理をやっていた富田先
生は、戦後は青山学院の学長にもなられます
し、それから戦前の日本天主公教教団の統理
をやっていた土井辰雄枢機卿も、そのまま
ずっと存在する形です。
　ですから、その辺のところの総括が戦後は
カトリックも、プロテスタントも全然できて
いないという問題が、ものすごく一つはある
と思っています。それを一つのテーマとして、
再臨問題は、これからカトリック、それから
プロテスタントの間で、きちんと考えていか
なければいけないのではないのかと思ってい
ます。
（小林）　むしろ非常によく分かりました。

（Q4. 田代）　客員研究員の田代です。環境問
題を考えるときに、世界がどういうものであ
るかというときに、先ほど内村鑑三が美しい
日本や大地をそのような色彩で見ていて、そ
の中に日本の国土や自分たちの住んでいる日
本の美しい国があったのではないかと思うの
です。それをどのように管理していくかとい
うことになると、伝統的な聖書の理解ですと、
一つは創世記のアダムが土地を耕せと言われ
た、耕すことが環境の整備というのでしょう
か。神の施された世界に豊かさをもたらして
いくということで、多分、創世記の方が環境
問題をどう捉えるかといったときに、キリス
ト教神学の一つの問題になると思うのです。
　もう一つは、罪を犯して破れてしまって、
宇宙の秩序や自然界の秩序に殺戮やいろいろ
な問題が起きてくるけれども、それは新しい
世界の再創造に向かう産みの苦しみの段階で
あると書いてあるのは、「ローマ書」になっ
てくると思うのです。「ローマ書」の中でパ

ウロが世界の産みの苦しみを待ち望みつつ、
キリストの再臨を待ち望みつつ、自然界も産
みの苦しみにある！と述べています。
　内村鑑三が再臨の希望ということで小林先
生がお話しされたのは、やや「ローマ書」の
方に近いかなと思ったのですが、「創世記」
の方の理解の部分を、内村鑑三はどのように
考えていたのかということです。こちらはむ
しろ安田先生の危機管理の問題と環境神学の
問題と重なってくると思うのですが、そのあ
たりの聖書の理解はどうなのかということが
一つあります。
　もう一つは、これはどうでもいいのですが、
終わりのときに向かってという生き方の問
題です。2年ぐらい前に、私も「キリスト教
と文化」の研究論文の中で、ハイデッガーの
存在と時間の問題を取り上げて書いたのです
が、内村鑑三がブルトマンやハイデッガーに
どのぐらい興味があったか、無かったか？時
代的には少し違うのですけれども、小林先生
にそういうことがもしあればお願いします。
（小林）　どの質問も非常に困難で、うまく答
えることはもちろんできないのです。内村が
「二つの J」と言った日本の問題は、最初は
私も少し違和感を持っていたのです。「美し
い日本」というのは、ナショナルな感じにな
るのではないか？ところが、よくよく内村を
読んでいくと、そういう意味ではないのです。
この世に生きている。そして、与えられた環
境の中に生きていることに対して、「美しい」
という言葉を使って、そこに何を残していく
のかというのが『後世への最大遺物』の基本
的な問いかけだったと思います。だから、社
会や世界を良くしていくためにどうするのだ
ということを、『後世への最大遺物』という
キリスト者の青年たちへの講演でも問うてい
るわけです。
　『後世への最大遺物』の最初は、後世に残
すものは一番目はお金だと、まず「金」を社
会のために残すことが大事だと言ったら、宣
教師から「お金とは何だ。あなたは卑しい」
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と言われたと内村は書いていますが、そんな
ことはないのです。では、お金を残せない人
は、「事業」にお金を使ってほしい。社会的
な事業です。それも残せない人は、「思想」
を残してほしい。著作を残してほしい。それ
もみんなが残せるわけではない。では、誰で
も残せるもの、それはこの世の中は絶望と悲
しみの世の中ではなくて、神の世の中であり、
希望の世の中であることを信じて生きた一個
の「高尚なる生涯」こそが、後世に残す最大
遺物である。これは誰でもできると講演した
のが、内村が 33歳のときです。それが私は
基本にあるのではないかと思います。
　内村論を書いてから、少しずつ書こうと
思っているのですが、私のような素人が書け
るのかどうか分からないのですが、内村鑑三
の聖書講解を書いてみたいと思っています。
神の言葉のコスモス、神の言葉の宇宙を、内
村の聖書について語った講義や書いたものの
中から探っていきたい。そういう意味では、
「創世記」についてはかなり書いているので
す。ただ、耕す問題と環境の問題についてど
うかということは、今は少し定かではないの
です。もう少しきちんと中を勉強してみたい
と思っています。
　それから、罪の問題というのは、今お話が
ありましたように、罪の目録と言えるほど、
「ローマ書」の中で罪を挙げます。一人の義
人もいない。一人だにいないと「ローマ書」
では言うわけです。にもかかわらずというか、
だからこそと言ってもいいのかもしれません
が、全ての人間は救われている。この大きな
矛盾にも思える一つの信仰のダイナミズムと
いうものの中で捉えていくときに、再臨の問
題も違った目で見えてきていいのではないで
しょうか。確かに再臨を信じて生きようとす
ると、戦前のお話があったようなことにぶつ
かるのではないか。これは現在でもぶつかる
のではないか。でも、それは単に政治の問題
だけではなくて、環境の問題でも、同じよう
に考えなければいけないのではないかと思い

ます。
　内村の場合はプロテスタントにも、もちろ
ん近いのですが、無教会の立場を取ったとい
うことです。彼にとって無教会は、例えば彼
の文章を紹介しますと、これはアメリカでの
体験が問題になっているのですが、宣教師を
好まなかったということがあって、教会に対
しても、彼はかなり否定的なことを言います。
例えばこんな表現があるのです。この世界の
ことですが、「神の作られた宇宙であります。
天然であります、是が私共無教会信者の此世
における教会であります、その天井は蒼穹で
あります、その板に星がちりばめてあります、
その床は青い野であります、その畳はいろい
ろな花です、その楽器は松の木梢であります、
その楽人は森の小鳥であります、その高壇は
山の高根でありまして、その説教師は神様ご
自身であります、これが私ども無教会信者の
教会であります」と言っているのです。
　非常に内村らしい表現なのです。でも、自
然、天然というものも、環境の問題を考えて
いくときに、そういう環境をつくっていかな
ければいけない。失ってはいけない。それは
福島の問題も同じなのではないか。それに向
かって人は現代を生きている以上、努力して
いかなければいけないのではないか。それが
先ほど質問にありましたように、主体的に、
能動的に向き合っていかなければいけないの
ではないか。そのもとになるのが再臨信仰と
いう考え方ができるのではないかと思って、
内村鑑三のことを話させてもらったのが実情
です。

（Q5. 行本）　行本と申します。今日は「クリ
スチャントゥデイ」の記者として取材に来ま
したが、個人的にも関心があるところなので、
一つお伺いしたいのは、内村鑑三の「デンマ
ルク国の話」の中に、エネルギーに関する文
章があります。これは小林先生がお話しくだ
さったような再臨信仰とは直接結びつかない
かもしれませんが、内村鑑三の信仰とどのよ
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うにつながるのか、よく分からないまま、実
は東日本大震災の後、自然エネルギーをめぐ
る議論で、よく引用されるようになったとい
うことはあると思うのです。
　その中には、例えば足利工業大学の学長で
クリスチャンの牛山泉先生や他の経済学者の
中にも、あの文章にあらためて注目するよう
な再評価をしています。ただ、内村の信仰と
のつながりがあまりはっきり明確に位置づけ
られていないように見えたのですが、そのあ
たりをどのように考えるかという論点です。
　デンマルク国の話に出てくるエネルギーに
関する議論を、自然エネルギーに関する話に
解釈する向きもあるのですが、それは安田先
生がお話しくださったようなこととつながる
のかなと思います。ひいては、エネルギーの
あり方として、gilt（罪）の悔い改めの在り
方として、自然エネルギーを位置づけること
ができるのかというようなことを今考えてい
ます。そうすると、創造から再臨や終末とい
うような文脈の中にも、それを位置づけるこ
とができるのかということを、いろいろ考え
ているのですが、そのあたりをお話しいただ
ければと思います。
（小林）　今の質問もすごく難しいのですが、
大事な問題です。内村の「デンマルク国の話」
は注目されていて、岩波文庫の中でも『後世
への最大遺物』と一緒に入っていたと思いま
す。まさにそういう目で「デンマルク国の話」
は読めるわけです。『後世への最大遺物』と
同じように、未来に何を残していくのか。そ
して、デンマルクという大きな国ではないけ
れども、戦争に敗れたあと、その中で何を価
値として政治を行い、社会を営んでいくかと
いったら、例えば木植えること。木を植える
ことから始まって、社会が逆に富んでいくの
ではないか。そのような書き方で、「デンマ
ルク国の話」は書かれていていたと思います。
　そういう意味では内村の信仰の無教会の部
分と、先ほどの天を天井として、地を床にし
て、天然を教会として生きていくことと、富

国強兵ということではなくて、その国に合っ
た価値のあり方で政治を行い、社会を作って
いく。そのとき、デンマルクというのは極め
て参考になる、大事だと内村は言ったのでは
ないか。そういう意味では内村の信仰とかな
り通じるものがあった。ただし、そのころ、
それほどそれが話題になったかというと、そ
れほどでもなかったような気がします。今で
こそ話題になるかもしれません。
　そういう意味では自然や天然というもの
と、社会や経済のあり方をどう見ていくかと
いうことと、一緒に考えなければいけないの
ではないか。そこに内村の信仰というのはか
なり接していたのではないかと思いました。
それ以上のところは、もう一度中身をきちん
と見ないとお答えできないのです。
（安田）　この議論はここでストップさせてい
ただいていいですか。女性の方が全然発言さ
れていないので、何でも結構ですから、簡単
な質問なり、意見なりをお願いします。

（Q6-1. 川原）　川原と申します。安田先生の
「無限部分集合」というのは初めて伺ったの
で、頭の中では理解できるかなと思うのです
が、それを物として考えてみると、では、魂
というものはどういう位置づけで考えていっ
たらいいのかな。その辺が浮いてしまう感じ
がするのです。数学的に捉えると、原子や分
子というレベルで物を考えていくと非常に分
かりやすいのですが、そこの中には魂はない
わけです。魂とのつながりというのは、どの
ように捉えたらいいのかなということをどう
思っているか？

（Q7-1. 呉）　呉（ご）と申します。私も川原
さんの言葉に追随するのですが、例えばフ
リーマン・ダイソンという宇宙物理学者が、
素数の謎から神の存在を証明しているのも、
私にはどのようにつながるのか分からないの
で、併せて質問させていただきます。
（安田）僕自身は、この議論は外部の方とやっ
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たことがないので、最初に理解していただけ
ないので、私が理解している範囲内でご説明
すると、「神の世界」、それから神が出す聖霊
は先ほどご説明したように物理的世界ではな
いわけです。私が存在していて、存在者には
必ず原因者がいる。その一種の究極の原因者
のようなものの集まりが「神の世界」です。
だから、抽象的な世界なのです。その抽象的
な「神の世界」が聖霊を与えて、人間、例え
ばイエスを神化するのです。そういうことな
ので、物理的な現象、いわゆる自然科学や工
学的な世界とは、全然、別の世界であると僕
は理解しています。
（Q6-2. 川原）　そのお話を伺った内容と、私
たち人間とは全く別のものという捉え方です
か？
（安田）　いや、そうではなくて、人間は「有
限の世界」です。
（Q6-3. 川原）　聖霊がずっと私たちのところ
につながっていくわけではないのですか？
（安田）　つながっているのではなくて、神は
聖霊を与えて、例えば「イエス・キリストに
生か死か？」とたずねていると私は理解して
いるのです。だから、自然界や工学的な建物
や物理的な存在とは、別の話だと私は理解し
ています。これらはある意味では現実世界で
す。物理的に存在している世界です。ただ、
神というのは、先ほど私が定義したように、
この世に存在しているものの究極の原因者で
す。ここから先にはもうない、究極の原因者
です。ですから、先ほど言った無限プラス 1
は無限なのです。究極の原因者は、無限集合
である『神』そのものになるのです。
（Q6-4. 川原）　存在しているものということ
は、この「もの」というのは私たちというこ
とですか？
（安田）　宇宙など、全てのものです。もしか
したら、別の宇宙もあるかも分からないけれ
ど、その別の宇宙には究極の原因者があっ
て、その究極の原因者の全ての無限集合を、
私は『神の世界』と定義しています。もちろ

ん、地球や地球を作っている太陽系は、その
原因者としての神の存在があるわけですけれ
ども、この世にわれわれが認識していないも
のも含めて、それを作り出したものが『無限
の原因者』であると、それを『神』と私は定
義できるのではないかという理解です。
（Q6-5. 川原）　少し分かってきました。
（安田）　なかなか難しいのです。ですから、
無限の集合というのは、ある意味では抽象的
存在です。神というのは、そういう意味では
物理的な存在とは言い切れないわけです。
（Q6-6. 川原）　いわゆる全体意識の集合体。
（安田）　抽象的な存在と考えられますね。つ
まり、この世とは別の世界という意味です。
この世や宇宙を作り出した究極の原因者が全
部集まったものが、私は「神としての無限集
合」であると認識し、定義したわけです。
（小林）　私たちが存在する究極は、なぜ有限
ではなくて、無限になるのですか？
（安田）　先ほどご説明したと思うのですが、

nが有限だと n+1が次でしょう。100番だっ
たら 101番です。そうすると、n+1で、有限
である限り、その先に n+2や原因者が必ず
いるわけです。ところが、nが無限のときの
み、n+1（無限 +1）は無限なので、nと n+1
は一致するのです。その先には、もう原因者
はいないのです。それが「究極の原因者」で
す。だから、宇宙や世の中にある全ての存在
者の究極の原因者が全部集まったものを、私
は、「究極の原因者の世界」、つまり、「神の
世界」と言うわけです。つまり、常識的な言
葉で言えば、宇宙を作り出した、もしくは宇
宙と別の宇宙も含めて、この世の中に今ある
もの、それから、もしかしたら将来見つかる
ものも含めて、まだ人間の知識では分からな
い宇宙はいっぱいあります。こういうものを
含めて作り出したものが、「神の世界」にな
るという考え方です。
　有限と無限の違いを理解しないと、これは
理解できないのです。有限であるものには必
ずその原因者がいるわけです。存在者には必
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ず原因者が存在するのです。無限になると、
無限 +1は無限と一致して、その先は原因者
を必要としない。あったとしても n+2は同
じ無限（∞）なのです。有限だけではなくて、
nが無限∞だと、n+1と n+2も同じ無限∞に
なるのです。
（Q6-7. 川原）　私たちは有限集合体というこ
とでしょうけれど、私たちが死という形でこ
の世の中からいなくなったらば、それは有限
の終わりということで、全てが終わるという
ことですか？
（安田）　全てが終わるとは言わないけれど、
有限が終わると言えます。
（Q6-8. 川原）　私たちの中には、無限はない
ということですか。
（安田）　例えば抽象的な世界にはあり得ると
思います。でも、現実の物理的な肉体には無
限というのはあり得ない。
（Q6-9. 川原）　これはもちろん有限なもので
すから。
（安田）　精神世界は別だと思います。僕は精
神世界にはあり得ると直感的には思っていま
すが、その問題に関してきちんと分析したり、
詰めたことがないので、現段階では答えられ
ないです。物理的世界に関しては絶対に有限
です。

（Q7-1. 呉）　多分問題となっているのは、私
たちのリアルな個別者と無限がどうやってリ
ンクするかということが多分聞きたいという
か？その枠組みだと、全く関係のない話で終
わってしまって、リアルな私、生き死にに苦
しむ私が、その枠に入ってこないのではない
かということが気になっていらっしゃるので
はないかと思うのです。
（安田）　なぜ入ってこないのですか？

（Q8-1. 氏名不詳：以後 Xと記す）　入ってこ
ないではないですか？だって、ずっと繰り返
されているのは、有限ではないとずっと強調
されているわけで、安田先生の関係ではそこ

は入ってこないです。
（安田）　有限の世界の場合は、原因者という
のははっきりしているのではないですか？
（Q8-2. X）　だから、その言語のレベル、つ
まり哲学的に言うと、存在論のレベルではそ
う言えるけれど、リアルな私たちの生、ある
いは安田先生がお話の中でおっしゃっている
ような第 3次関東大震災で甚大な被害を受け
る私たちの世界は？
（安田）　それは全部、有限の世界です。
（Q8-3. X）　その世界の問題は、先生のレジ
メの 15ページでおっしゃったような世界と、
どうリンクしていくかということを説明して
ほしいと言っているのではないですか。
（安田）　それは地震のメカニズムを科学的に
分析しないと、完全に 100％分析可能になら
ない限り、無理でしょう。僕の考えですが、
科学が幾ら進歩しても多分できないと思いま
す。
（Q8-4. X）　全く接続不可能だと考えてい
らっしゃるということですか。
（安田）　何と何を接続するのですか。
（Q8-5. X）　哲学では存在論的証明と言うの
ですが、その世界と安田先生がその前のお話
でおっしゃったような？
（安田）　第 3次関東大震災ですか？
（Q8-6. X）　それで甚大な被害を受ける、大
変なことになってくる当事者の問題と、どう
つながるのでしょうか？
（安田）　それは難しいですね！
（Q8-7. X）　それを知りたいと言っているの
です。
（安田）　直接はつながっていないと思いま
す。究極に原因者をずっと追及できれば、ど
こにつながってくるかは示せるかもしれない
けれども、あまりにも複雑現象だから、現在
の科学のレベルが幾ら進歩しても、僕はコン
プリートな（完全な）説明は、ほぼ不可能で
はないかと感じています。それができたら、
すごいと思います。それこそ神に近い存在に
なるのではないですか？
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（小林）　安田先生が、神の存在を証明すると
言った中で、その神が、言葉を代えれば、わ
れわれの救済ということと、どう関わってい
くのかということになるのかと思うのです。
（安田）　救済は、具体的にはどういうことに
なりますか？
（小林）　まさに魂の救いという中での救済と
いうのは、安田先生が存在を発見し証明した
『神』とどう関わるか？
（安田）　それは考えたことがないから、考え
てみます。
（Q8-8. X）　哲学の世界では、先生がトマス・
アクィナスを読んで、自分と同じことを言っ
ているなと感じたとおっしゃっていますが、
トマス・アクィナスの『神学大全』というの
は、神の存在論的証明を行った著作だと言わ
れているのです。
　トマスがベースにしたのは、アリストテレ
スという古代ギリシャの哲学者ですが、アリ
ストテレスに魂の話をしている“De Anima”
（『魂について』）という著作があるのです。
それで、アリストテレスがキリスト教圏に
入ったときに、そういう個々の魂の救済の問
題と、先生が今日の資料の 15ページでおっ
しゃったようなことを、神の存在論的証明の
話や、今までのキリスト教的な信仰の中で
は、有機的に統一されていたのだけれど、統
一できないではないかということで、大問題
になったのです。だから、先生のお話は哲学
的・神学的な大問題に実はつながっているの
です。
（安田）　ああ、そうなのですか？僕は哲学や
神学をきちんと勉強していないのです。
（Q8-9. X）　両方をつなげられないというの
をある種、構造的に裏書きというか、反復さ
れているような気がして、少し意地悪な意味
で興味深く伺っていたのです。
（安田）　それをぜひ教えてください。私はそ
ういうのを全然勉強したことがないのです。
どうもありがとうございます。
　中途半端ですが、来年度 2016年度の 4月

以降になるべく早く次の機会を持ちたいと
思っていますので、よろしくお願いします。
どうも長時間ありがとうございました。
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要旨

　遠藤周作は、「コウリッジ館」（1955年）、「異
郷の友」（1959年）、「ルーアンの夏」（1965年）、
「黒い旧友」（1975年）の 4作において、ポー
ランという同名の黒人を登場させている。作
者自身を思わせる日本人が 1950年代のフラ
ンス留学時に知り合ったという設定も同一で
ある。遠藤は、留学時代にフランス人の有
色人差別を体験し、有色人種であることを日
本人の根源的事実として受け止めていた。遠
藤は、20年をかけた「ポーラン・シリーズ」
を通して、経済的自立とともに卑屈から尊大
へと変容する黒人像を造型し、ポストコロニ
アルの時代になっても、なお人間として対等
に相対することが困難な白人／有色人の関係
を浮き彫りにしたのである。

キーワード

①「コウリッジ館」
②「異郷の友」　
③「ルーアンの夏」
④「黒い旧友」

目次

1．はじめに――遠藤文学における黒人表象
2．「コウリッジ館」のポーラン
3．「異郷の友」のポーラン
4．「ルーアンの夏」のポーラン
5．「黒い旧友」のポーラン
6．おわりに――黒人表象の変容が示すもの

１．はじめに――遠藤文学における黒人
表象

　私は近年、ポストコロニアル的な視座で遠
藤文学を読み直す試みを行っている。それは
従来のように、一神教の西洋と多神教の日本
という二項対立の構図から比較文化論的に遠
藤文学を考察するのではなく、アフリカや中
東など、近代西洋の旧植民地であった第三世
界を視野に入れて、いわば三点測量のように
して考察するということである。また、近代
西洋植民地主義に組み込まれた人種主義、性
主義、民族主義などに留意しながら遠藤文学
を分析するということでもある。このような
問題意識から、特に注目しているのは、遠藤
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とアフリカとの関係であり、また、黒人がど
のように語られているかということである（1）。
　評論「神々と神と」で批評家として出発し
た遠藤周作は、フランス留学後、「白い人」
（1955年）で芥川賞を受賞して小説家として
再出発を遂げた。彼はその後、「黄色い人」
（1956年）を書いた。日本人とキリスト教と
いう、遠藤の生涯を貫く思想的主題がそこに
込められていたことは事実だが、「白い人」
に先立つ「アフリカの體臭」（伊達龍一郎名義、
1954年）「アデンまで」（1954年）で提示さ
れていた、ヨーロッパ白人社会における有色
人差別という主題も消えてなくなったわけで
はなかった。初期の遠藤文学には、マルチニッ
ク島出身の黒人思想家フランツ・ファノンと
共通する近代西洋植民地主義に付随する有色
人差別への怒りが底流していたのである。だ
が、彼は続けて「黒い人」を書くことはなかっ
た。
　ターザン映画でしか黒人を知らなかった遠
藤にとって、生身の黒人との出会いは、敗戦
後の東京で見かけたアメリカ占領軍兵士だっ
た。少年期を満州の大連で過ごした遠藤に
とって、ロシア人は珍しくはなく、国際都市
神戸に暮らすようになっても、夙川教会のフ
ランス人神父の存在などが身近におり、白人
と接触する機会は、日本人にしては豊かで
あった。だが、黒人と触れ合う機会は、ほと
んどの日本人と同様、乏しかったのである。
　1950年に横浜港からフランス郵船の旅客
船でマルセイユに向かったとき、4等船室で
同室だったフランスの黒人植民地兵たちとの
遭遇が、黒人との本格的な出会いだった。サ
イゴンで彼らが下船するまで、遠藤は同じ室
内で彼らと交流することになった。最初はど
のようにふるまってよいか困惑した遠藤が、
徐々に彼らと親密になっていった経緯はいく
つかのエッセーに記されている（2）。
　モザンビーク出身で織田信長の家来となっ
た黒人彌介を主人公にした長編小説「黒ん坊」
（1971年）を、遠藤は書いている。『サンデー

毎日』に連載した娯楽小説であり、全集にも
収録されていない。ポストコロニアリズムの
視点からは興味をそそられるテクストだが、
遺憾ながらこれまで論じられたことはない。
　しかしながら、注意深く遠藤の仕事を見る
と、純文学系列のいくつかの作品にも彼は黒
人を登場させている。すなわち、「コウリッ
ジ館」（『新潮』1955年 10月号）、「異郷の友」
（『中央公論』臨時増刊号、1959年 10月）「ルー
アンの夏」（『群像』1965年 3月号に「留学」
第 1章として発表）、「黒い旧友」（『別冊文藝
春秋』132号、1975年 6月）がそれである。「コ
ウリッジ館」については、ポストコロニアリ
ズムにとって重要な人種問題の視点から分析
した熊谷雄基やクリストファー・ヒルによる
先行研究がある（3）。しかし、これらの 4作
は、いわばシリーズとして統一的な視点から
考察することが必要である。ことに「異郷の
友」を除く 3作は、計算したかのように 10
年ごとに執筆されており、人物の設定状況も
重なるなどの共通点があることに加え、何よ
りもそこで描かれる黒人像が大きく変容して
いるからである（4）。筆者は「コウリッジ館」
については以前に詳しく分析したことがある
が（5）、本稿では、後の 3作と合わせて改め
て論じることとする。

２．「コウリッジ館」のポーラン

　この作品の舞台は 1950年代のリヨンであ
る。語り手は、当時カトリック系の男子学生
寮にいた日本人留学生である。そこにいた黒
人学生ポーランに、日本から書いた手紙とい
う体裁をとっている。けれども、今現在ポー
ランがどこにいるのかを語り手は知らない。
これはいわば、投函されることがない手紙―
―それゆえ、書き手が過去を確認するために、
自分自身に宛てて書いた手紙なのである。
　コウリッジ館の入寮者は全て白人だった。
彼らフランス本国の青年たちは、露骨な差別
をするわけではないが、語り手のチバは、彼
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らが「今度、黄色人（ジヨンヌ）がはいるんだっ
てサ」「そうさ、便所が黄いろくなるぜ。来
学期から」という彼らの陰口を聞いてしまっ
た。娯楽室に入ると、彼らが話をぴたっとや
めてしまうこともある。何となくしらじらし
い空気がそこにはあった。それでも次第に話
を交わす同宿者も現れてくるが、白人学生た
ちは、煙草なり酒なり、語り手から何かしら
の利益を得ようとするような、ずるがしこく
卑小な存在として描かれている。
　ある日、寄宿生たちは、アフリカからの留
学生が入ることを老司祭から知らされる。「今
度は黒人（ネグロ）だぜ」「便所が黒くなるぞ。
明後日から」と白人学生たちが言い合うだろ
うことを語り手は想像する。その日、黒人学
生ポーランは、「道化師のような服装」でコ
ウリッジ館に現れる。「仏蘭西人なら、どん
な学生でもしない、この醜悪な色彩の服装の
なかに、ぼくは白人に嗤われまいとする君の
悲しい努力の痕をみました」。翌日、語り手
の部屋を、おびえた声で「ごめん下さい。ムッ
シュ」といいながら訪れたポーランの態度は、
部屋の主が日本人であることを知ると、豹変
する。「なんだ、お前か」。「どこから来たん
だ。お前は」という言い方は、「ジブジに上
陸した日、仏蘭西人の役人がパス・ポートを
調べながら一人のアラビヤ人を怒鳴りつけた
口調」と同じだった。「君たちの彫刻の写真
集がその本箱にあるぜ」と語り手がいうと、
ポーランはいきり立つ。「え？　アフリカを、
お前、ターザン映画と同じだと思っているん
だろ」「カサブランカは仏蘭西の街と同じな
んだから。地下鉄だって、今、作っているん
だから。日本で地下鉄、見たことないだろう」。
旧稿でも指摘したところだが、当時のカサブ
ランカには地下鉄は存在しない。ポーランは
ここで嘘をついて虚勢を張っているのであ
る。
　このように、語り手の日本人留学生と黒人
留学生とは、白人たちの館のなかで、互いに
打ち解けることができない。モロッコと日本

と、どちらがより「近代化」しているのか、
つまりヨーロッパ化しているのかを競い合う
のである。「あの日から、コウリッジ館の白
人学生の中に放りこまれた二人の有色人種、
ぼくと君とは、まるで白人という男を奪い合
う二人のあさましい女のようでした」。
　物語の結末は悲惨である。ある日、白人学
生アンドレが、実家から送金された金がなく
なったと騒ぎだし、どうやらそれは別の白人
学生ピエールの仕業らしいのだが、ポーラン
に嫌疑がかけられる。「ネグロが、今朝、部
屋にいたぜ」「そうだろ、チバ」とピエール
が叫び、語り手は弱々しく頷く。学生たちは
ポーランの外出中の部屋に乱入する。夜、語
り手は、帰宅したポーランが、散乱した自分
の部屋のなかに呆然と立ち尽くす光景を寝床
で想像するのである。
　遠藤はリヨン時代にクラリッジ館という学
生寮にいたことがあり、そこには白人学生ア
ンドレ、ピエールとともに、黒人留学生ポー
ランがいた。したがって、この作品が、自身
の体験的事実から多くの素材を借りているこ
とは明白である。もっとも、当時の日記を読
むと、周囲の学生たちは親切だったようで、
作品中で誇張して描かれているような露骨な
有色人差別を遠藤自身が体験したりしたこと
はなかった（6）。マルセイユに向かうフラン
ス船の中が、フランス社会の縮図であったよ
うに、遠藤は、コウリッジ館という寄宿舎を
フランス社会――白人でキリスト教徒が圧倒
的多数であるところの――として設定してい
るのである。そうしたホワイト・ワールドの
中に、有色人、すなわち黒人と日本人を投げ
入れることで、ポストコロニアル時代に残存
するヨーロッパ社会の植民地主義を浮き彫り
にしているのである（7）。
　熊谷雄基は「遠藤が留学において見出した
ものは、キリスト教の社会や世界観の内部に
も是正すべき問題が山積しているという事実
であり、人種問題もまたその一つであった」
とし、遠藤が「白人の手によるキリスト教を
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批判すると同時に、自分にとってのキリスト
教とは何かを考えるという方法論を試み始め
るのである。人種問題の不条理について問う
物語を書くことは、こうした遠藤の格闘の一
過程とみなしうるものであり、白人の世界観
に自己を同一化しないかぎりキリスト教信仰
は確立できないというそれまでの思い込みか
ら、自己を解放するための手段であったとい
えるだろう」と主張している（8）。これはカ
トリック作家遠藤の出発時の思想的解明とし
て首肯し得る見解である。しかし、ポーラン
という黒人が登場する作品を、その後も遠藤
が書き続けたことを考えると、「コウリッジ
館」で提示された日本人と黒人との相互の葛
藤は、それ自体がひとつの独立した主題に展
開していったと考えることができる。遠藤に
おけるキリスト教という認識枠組だけで「コ
ウリッジ館」を捉えようとする限り、キリス
ト教が何ら重要な役割を果たすことがない
「黒い旧友」までを含めた「ポーラン・シリー
ズ」という視点は出てこないのである。
　この作品が書かれた 1955年は、日本がサ
ンフランシスコ講和条約発効により占領下か
ら主権を回復してまだ 5年足らずであるとと
もに、インドネシアではバンドン会議が開催
されてアジア・アフリカ諸国が世界に存在感
を示した年である。遠藤は「白い人」で芥川
賞を受賞したばかりで、西洋植民地主義に対
する鋭い批判意識を持続させていた時期で
あった。なお、先行研究が指摘しているよう
に、「コウリッジ館」の日本人留学生の名前
は「チバ」であり、「アデンまで」の主人公
と同じである。前者はフランス人女子学生と
の恋愛の破綻を描いた作品だが、2作を重ね
合わせて読むことが可能である。「アデンま
で」の主人公は 4等船室で病気の黒人女性と
ともに過ごしている。白人船医は彼女に暴力
をふるう。そして、黄色人種である日本人留
学生の主人公は、白人と黒人の間に挟まって、
葛藤している。

３．「異郷の友」のポーラン

　「コウリッジ館」に登場した黒人学生を思
わせるポーランが、4年後に書かれた短篇「異
郷の友」にも再登場する。外国人留学生の
パーティの席上のことである。主人公の「私」
はリヨンにいる日本人留学生である。時代は
1950年。当時リヨンにいる日本人留学生は
「私」と工藤の 2人だった。この作品の主題は、
同じ日本人留学生でありながら、暖かい友情
だけで結ばれたわけではない同胞心理の複雑
さであるが、ここにも黒人学生が重要な役割
を果たす存在として登場しているのである。
　その黒人学生ポーランは、同席した白人学
生に促されるままに、ジャズ音楽に合わせて
ダンスを披露する。

　曲がなりだすと、彼は手足を水車のよう
に回転させながら奇声を発して飛びあがっ
たり、しゃがんだりした。それは決して彼
の国の民族的な舞踏といえるようなもので
はなかった。よし民族的な舞踏としても彼
はこの奇妙な踊りが白人の学生たちに与え
る滑稽感に気がつかぬ筈はなかった。気づ
いた上で彼はこうした舞踏をやり、肌色の
ちがった連中に追従していることを敏感に
私は感じとった。（9）

　主人公は何人かのアフリカ系学生がポーラ
ンを軽蔑した眼差しで見ていることにも気づ
いた。彼等は白人学生の顔をうかがいなが
ら、彼らと一緒になってポーランを嘲笑して
いた。この場面における黒人学生の 2つの態
度について、熊谷雄基は「自尊心や自文化の
価値観を投げ捨ててまで白人社会に同化しよ
うとする戦略をとることや、その過程に競争
や優劣判断の観点を持ち込むことで誰かを蹴
落とし否定すること」と要約し、主人公がこ
れを有色人種の陥る「罠」であると洞察して
いることに改めて注意を促している（10）。
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　主人公は、自分がポーランのように白人に
おもねろうとは考えなかったが、気がつけば、
もう 1人の日本人留学生と競うようにして外
国人学生たちと仲良くなろうとしている事実
に気がつく。その意味で、黒人学生ポーラン
は、日本人たる自分の似姿であった。
　かつて洗礼を受けた事実を利用してフラン
ス人学生に取り入ろうとしているとしか見え
ない工藤の前で、主人公は、わざと黒人学生
と騒ぎながら通り過ぎたりする。すっかりフ
ランス人になりきろうとしているふうな彼の
姿が、実は自分の分身であったことに主人公
が気づくのは日本に帰国してからのことであ
る。ここでは、「コウリッジ館」の 1人の語
り手の日本人が 2人に分裂しているばかり
か、二重身同士が相争っているのである。
　「コウリッジ館」に登場したポーランと同
名の黒人学生が、白人たちに気に入られよう
と、パーティの席で、他の黒人学生たちの軽
蔑の眼差しを浴びながら、滑稽なダンスを披
露する。強い印象を与える場面だが、この情
景は、その後の作品でくり返し反復されるこ
ととなる。

４．「ルーアンの夏」のポーラン

　「ルーアンの夏」は、中編小説「留学」の
第 1章として書かれた。物語の設定は、遠藤
が自分の留学体験から材料を借用していると
いう点で「コウリッジ館」と似ている。もっ
とも、主人公の日本人留学生工藤（「異郷の
友」の工藤とは無関係である）は、リヨンの
寄宿舎ではなく、ルーアンでホームステイし
ている。彼は異教徒の国にキリスト教を広め
る目的で、世界各地の学生をフランスに招く
という奨学制度を利用してフランスにやって
きた学生なのである。時期は 1950年代初め
である。地元の新聞にも紹介されたために、
それでなくとも東洋人ということで目立つ工
藤は、街を歩けば声をかけられる。それが息
苦しい。工藤は、外国に行くことなど夢物語

であった時代に、キリスト教徒であったこと
で「出世の足がかり」を得たことに得意だっ
た。だが、現地に来てみれば、「君たちの留
学がやがて日本の布教に貢献すること」を期
待しているという周囲からの圧力が息苦し
い。ジイドを読んでいることを咎めるような
「与えられた教理で固まった眼で万事を割り
切」るフランス人を内心彼は批判する。「し
かしその軽蔑がすぐに鋭い刃のように自分に
はね返ってくるのを感じてしまう。この人た
ちがそうならお前は一体、何だというのだね。
少くともこの人たちは自分の強い信念を持っ
ている。お前ときたら自分の保護色を適当に
変える意気地なしじゃないか」。
　さて、ある日工藤は、レストランで開かれ
た集まりで、モロッコ出身の黒人学生たちと
出会う。「ポーランとよばれた黒人の学生は
固い細い頭の毛を仏蘭西人のように無理矢理
に二つにわけてべっとり油をつけている。そ
れは工藤になにかあさましく憐れな感じを起
させた」。

　ポーランは両足を拡げ手拍子をとりはじ
める。歌いながら体を動かしだす。かん高
い声を出し、こちらが見ていても恥ずかし
くなるほど大袈裟な身ぶりをする。司祭は
パイプを噛みしめながら笑いをこらえ、婦
人たちはたまりかねて、横を向く。彼女た
ちがこの歌や踊りを美しいとは思っていな
いのが、工藤にもはっきりわかる。それな
のにポーランは歌い続けている。彼は彼で
これらの婦人たちの心の動きをちゃんと心
得ているし、計算しているのだ。（11）

　工藤は目を背ける。「日本人も、ああいう
風に歌ったり踊ったりすることが好きかね」
と司祭に問われた工藤は「絶対にしませんよ。
我々は……」と吐き出すように応じる。
　ポーランともう 1人の黒人学生マギロとの
間に口論が始まる。マギロは「もう沢山だ。
巴里に帰る」とフランス語で叫び、ネクタイ
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を外して退席する。司祭は「この頃、巴里で
共産党の学生たちとつきあっていると聞いた
が、マギロはその悪い影響を受けたのだ」と
呟く。工藤はしかし、マギロに感動する。「強
いなあ」。「工藤は、マギロが婦人たちを突き
とばすように出て行った姿を羨ましいと思っ
た。自分にもあの強さがほしかった」。
　「砂糖菓子のように皆がくれる愛情を、払
いのけて、反抗するほうを選んだ彼にくらべ
ると、頭をかかえてうなだれながら婦人たち
から慰められていたポーランはたしかに醜
かった」。だが、工藤は自分は周囲の「善意」
を傷つけることになるので、マギロのように
は振る舞えないのである。
　「ルーアンの夏」において、黒人学生の挿
話は物語の中心的主題というわけでは必ずし
もない。けれども、われわれの関心からする
と、「コウリッジ館」で登場したポーランが、
白人たちに必死になって媚びようとしていた
点が、「ルーアンの夏」のポーランと同一で
あることに注目するとともに、マギロという
白人に叛逆する黒人像がここで提出されてい
る点に、前作との著しい相違を認めるのであ
る。これは「ポーラン・シリーズ」として見
た場合、驚くべき展開ではなかろうか。マギ
ロは周囲の白人たちに正面切って戦いを挑む
英雄であり、純粋な怒りに光り輝いている。
　「君の国に今よりも基督教の光があたるよ
う、我々は努力しよう」というフランス人の
言葉に工藤は心中で思う。「日本はアフリカ
のチャッドやコンゴとは違う。あなたたちは
日本について何も知らぬ」と。これは、アフ
リカの前近代性を述べているわけではなく、
ヨーロッパの植民地主義と手を携えたキリス
ト教布教が、ある程度の成果を収めたアフリ
カのようには日本はいかない、という意味で
ある。「私の国には基督教がその根を腐らし
てしまう風土があるのだ」。主人公が呟くこ
の認識は、「沈黙」（1966年）でも強調され
ることとなるわけだが、ここでは、アフリカ
世界に対するステロタイプな主人公の偏見も

また露呈しているのである。
　キリスト教を押しつける白人たちの「善
意」をはっきりと拒絶するアフリカ出身の黒
人学生は、読者に鮮やかな印象を残す。この
作品が発表された 1965年は、英仏植民地だっ
たアフリカ諸国が次々に独立を果たしたこと
で、「アフリカの年」とよばれた 1960年から
すでに 5年が過ぎていた。アルジェリアの独
立が 1962年、アフリカ諸国が団結すること
で、植民地主義と戦うことを謳ったアフリカ
統一機構の成立は 1963年のことである。日
本でもまた、東京オリンピックが開催され、
東海道新幹線が開通し、高度経済成長時代の
最中にあった。日本人も自信を回復しつつあ
る時期だった。「コウリッジ館」の卑屈なポー
ランではなく、勇敢なマギロが登場する時代
的背景は用意されていたのである（12）。
　なお、「留学」第 2章は、一転して物語は
17世紀の切支丹留学生に変わる。そして、
1964年に『文學界』に連載された「爾も、また」
と合わせて長編小説「留学」として刊行され
た。「ルーアンの夏」を半ば独立して本節で
扱ったのは、このような構成から、この章だ
けを扱うことが可能だからである。

５．「黒い旧友」のポーラン

　これまで見てきた 3作は、いずれもフラン
ス本国が舞台だったが、「黒い旧友」は現代
（1975年）の東京が舞台である。当時は国際
空港でもあった羽田空港で、語り手の「私」
は、リヨン留学時代に寄宿舎で一緒だった黒
人学生と、23年ぶりに再開するために、ス
カンジナビア航空便の到着を待っている。彼
は、昔は「暗い陰気な顔をした黒人だった」。
これまで文通らしい文通をしていたわけでも
なく、クリスマスカードだけは交換していた
という設定である。寄宿舎の近くの停車場で、
戦争で亡くした夫を狂女が毎日待っていると
いう挿話は、「コウリッジ館」で使われたも
のの再利用である。寄宿学生は、ブラジル出
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身のマルセロと黒人の彼と自分以外は全て白
人だった（これは遠藤自身の実体験と同じで
ある）。入寮したとき、白人学生が案内して
くれたが、黒人学生の部屋の前で「まだ眠っ
ている。あいつら黒ん坊（ネーグル）はいつ
もこうだ」といったとき、「私」は反応する。

　黒ん坊（ネーグル）という言葉が私の神
経をすこし傷つけた。日本にいた時、道を
たずねた進駐軍の兵士に「ヘイ、ジャップ」
と言われた不快感をこのとき、不意に思い
だした。（13）

　白人が黒人を「ネーグル」と呼んだことで、
白人が自分を「ジャップ」と呼んだ過去の体
験を再活性させられたということは、主人公
が白人のなかに抜きがたく存在する有色人種
への軽侮の念を知り、ショックを受けたとい
うことにほかならない。
　ピエールという白人学生が、「俺たちはそ
いつを黒コーヒと呼んでいるよ。連中はこっ
ちを嫌っているけど。こっちだって向うさん
が好きじゃないから、それでいいのさ」とい
う。ある日ピエールが「留学生友の会」に連
れて行ってくれたとき、「私」は二人の黒人
学生を見た。ほかにはヴェトナム、アラブ、
インドなど、20人程度の学生たちがいた。
黒人学生の 1人がアコーディオンを弾き、も
う 1人が故郷の歌と踊りを始めた。「おどり
ながら歌う彼の声は奇妙で、しばしば白人学
生たちの笑いを誘う。笑いには失笑ともあわ
れみともつかぬものがまじっていたが、黒人
の学生はそれを意識して、かえって大袈裟な
身ぶりや声を出すのだった」。「私」は「この
国で自分の似姿を見させられたような気がし
て少し不快だった」。「道化みたいな真似をし
て、みんなから可愛い黒ん坊（ネーグル）と
思われようとしているんです」と白人学生が
囁いた。
　ここまで読むと、われわれは、作者が「ルー
アンの夏」の世界を再現していることに気が

つく。けれども、ここにはネクタイを捨てて
その場から立ち去るマギロはいない。彼はど
こへ行ったのであろうか。
　寄宿舎に戻った「私」は、そこで初めて黒
人学生ポーランと出会う。部屋に誘い入れた
語り手は、「留学生友の会」に行ってきたと
言う。するとポーランは、自分はああいう会
合には行かないと応えた。「あの会の仏蘭西
人たちはニセの友情で黒人を砂糖づけにしよ
うとしている」からである。会にいた二人の
黒人学生のことをいうと、ポーランは「そい
つら、本当の黒人じゃない。白人の真似をし
て、白人になりたがっている連中だ」と早口
で激しく非難する。

　私が理解した限りではこの大学の黒人の
学生には二つあって、一つは白人の文明や
文化を自分が身につけたことを得意がり、
その上、同じ黒い皮膚をもった黒人を馬鹿
にする手合と、もう一つはわざと、可愛い
黒ん坊（ネーグル）になりきって白人学生
からいい奴だと言われて悦んでいる連中で
ある。しかし俺はそんな黒人たちとは違う
のだと彼は声をあげた。（14）

　「黒い旧友」のポーランは、「コウリッジ館」
「ルーアンの夏」に登場した、あの卑屈で憐
れなポーランではない。彼は「ルーアンの夏」
に登場した反逆者マギロその人なのである。
「俺は白人を憎むし、白人からそのために憎
まれたほうがましだ」。「そのほうが対等の立
場になれるじゃないか」。遠藤のなかで、ポー
ランは徐々に人間的に成長し、誇りを持つ人
格に変容していったのである。これは驚くべ
きことではなかろうか。遠藤周作という日本
人作家のなかには、ポーランという 1人の黒
人が生きていたのである。彼は目を背けたく
なるような卑屈な態度を白人学生にとること
もあった。だが、いつまでもそのような人格
ではなかった。彼は自己を否定することで、
新しい人間になるのである。
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　語り手はしかし、周囲の白人学生たちが、
日本人である自分もポーランの同類と見なす
ことを恐れる。求められるままにポーランと
握手をした彼は、自己嫌悪を感じつつも、生
理的な不快感から、彼が去ったあと、手を洗
うのである。ポーランは明らかに親近感を抱
いたようすで、ある日学生食堂で先に席を
とってくれようとした。だが、白人学生の目
を意識した語り手は、仲間に巻き込まれるこ
とを恐れ、ほかのアジア人学生と食べるから
と咄嗟に嘘をついて断る。「一瞬裏切られた
ような幻滅の色」がポーランの目に走った。
自己嫌悪にかられながら、「俺はポーランが
黒人だから避けているんじゃない。ただ彼が
あまりに白人の学生を嫌い、その感情に俺を
巻きこもうとするから嫌なんだ」と内心で反
復する。
　フランスにおける日本人留学生の、黒人学
生に対するこのような微妙な心理的屈折を描
いた昭和文学は珍しい。遠藤は､ 日本人が最
も直面したくない現実と真正面から向き合お
うとした作家であることが、このような場面
からもわかる。
　さて、寮で盗難事件があり、どうやらピエー
ルが怪しいが、白人学生たちの間からは、ポー
ランの名前が出る。しかし証拠もないのに疑
うのはどうかという意見もあり、事件はうや
むやになる。だが、わだかまりは残り、しば
らくしてポーランは寮を出た。作者はこのあ
たりは、「コウリッジ館」を若干変形して再
利用しているわけである。
　さて、そのポーランが、1970年代半ばの
東京にやってくる。どのような姿になってい
ることであろう。読者の期待も高まる。

　何という変わりかただろう。あの頃は洗
いざらしたような長袖のスポーツシャツに
よれよれ兵隊ズボンをはいていた彼が、仕
立てのいい紺色の背広を着て、幅ひろい流
行のネクタイをしめている。たちどまって
彼は眼前にならんだ日本人たちを少し見く

だしたような眼で眺めている。（15）

　周囲の日本人たちも、彼に無関心である。
占領軍の黒人兵士に驚いた時代は去っていた
からである。「サリュー」と 2人は学生言葉
で挨拶し合った。タクシーのなかで、2人は
話題を選びながら会話を交わす。共通する思
い出は大学と寄宿舎しかなかったが、2人に
とって、あまり愉快な記憶ではなかったから
だ。ポーランは貿易会社の経営者である。政
府関係者との強いつながりや、従業員の数な
どを彼は自慢する。内ポケットから取り出し
た 3枚の家族の写真。「その背後にはあきら
かに彼の国が植民地時代に仏蘭西人が住んで
いたにちがいない洋風の白い家があった」。
小説家となった語り手に、彼は儀礼的に、何
冊本を書いたのかと訊ねる。

　そばに腰掛けているこの黒い男が私の
知っている二十数年前のポーランとはまっ
たく別の人間のような気がしてくる。あの
暗い、陰気な顔をして、足音を忍ばせなが
ら寄宿舎を歩いていたポーランは死に、別
の男がその名を使って日本に来たようだっ
た。（16）

　ホテルに入り、バーで並んで腰掛けたポー
ランは、語り手に、ホテルが良くないと不平
をいい、「東京はきたないね。俺の国の首都
のほうがもっと綺麗だ。ホテルだって素晴ら
しいのがある」という。まるで「コウリッジ
館」のポーランのように。「それはあんたが昔、
嫌っていたフランス人が作ったものだろう」
という「私」の心の動きを察知したポーラン
は、「俺たちは結局彼等を追い出して、それ
を自分のものにしたんだ。今では仏蘭西人が
俺たちの機嫌をとっているのさ」といった。

　「コウリッジ館」「異郷の友」で描かれた
1950年代の卑屈な黒人学生ポーラン、「ルー
アンの夏」で描かれた反逆児マギロ、そして
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彼らの 20数年後を描いた「黒い旧友」に登
場する、アフリカ新興国で成功した「別の
男」のようなポーラン。遠藤が 10年ごとに
描き出した黒人像は、ヨーロッパ植民地出身
の黒人が自信を深めていく時代背景をそのま
まに映し出していたということもできるだろ
う。1970年代半ば、第 3次中東戦争をきっ
かけとする第 1次石油ショックの影響から、
1960年代の高度経済成長には翳りが見えて
いたとはいえ、それでも日本の経済大国化は
著しかった。その時代から振り返ってみれば、
自分が留学した 1950年代は何と現在とは異
なる状況だったことだろう。作者はそのよう
に考えたのではなかろうか。学生時代に寄宿
舎で知った黒人学生ポーランは、遠藤に強い
印象を与えていた。彼を忘れることはできな
かった。その後の交流はなかったようだが、
彼はずっと遠藤の心の中に生きていて、4編
の作品に間欠的に姿を現したのである。

６．おわりに――黒人表象の変容が
示すもの

　遠藤には、「有色人種と白色人種」（1957年）
というエッセーがある。これを読むと、本稿
で分析してきた四作品の背景がうかがわれ
る。横浜港から乗船したフランス船のなかで
差別を受けたことについては、以前に論じた
ことがあるが（17）、このエッセーのなかにあ
る、リヨン時代に見聞した黒人差別に関する
記述に改めて注目したい。

　知り合った黒人学生を見ているうちに、
彼等がこの人種的意識だけを糧として生き
ているのを存分に知らされた。一言でいえ
ば黒人学生は昼と言わず、夜と言わず、そ
の住む場所の如何にかかわらず、自分の
黒い皮膚、扁平な鼻、針金のように固く
て、縮れた頭髪を意識せずにはいられない
のだ。〔……〕私たち黄色人ならば理念や
抽象の世界に逃れることができるが、黒人

は自分の肉体を考えずにはいられないの
だ。（18）

　「今日でもリヨン大学の学生食堂では褐色
のアフリカ学生は、「ミルク色珈琲」とよばれ、
黒色の学生は「黒珈琲」と陰口を叩かれてい
る筈である。彼等の中にはそのコンプレック
スから逃れるため、時には幇

ほう

間
かん

のように白人
学生に追従し、時には彼等にたいして暴力的
な反抗をみせる者が多い。この気分のはげし
い移り変りは白人学生をして益々、彼等を不
可解な存在にしてしまうのである」。この文
章は、「黒い旧友」に登場するエピソードと
重なりあう。
　遠藤は、「国際学生、友の会」に出たとき
に、「次第に何かを大きな声をあげて叫びた
くなった」という。「それは私を白人のよう
にではなく人間として取り扱ってもらいたい
こと、そして黄色人として正当に交際しても
らいたいことなのである」。白人学生たちに
はそれがわからないのである。
　遠藤はまた、その会に出席する黒人学生側
の問題点も指摘する。出身が異なるアフリカ
出身の 2人の黒人学生は、白人学生がいない
場所では、白人の植民地支配をともに批判し
あう。だが、白人学生と一緒の席になると、
どちらの方がより西欧化されているのかを競
い出すというのである。また、あるとき、1
人の黒人学生が「奇妙な旋律で彼の部落の唄
を歌った」。白人学生たちは笑いをかみ殺す
のに必死だった。もう 1人の黒人学生が冷た
い視線でそれを見ていたが、痕から遠藤に「可
愛いネグロ」になろうとしているのだと説明
された。遠藤は、阿

あ

諛
ゆ

も反発も、ともに同じ
心理から生まれていると述べ、わたしたち黄
色人もまた例外ではないと語っている。
　このエッセーを読むと、4編の作品に登場
する場面の多くが、遠藤自身が留学中に体験
した出来事であることが明らかになる。
　白人世界に置かれた有色人種が胸に抱く屈
折した感情を、遠藤はわがこととして体験
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し、そこから目を逸らすことなく噛みしめる
ところから文学者として出発している。一度
作品に登場させた黒人学生を何度も再登場さ
せ、同じ場面を何度も語り直すことを、遠藤
は 20年にわたり継続した。黒人に投影され
た有色人たる自己の問題は、それだけ重要な
主題であったということができよう。世界に
は、白色人と有色人がいる。有色の人である
ということが、日本人として生まれた自分の
根源的事実であるとの認識が、フランス留学
を経たカトリック作家遠藤の根底にはあっ
た。「ポーラン・シリーズ」で、経済的自立
とともに卑屈から尊大へと変容する黒人の姿
を描くことで、ポストコロニアルの時代が進
んでも、なお人間として対等に相対すること
が難しい白人／有色人間の関係を、遠藤は改
めて浮き彫りにしたのである。
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要旨

　教育者、坂田祐が内村鑑三門下生として、
彼の著作に傾倒し、特に『後世への最大遺物』
を教育の実践に適用した。坂田は、内村が言
う「勇ましい高尚なる生涯」の実例として、
アブラハム・リンカーンの生涯に共感を持っ
ていた。坂田が残したリンカーンについて言
及した資料は、決して多くはない。しかし坂
田はリンカーンの中に自分との共通点を見出
し、その生き方に共鳴して、自分の教育実践
に活かそうとした。それゆえ、坂田は、私立
中学関東学院の校訓として「人になれ、奉仕
せよ」を定め、「他者のために、生きる」「高
尚なる生涯」の思想を教育において実践する
ことを企てた。

キーワード

坂田祐、内村鑑三、アブラハム・リンカーン、
戊辰戦争、南北戦争、奴隷制度、社会貢献、
キリスト教信仰、聖書、私立中学関東学院。

目次

はじめに 
Ⅰ．坂田祐のリンカーンへの思い
Ⅱ．リンカーン主要年譜
Ⅲ．リンカーンに見られる「勇ましい高尚な

る生涯」
結語

はじめに

　坂田祐は、内村鑑三著『後世への最大遺物』
に提示された「勇ましい高尚なる生涯」から
大きな感化を受けた。坂田はリンカーンの生
涯に深い共感を覚えていた。「勇ましい高尚
なる生涯」の実例を、リンカーンの生涯の中
に見ていたからである。本研究では、先ず、
坂田のリンカーンへの思いに注目したい。次
にリンカーンの生涯をたどりながら、リン
カーンの生涯の中で、何が『後世への最大遺
物』となったのか、また何をもって「勇まし
い高尚なる生涯」であった、と考えたのかを
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吟味し、見極めようとする研究である。

Ⅰ．坂田祐のリンカーンへの思い

　「2月 12日は私の誕生日である。1878年の
生まれであるから、本日で満 80歳にになっ
た。アブラハム・リンカーンの誕生日と同じ
である。私はリンカーンの伝記を好んで読ん
だ」。（1）

　ここでは、「本日で満 80歳になった」と記
されているので、これを執筆したのは、1958
（昭和 33）年 2月 12日であった。リンカー
ンは 1809年生まれであったので、坂田はリ
ンカーンの誕生から 69年後に生まれた。リ
ンカーンの死から数えて、坂田は 13年後に
生まれた。坂田は東北地方秋田県の山奥に生
まれた。リンカーンはアメリカ合衆国ケン
タッキーの開拓地に生まれた。その後、イ
リノイに移ったので、二人の住む世界には、
東西約７,000キロメートルの隔たりがあっ
たが、それぞれ北緯 40度あたりで生活した
ことになる。二人には、約 70年の隔たりが
あったが、坂田は、幕末の戊辰戦争（1868-
69）の後、佐幕派の中心的な存在であった会
津藩の子孫として、明治新政府からは冷たい
処遇うけた。その痛手を負って生きなければ
ならなかった。リンカーンの場合は、南北戦
争（1861-65）の後も、南部と北部の間の和
解と、一国の結束のために寄与したが、熱狂
的な南部主義者によって命を奪われた。実は、
アメリカの南北戦争と日本の戊辰戦争は、ほ
ぼ時期を同じくしている。共に国内を二分す
るような熾烈な戦争であった。それゆえ、坂
田もリンカーンも共に同じような経験をした
ので、坂田はリンカーンに深く共感を覚え、
心情的にも敬慕の念を抱いていいたと言えよ
う。
　坂田祐は自伝の『恩寵の生涯』の中で、二
箇所でリンカーンについて言及している。ひ
とつは、明治天皇の崩御に合わせて記してい
る。もうひとつは、リンカーンの生家を訪ね

時の思い出の記述である。
　まず「明治天皇崩御――明治 45年 7月 31
日の日記」では、坂田はこう記す。
　「明治 45年 7月 30日午前 2時半に眼ざむ。
電灯を点じて、数日読み来たったセーヤ－の
ライフ・オブ・アブラハム・リンカーンを読
みつづけた。忽ちリンリンたる鈴の音が聞こ
え、号外号外の声、四隣の静けさを破った」。（2）

　東京の坂田の住む家の玄関の戸が激しく叩
かれ、一枚の号外が投げ入れられた。
　「聖天子崩御の五大文字は黒枠に包まれ、
唯今公表せらる、とある。このとき、私はリ
ンカーンが劇場で兇漢のために狙撃され、非
ごうの最期を遂げられたところを読んだとき
であった」。（3）

　明治天皇のご逝去の報道と、リンカーンの
不慮の死を描く記述が、坂田の中で符合した。
坂田はその年の 7月に第一高等学校を卒業
し、東京帝国大学文科大学に入学が決まって
いた。その間の夏休みであったからであろう、
深夜まで読書していて、真夜中の号外に胸騒
ぎした。投げ込まれた号外を手にして、明治
天皇の崩御を知たったのである。日記の中に、
坂田はこう記した。
　「この 7月 30日、陛下崩御の日、午後 1時
30分、私は最も崇拝するアブハム ･リンカー
ン伝を読み終わった。嗚呼人道の偉人、つい
に凶徒の手に倒れたるも、彼の偉勲は嚇嚇と
して万世を照らさん」。（4）

　坂田は明治天皇の近衛兵として御近くで護
衛にあたり、日露戦争では明治天皇に忠誠を
尽くして、命がけで戦った。坂田は明治天皇
に他の人たち以上に崇敬と親愛の念を持って
いた。リンカーンについては、誕生日が同じ
であったばかりでなく、伝記を何度も読んで
いて、彼を深く敬愛していた。リンカーンは
どん底の貧しさから努力を重ねて、人生の道
を拓いた。しかも最終的には自己の名声や、
地位、富ではなく、社会的・公的な奉仕のた
めに大統領になった。彼は黒人奴隷の解放に
貢献し、アメリカ合衆国の分裂を回避するた
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めに、最大の政治的な調整をはかり、再出発
のために苦慮した。
　「嗚呼人道の偉人、ついに兇徒の手に倒れ
たるも、彼の偉業は赫赫として万世を照らさ
ん」。
　これこそ、坂田がリンカーンを高く評価し、
深く感動し、共感した表現である。
　坂田は、私立中学関東学院の第一回卒業式
にあたり、こう訓示した。
　「上級学校に入学できないでもよろしい。
貧乏になってもよろしい。この世の事業に失
敗してもよろしい。諸子が自分の人生観の基
礎を確立して、価値ある生涯を送ることがで
きたら、それは真の成功である。ここに理想
を置いて真の奉仕ができるのである。奉仕と
は自分以外のために尽くすことである」。（5）

　さらに坂田はこう述べて、訓辞をまとめて
いる。
　「願わくば、わが国に人道上にチャンピオ
ンが生まれることである。願わくは、諸子自
らそのチャンピオンとなれ。関東学院の兵隊
山から人道の兵士、諸子の帽章の橄欖が象徴
する平和の戦士が多く出ずることを願ってや
まない次第である」。（6）

　ここに内村鑑三が講演した『後世への最大
遺物』の示唆が、明確に反映されている。
　坂田によれば、リンカーンの生涯は『後世
への最大遺物』が掲げる「勇ましい高尚なる
生涯」に典型的なかたちであてはまる、と見
えた。

　1924年 3月に私立中学関東学院第一回の
卒業式を終えた。しかしその半年前に、関東
大震災がおこった。そのため、完成間もない
立派な校舎は大破した。晴れの第一回卒業式
は捜真女学校の講堂を借りて行った。とにか
く第一期生を 5年間にわたり、手塩にかけて
教育して、無事に卒業させたことを、アメ
リカ ･バプテスト教会の協力者たちに報告し
て、それまでの支援に感謝すると共に、さら
に震災後の復興・再建のための協力を仰ぐ目

的をもって、坂田は渡米した。またこの機会
を利用して、シカゴ大学の講義を聴講した。
また夏休みの合間を利用して、ケンタッキー
に出かけた。坂田は「リンカーンの生家を訪
う」と題して、その思い出を記している。
　「1924年 8月、シカゴに滞在中、リンカー
ンの誕生地の訪問を思いたち、18日午前 10
時頃、シカゴを出発、南に走って、午後 6時
半頃、ケンタッキー州のルイビル（ママ）に
着いた。ルイビル（ママ）のバプテスト神学
校に留学中の熊野（清樹）君と近藤君とに迎
えられ、同神学校の寄宿舎、ニューヨークホー
ルに泊まった」。（7）

　シカゴから 8時間以上の長い列車の旅で
あった。今は、シカゴからルイヴィルまでの
鉄道は廃線になっている。かつては「モノン
鉄道」とか、「シカゴ＝インディアナポリス
＝ルイヴィル鉄道」とか呼ばれていた。現在
は、この道程をハイウエー・バスが走ってい
る。実は、1830年ころ、リンカーン一家は
ケンタッキー⇒インディアナ⇒イリノイの区
間を北上する約 500キロメートルの困難な旅
路を、馬車を駆って進んだ。このルートを、
坂田は列車で遡行したことになる。
　坂田が途中で立ち寄ったルイヴィル市内の
南部バプテスト神学校は、神学教育機関とし
ては世界最大規模で、当時も多くの学生が学
んでいた。大学と大学院を擁して、今日も、
学生数は 3.300人を超えているという。
　その神学校に在籍する二人の教え子と共
に、坂田はリンカーン生誕地を訪ねて、深く
感動した。坂田は「感無量であった」と記し
ている。当時、すでに生誕地は「リンカーン・
ファーム」と呼ばれていた（今では、整備さ
れて「リンカーン生誕記念国立公園」になっ
ている）。リンカーン生家は、すでに当時も、
コンクリ－トの建物で覆われていた。しかし
中に入って、現物をその目で見ることができ
た。有名な丸太小屋（ログ・キャビン）の大
きさは決して大きくはない。丸木を積み重ね
て壁を作り、屋根も丸木を並べて切妻風にし
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たものであった。隙間は麦の糟を混ぜた泥で
詰めて、塗りつぶしてあった。坂田も自分が
生まれ育った家がこのように丸太小屋であっ
たことを思い起こした。子供時代の出発点が
同じであったと感じられたのである。リン
カーンの場合は、「丸太小屋からホワイトハ
ウス」と言われた。しかしそのたどった道は、
安易な道程でなく、険しい紆余曲折の道で
あった。坂田の場合も、刻苦勉励、長い、大
きな迂回をした。そして今や　坂田は中年に
達し、46歳にして、リンカーンの生地に立ち、
これまでの自分の歩みと、これからの自分の
役割を深く考える機会を得たのではないだろ
うか。
　「翌 19日朝 8時少し前、ハイヤーで宿舎を
出発、熊野 ･近藤両君同行、数十マイルの距
離にあるリンカーン・ファームに向かう。坦々
たる舗装道路を南に向かって走ること約 20
マイル、それから舗装のしていない田舎の山
道、起伏の多い、川あり橋あり、…点々せる
村落、茫々たる平野、陸軍のキャンプ…刻々
変化する自然の風景に大いに目を楽しませ
た」。（8）

　坂田が訪問した当時、その地域はかなり不
便であった。しかし坂田には、その風景がむ
しろ自分の育った東北の奥地を思い起こさせ
てくれた。「自然の風景に大いに目を楽しま
せた」と記す。「エリザベスビル（ママ）を
経てリンカーン・ファームのあるホッヂンス
ビル（ママ）に着いた」。（9）

　こう坂田は記すが、「エリザベスビル」は
「エリザベスタウン」の思い違い。そこはル
イヴィル市の南約 60キロメートルのところ
にある。「ホッヂンスビル」も「ハッジンビル」
（Hodgenville）のことである。ここはルイヴィ
ル市の南約 70キロメートルに位置する。
　「そこにリンカーンの銅像があった。そこ
で記念写真を数枚とって、それからさらに進
んで畑の中をとおり、有名なロッグキャビン
（丸太小屋）に向かった。この丸太小屋は幅
の広い階段をのぼった丘陵の中腹にあり、コ

ンクリートの立派な建物で覆われ、その中に
保護されているのである。そこに着いたのは
12時頃であった」。（10）

　同じケッタキー州内であったが、ルイヴィ
ル市から 4時間かかったことになる。リン
カーンの生家の丸太小屋については、こう記
す。
　「おおよそ、二間に三間の一室の丸太小屋
で、一つの窓、一つの入り口があるのみであ
る。ああ、ここに人道の偉人、米国大統領、
アブラハム・リンカーンが生まれたのであ
る」。（11）

　坂田はこれを見て深く感じるところがあっ
たようだ。
　「私はこのキャビンを見て、私の少年時代
を過ごした東北の山奥の掘立小屋を思い起こ
した。間口三間に奥行き五間の家で、天井が
なく、丸太を割った板を並べて屋根をふき、
その上に石を置いて、風に飛ばされないよう
にしたもので、釘や金具を用いないで、すべ
て縄で縛った極めて粗末なものであった。冬
雪が降れば、隙間を通して室の中に雪が入る
のである。夜は掛布団と人の上に雪が三寸も
積もっていることがあった」。
　「この丘の下の方に、リンカーンがお母さ
んの手伝いをして、水を汲んだ井戸があっ
た」。（12）

　丘の下の井戸から水を汲んで、丘の中腹の
家まで水を運んだのである。坂田はここでも
自分の少年時代を思い出し、胸が詰まる思い
をしている。
　リンカーンの少年時代の足跡を訪ねること
ができたのは、坂田の大きな喜びであった。
おそらく帰国後、中学校の生徒たちにこの体
験を繰り返して語ったことであろう。しかし
今日のように簡単に活字化できない時代で
あったこと、さらに日本が反米の風潮に突入
した時代のこともあり、これ以上のリンカー
ンについての言及はない。しかし坂田がリン
カーンの中に自分と共通するものを見出し、
共鳴し、敬愛していたことが、その回顧から
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推し量ることができる。

Ⅱ．リンカーンの生涯をたどる主な年
譜

1872年　 同じ名前の祖父エイブラハム ･ リ
ンカーン（クエーカー）ヴァージ
ニアよりケンタッキーに移住。

1809年　 エイブラハム ･リンカーン誕生（2
月 12日）

1816年　 父親リンカーン一家が開拓地を求
めてインディアナに移住。

1817年　母親ナンシーが死亡。
1828年　 青年リンカーンが南部ニュー・オ

リ―ンズに旅した。
1830年　リンカーン一家がイリノイに移住。
1834年　 リンカーンはイリノイ州議員に当

選。
1837年　 イリノイ州スプリングフィールド

に弁護士開業。
1842年　メアリー ･タッドと結婚。
1853年　息子トマス生まれる。
1860年　 アメリカ合衆国第 16代大統領に当

選。
1861年　 アメリカ南部連合が結成された（2

月）。大統領就任演説（3月 4日）。
1862年　ゲティスバーグ演説（11月）。
1864年　大統領に再選される（11月）。
1865年　 奴隷解放憲法改正（修正第 13条）

議会を 1月に通過。12月公布。
 リンカーンが暗殺された（4月14日）

Ⅲ．リンカーン「高尚なる生涯」

　「われわれは、自明の真理として、すべて
の人は平等に造られ、造物主によって、一定
の奪いがたい天賦の権利を付与され、そのな
かに生命、自由および幸福の追求の含まれる
ことを信ずる」。（13）

　これは 1776年に発表されたアメリカの「独
立宣言」の中でも、もっとも有名な一節であ

る。この「独立宣言」はトマス ･ジェファソ
ンによって起草されたという。しかし彼の個
人の思想というよりは、当時のアメリカの精
神の表明であった。
　「（ジョン）ロック流のイギリス政治思想が、
アメリカ的環境においていわば精神風土化し
たものを表現したものといえよう」。（14）

　この起草者ジェファソン自身も奴隷所有者
であった。初代大統領ジョージ ･ワシントン
も同様であった。
　アメリカにおいて、奴隷の身分であるとい
うことは、どういう意味を持つか。綿花畑、
タバコ畑、サトウキビ畑で、夜明けから日没
まで、炎天下で、あるいは、寒風の下、過酷
な労働を強いられた。19世紀までは、自由
民の労働者も、過酷な労働に従事しなければ
ならなかった。しかし彼らは鞭を打たれて、
労働を強いられたのではない。彼らも一日
10時間余の労働を課せられたとしても、毎
日の仕事から解放されれば、質素な家であっ
たが、自分の家に帰り、家族と共に寛ぐこと
ができた。ところが、奴隷の場合は、雨露を
しのぐ小屋からも、愛する家族もからも、引
き裂かれて、別々の買い手に売られることも、
頻繁に起こった。奴隷の身分の者は、自由
に旅することは許されなかったから、一家が
別々の所有者に売り飛ばされて、離散させら
れれば、二度と会うことはできなかった。一
般の自由民の労働者は、リスクを覚悟すれば、
離職することも、団結して、賃上げや、労働
条件・生活環境の改善を要求することができ
た。奴隷はそのような権利をまったく持ち合
わせていなかった。
　一般の自由民の労働者は「アメリカン・ド
リーム」を胸に描いて、ひたすら努力する喜
びがあった。民主主義、自由、平等、機会の
均等は、アメリカ社会の理念であった。人々
は、努力にふさわしい成功が得られるという
約束を信じていた。ところが、奴隷にとって
は、アフリカから根こそぎ引き離されて、ア
メリカに連れて来られた。その生活は、終わ
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ることなき悪夢であった。彼らは希望に満ち
た夢をいだくことさえ、まったく拒否されて
いた。建国の父祖たちは、奴隷制度がいず
れ廃れると見ていた。実際、イギリスでは
1807年には奴隷貿易が禁止された。1833年
には奴隷解放令が出された。アメリカの北部
諸州では、18世紀末から 19世紀初めに、工
業化に伴う経済構造の変化とともに、州ごと
に奴隷制度が廃止されていった。しかし南部
諸州では、サトウキビ、綿花、タバコ市場が
拡大した。このため、南部の奴隷所有者たち
はますます富裕になり、農地を買い増した。
こうして、さらに奴隷労働者の需要が拡大し
た。
　アメリカ南部にも、貧しい白人たちがい
た。リンカーンの父親もその一人であった。
彼らは貧困からなかなか抜け出せなかった。
アブラハム・リンカーンの父親、トーマスは
1778年にヴァージニアに生まれた。ここは
奴隷州であった。1782年に彼らはケンタッ
キーに移住した。辺境開拓地での生活は困難
を極め、また危険でもあった。そのため、彼
も他の白人たちと同様に、新天地を求めて西
部へと向かった。ケンタッキーでは、貧しい
者には土地を開墾し、所有権を主張して、確
保することが、ままならなかったからである。
アブラハムが 7歳のときに、1816年に一家
はインディアナに移住した。ここで、1818
年に母親、ナンシーが亡くなった。ナンシー
は、当時、蔓延していた奇病に苦しむ人たち
の看病をしていて、自分自身もその病気にか
かってしまった。その病名は「戦慄症」（milk 
sickness）と言われる。毒草を食べた牛の乳
を人間が飲んでいたのが、原因とされた。
　アブラハムは母親の残した言葉を一生心に
留めていた。
　「アブラハムよ、わたしはあなたと別れて、
もう戻ることはありません。あなたはいい子
になって、サラとお父さんに優しくして欲し
い。わたしがこれまで教えてきたように、天
の神さまを愛し、その教えを大切にして、生

きてくださいね」。（15）

　彼は後に実母について、よくこう述べた。
　「自分が、今日、このようにあるのは、み
使いのような母のおかげである」（All that I 
am my mother-angel made me.）
　彼はこの母親からキリスト教信仰と読み書
きの手ほどきを受けたのであった。
　その後、一家はイリノイに移住した。1830
年に父親はサラ・ブッシュと再婚した。彼女
は優しい継母であった。こうして、少年アブ
ラハムは中西部開拓地で育つことになった。
彼はなお子供ながら、家族の生活を支えるた
めに、さまざまな仕事をした。父親は身体が
弱っていて、目も不自由であった。父親も母
親も、ほとんど読み書きができなかったと言
われる。アブラハム少年は正規の学校にはあ
まり通うことができなかったが、読み書きを
覚えた。家にあった唯一の書籍、聖書を読ん
で、大部分を暗誦していた。それは後の演説
の中に引用されている多くの的を得た聖書の
ことばからも推測される。
　19歳の時に、平底船（一種の筏船）でミ
シシッピ河の約 1,000キロメートルを下り、
南部ニューオリンズに行った。そこで初めて、
彼は、黒人が家畜のように売買されるのを目
撃した。その時、彼は抑え難い憤りを抱いた。
「いつかこの制度をぶち壊す」（I'll knock that 

thing hard, if I ever get a chance.）と心に決めた。
　彼はさまざまな肉体労働の仕事をこなし
た。後に、彼は選挙キャンペーンにおいて
“the Railsplitter”（「肉体労働者」）という愛称
で呼ばれた。この場合の rail は、開拓時代に
土地の区画を定めるために使用された支柱 ･
防柵 ･垣根の横木のことである。splitは、斧
を使って丸太を裂いて作る仕事であった。若
い時期に、原木の丸木から垣根用の横木をつ
くるために、鏨を使い、斧や、槌で丸木を裂
くという重労働を経験したからである。その
他、彼はさまざまな肉体労働をこなした（鉱
山で働いたことのある坂田は、この点でもリ
ンカーンの若き日に共鳴できた）。リンカー
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ンはニュー・セイラムの郵便局長になった。
辺境地の開拓時代であるから、彼は自ら郵便
物の集配をした。しかし後に、彼は独学で弁
護士資格を取得し、イリノイ州スプリング
フィールドで弁護士を開業した。ここは、シ
カゴから南西部に約 250キロメートルのとこ
ろにある。イリノイのほぼ真ん中にある町で
ある。リンカーンはここに 1844－ 1861年の
間住んだ。
　1842年にリンカーンは、ケンタッキーの
実業家の娘、メアリー・タッドと結婚した。
かつては、はだしで、無一文の、痩せた背の
高い、内気な田舎の青年が、いわば「立身出世」
を成し遂げたかに見えた。しかし彼はそこで
終わらなかった。彼はなお「公的な職務」「社
会的貢献」（public service）を目指していた。
彼は何度か選挙戦で破れたが、やがてイリノ
イ州議員、さらに連邦代議員に選出された。
　すでに引用したように、「すべての人は平
等に造られている」と独立宣言は述べてい
る。しかし現実には、「黒人は除いて」（except 
negroes）という文言が密かに読み込まれて
いた。アメリカの秘密結社「ノーナッシング
党員」（Know-Nothings）たちは、「黒人、外
国人、カトリック信徒」を独立宣言が表明す
る恩恵の範囲から外していた。それゆえ、リ
ンカーンはこう訴えた。
　「私は奴隷になりたくない。だから私は奴
隷の主人にもなりたくない。これこそ私の民
主主義に対する根本理念である」（As I would 
not be a slave, so I would not be a master. this 
expresses my idea of democracy. 1858年 8月 17
日）。
　1833年に、ウィリアム・ウィルバフォー
ス（1759-1833）らの努力により、英国では、
奴隷解放法が成立した。1852年には、アメ
リカで、ハリエット ･ビーチャ―･ストウの
『アンクル・トムの小屋』が出版されて、北
部の人たちの心を動かし、奴隷制度反対への
共鳴者を生み出した。「奴隷制度が社会悪で
ないならば、何ものも悪ではなくなる」（If 

slavery is not wrong, nothing is wrong.）これは
リンカーンの残した言葉である。奴隷制度
は、単に南部の諸州の問題ではなく、アメリ
カの自尊心の問題であり、「アメリカの理想」
（American Dream）への危機でもあった。さ
らに奴隷制度はアメリカを分裂させかねない
脅威となっていた。
　「『別れたる家は立つこと能わず』（マルコ
3章 25節）。半ば奴隷、半ば自由の状態で、
この国家が永く続くことはできないと私は信
じます。私は連邦が瓦解するのを期待しませ
ん――家が倒れるのを期待するものではあり
ません。私が期待するところは、この連邦が
分かれ争うことをやめることです」（1858年
6月 16日）。
　これは「分かれたる家は立つこと能わず」
演説（“House-Divided” Speech）として有名
である。後のゲティスバーグの名演説と並ん
で、リンカーンの生涯におけるに大演説とさ
れる。祖国の建国の精神が崩される危機に直
面して、リンカーンは、人類の希望を担って
生まれた民主主義が瓦解するのではないか、
と見たのである。この時期に、すでに彼は死
を覚悟していた。次のことばの中に。それを
見て取れる。
　「もしこれによって私が倒れなければなら
ないのなら、わたしを真理に結ばれたまま倒
れさせて下さい。――私をして正義を唱えつ
つ斃れさせてください」。（16）

　1860年にリンカーンが第 16代大統領に選
ばれたとき、ノースカロライナが連邦を離脱
した。続いて、ミシシッピ、フロリダ、アラ
バマ、ジョージア、ルイジアナ、テキサスが
離脱して、1861年にアメリカ南部連合を組
織した。さらに、ヴァージニア、テネシー、アー
カンソー、ノースカロライナも、これに続い
た。
　リンカーンは、奴隷制度の廃止を求めなが
ら、いかにして連邦の維持を保てないかを模
索していた。彼は政治的な妥協の道を模索し
てもいた。しかし南北戦争が勃発してしまっ



関東学院大学「キリスト教と文化」第 15 号（2016 年）

― 74 ―

た。これは同国民同士の残酷な戦争であった。
友人、兄弟、親、子があい分かれて戦った。
肉親同士のいがみ合い、殺し合いであった。
リンカーンは暴力を嫌っていたが、今や戦略
室の有能な指揮官にならなければならなかっ
た。南部連合軍は自分たちの家と家庭を守の
ために立ち上がり、北部連邦軍は自由と連邦
を守るために立ち上がった。
　1863年 11月に行われたゲティスバーグ演
説は、南北戦争戦死者を葬る国立墓地の開所
式に行われたものである。2分半の短いもの
であったが、英語で行われたもっとも有名な
演説とされる。アメリカの小学校の子どもた
ちも、これを暗誦するほどに知られている。
この演説こそ、アメリカの本質を表現すると
される。
　冒頭は次のようである。
　「87年前、われわれの父祖たちは、自由の
精神にはぐくまれ、すべての人は平等につく
られているという信条に献げられた、新しい
国家を、この大陸に打ち建てました。」
　「現在われわれは一大国内戦争のさなかに
あり…われわれはこの戦争の一大激戦の地で
相会しています。われわれはこの国家が永ら
えるようにと、ここでその生命を投げ出した
人々の、最後の安息の場所として、この戦場
の一部を献げるために来たのであります」。
　そして、彼は、戦争後、なお生きる者たち
に託された課題に注目させている。
　「われわれの前に残されている大事業に、
ここで身をささげるべきは、むしろわれわれ
自身であります。――それは、これらの名誉
の戦死者が最後の力を尽くして身命を捧げた
ことのために、これら戦死者の死をむだに終
らしめないように、われわれがここで堅く決
心するため、またこの国家をして、神のもと
に、新しく自由の誕生をなさしめるため、そ
して人民の、人民による、人民のための、政
治を地上から絶滅させないため、でありま
す」。（17）

　この最後の一節は特に有名である。高木八

尺によれば、「人民の政治」には二通りの解
釈があるという。ひとつは「（目的格である）
人民の上に行なわれる政治」、もうひとつは
「（主体である）人民の行う政治」である。帝
王や、少数者による政治ではなく、人民によ
る政治をリンカーンは目指したと高木は理解
する。それは確かに「人民」の政治的な成
熟に期待しなければならないという課題があ
る。これは今なお実現していないが、実現に
向かわなければならない。
　1862年９月 22日に、リンカーンは「奴隷
解放予備布告」を発表し、1863年 1月 1日
に「奴隷解放最後布告」を発表した。その発
効は 1865年 12月、憲法修正第 13条公布ま
で待たなければならなかった。しかし現実
は、アメリカ南部連合がリンカーンの布告を
受け入れていなかった。多くの黒人たちは農
場を逃れて、自分たちの兄弟・姉妹の解放の
ために、北軍に参加した。このため多数の戦
死者を出した。アメリカ南北戦争による死者
は 62万人以上、負傷者は 100万人以上と推
定される。1865年 4月 9日にリー将軍が降
伏して、戦争は終結した。リンカーンは、そ
の後 5日間生き伸びた。彼は狂信的な南部の
一人によって射殺されたのである。　
　リンカーン自身、この戦争で、何十万とい
う若者が戦死し、あるいは負傷したことに責
任を感じていた。この戦争は、長い間、奴隷
制度を容認したアメリカに対する、神からの
さばきではないか、とも彼は考えていた。同
時に、彼はこれからの和解の道を模索し、提
示しようとした。死の一ヶ月前に、第二次大
統領就任演説が行われた。その演説はそのよ
うな彼の訴えを示唆している。
　「われわれがひたすら望み、切に祈るとこ
ろは、この戦争という強大な笞〔天からの惨
禍〕が速やかに過ぎ去らんことであります。
しかし、もし神の意思が、奴隷の 250年にわ
たる報いられざる苦役によって蓄積されたす
べての富が絶滅されるまで、また笞によって
ながされた血の一滴一滴に対して、剣によっ
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て流される血の償いがなされるまで、この戦
争が続くことにあるならば、3000年前にい
われたごとく、今なお、〔われわれも〕『主の
さばきは真実にして、ことごとく正し』（旧
約聖書詩篇 19:9）といわなければなりませ
ん」。
　「なんびとに対しても悪意をいだかず、す
べての人に慈愛をもって、神がわれわれに示
したもう正義に堅くたち、われわれの着手し
た事業を完成するために、努力をいたそうで
はありませんか」。（18）

結　語

　首都ワシントンにある国会図書館には、旧
約聖書の預言者ミカの次の言葉が刻印されて
いる。
　≪主のあなたに求められることは、ただ公
義をおこない、いつくしみを愛し、へりくだっ
て、あなたの神と共に歩むことではないか≫
　「アメリカ史の中で―世界史の中で―アブ
ラハム・リンカーンほどに、この基準を完全
に満たした人物は見当たらない」（19）と言わ
れる。
　これはリンカーンの伝記を書いたジョン・
ウエスレー ･ヒルからの引用である。
　ドーソン・トロットマン夫人はリンカーン
の生涯を「イエス ･キリスト以来の、もっと
も偉大な生涯であった、と考える人たちもい
る」と記し、さらに彼女は、リンカーンが貧
困と労苦の極みの辺境開拓時代の中でも、多
くの困難と障害を乗り越えて、民主主義の確
立のためと奴隷解放のために、大きな貢献を
したことを、こう表現する。
　「名声を獲得するに至っても、人々のため
に仕えようと努め、しかも心の平静を保ち続
けたこのリンカーンほどに、今日においても、
比肩できる人物が見当たらない」。（20）

　有名な説教者、ビリー・グラハムとルース
夫人は、リンカーンが、モーセ、パウロ、ル
ターに並んで、歴史の中にそびえ、時代と国

を超えた、稀有な精神的な巨人であったとす
る。そして彼ほどに「同胞とその国の安寧」
を深く憂慮した人はいない、と記す。そのう
えで、リンカーンの第二次大統領就任演説は、
アメリカという国の存在に対する神のみここ
ろを告げる説教にも似ているという。
　「彼は正義に対する意識をしっかりと持っ
ていた。彼は、人間がだれも、他の人の主人や、
所有者になれるほど賢明でも、善良でもない
ことを十分知っていた。それゆえ、アメリカ
という国の一致が保持されること、そして、
奴隷が解放されなければならないという確信
を、自分の責任として引き受けた。しかもそ
れは素朴だが、恐るべき責任であった」。（21）

　伝記作家のヘンリーとダナ ･トーマスによ
れば、リンカーンはギリシア悲劇の主人公に
似ているとする。彼が企てたことすべてにお
いて、挫折した。そして成功したとしても、
その成功が、失敗したときよりも、過酷な苦
しい結果がもたらされた。妻とした女性は、
夫を幸せにするよりも、夫を有名な政治家に
することのみに、夢中であった。彼は商売を
始めたが、失敗に終わり、借金を抱えてしまっ
た。上院議員に立候補して、落選した経験も
ある。公有地管理局の役職を志願したが、拒
否されたこともある。副大統領候補に立候補
したが、落選した。大統領に当選しても、勝
利の喜びに浸ることはできなかった。和平を
求めたが、戦争に突入しなければならなかっ
た。愛情深い父親であったが、二人の子を夭
折させた。（22）その意味では、リンカーンは
悲しみの人であり、人々の悲しみがわかるよ
うに仕向けられた人であった。
　坂田祐は、このリンカーンの不屈の生涯に
「勇ましい高尚なる生涯」を見ていた。すで
に指摘したように、坂田はリンカーンと誕生
の月日が同じであった。それと共に、二人共
に辺境の僻地に生まれ、困窮の極みを経験し
た。二人ともに、さまざまな肉体労働をいと
わずに引き受けて、生き抜いた。生きて何者
かになるために、さまざまな仕事をし、それ
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らから学んでいる。二人は自分の大志を決し
て捨てなかった。貧しさのゆえに、初等教育
を十分受けることはできなかった。しかしそ
れに負けずに、リンカーンは自恃を確立し、
独学で、読み書き、幾何学、法律を学び、弁
護士の資格を獲得した。坂田も、貧しさのゆ
えに、十分な教育を受けることができず、一
般の若者より十数年遅れたが、日夜遅れを取
り戻すために励み、正規の学校を受験し、入
学を許され、最高の教育を受けることができ
た。その時期に、内村鑑三に出会い、深い感
化を受けた。坂田は内村の『後世への最大遺
物』から多くを学んだ。坂田の在学中の第一
高等学校の校長は新渡戸稲造であった。新渡
戸はリンカーンの紹介者であったことも、坂
田がリンカーンに親近感を持たせたのであろ
う。いずれにせよ、坂田はリンカーンの中に
「勇ましい高尚なる生涯」を見たこと、次に、
それを自分が責任を託された関東学院の教育
に具現しようとしたのである。
　内村鑑三の『後世への最大遺物』の中で、
内村は、イギリスの天文学者ハーシェル（John 
Frederick William Herschel, 1792-1891）のこと
を紹介している。（23）

　｢ハーシェルが 20歳ばかりの時、彼は友人
に語って『わが愛する友よ、我々が死ぬとき
には、我々が生まれた時より世の中を少しな
りとも善くして往かうではないか』と云う
た。実に美しい青年の希望ではありません
か。…我々もハーシェルと同じに、互いに皆
希望 Ambitionを遂げようではござりませぬ
か。…我々の生まれた時よりも、此の日本を
少しなりとも善くして逝きたいではありませ
んか」。
　坂田もこれに大いに共鳴したことであろ
う。そして彼の敬愛するリンカーンの中にそ
の最高の実例を見たのであった。

注記

（1）坂田祐『恩寵の生涯』85頁

（2）同上　113頁
（3）同上　114頁
（4）同上。
（5）同上　111頁
（6）同上　112頁
（7）同上　125頁 
（8）同上　86頁
（9）同上。 
（10）同上　55,56頁
（11）同上　87頁
（12）同上。
（13）高木 ･末延 ･宮沢編『人権宣言集』114頁
（14）同上　113-115頁
（15）G.F. Owen: Abraham Lincoln  The Man and His 

Faith, p.9.
（16）高木 ･斉藤訳『リンカーン演説集』200頁
（17）同上　178－ 179頁
（18）同上　186頁
（19）G.F. Owen: op.cit. p.v. 
（20）Ibid. p.viii.
（21）Ibid. p.ix. 
（22）Henry & Dana Lee Thomas: 50 Great Americans, 

p.175. 
（23）内村鑑三『後世への最大遺物』18頁
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要旨

　信仰を受け入れることを可能とするヒトの
生物的特性について、動物行動学、社会生物
学、脳科学等の知見から整理した。ヒトは他
の哺乳動物にみられるミラーニューロンに基
づいた共感能力をもつのみならず、ことばの
使用に必要な汎化や他者認識を行うことが可
能である。これらはヒトにおいて発達してい
る模倣能力と関連しており、模倣はシミュ
レーション思考の基盤となると考えられた。
また記憶の特性から、質感を伴う認識は、エ
ピソード性や情感を伴う包括的認識にあると
推察された。これらのヒトの認識特性の自然
な発展から、超越的存在を想起することが可
能となり、そのことが信仰を受け入れる基盤
になっているものと考察した。最後に、現代
の科学観を踏まえた信仰に対する論説につい
て考察した。

キーワード

ヒト、社会生物学、利他行動、ミラーニュー
ロン、純粋経験

目次

1．はじめに
2．進化と利他行動
3．自律性の高い個体の協調的行動の問題
4．サルやヒトの共感能力
5．ことばの発生
6．エピソード記憶
7．ヒトの自他認識
8．超越的存在の認識
9．科学と信仰
10．おわりに

１．はじめに

　本論は、人間社会が信仰を必要としてきた
理由を、ヒトの生物的特性から整理すること
を企図したものである。神の存在を問うもの
ではない。信仰一般を受け入れてきた基盤を
問うことを目的としている。
　人類の歴史の中において、神や神に類する
現実世界を超越する存在に対する信仰はほと
んど全ての社会に存在してきた（1）。しかし、
神を直接的に知る者は比較的少数であり、多
くの者は神を説く者を通して神を知り、信じ
る。そこには、直接的に知ることがなくとも

ヒトの生物的特性と信仰

武 田 俊 哉
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 Toshiya Takeda
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神が存在することを妥当なこととして受け入
れる心理が介在している必要があると考えら
れる。特定の宗教への信仰については、後天
的に教育によって育まれているだろう。しか
し、教育によって信仰が育まれるためには、
広く神や神のようなものへの信仰を受け入れ
る基盤が必要であり、それは人間の生物的特
性に関係していると考えられる。
　人類史における信仰の一つの役割は、社会
をまとめる一つの原理として捉えられる。こ
れは信仰の社会的機能を示すものであり、社
会の中で宗教が受け入れられていく理由を説
明する。しかし、個々人がそれを受け入れる
理由を示すものではない。社会をまとめる機
能をもつためには、構成員がその存在を妥当
なものと認定する前提がなくてはならない。
それは、権威付けと伝統の相互補完によって
形成されるものであるのかも知れない。それ
でもやはり、権威付けとして機能するために
は、まずその権威を認め始めるための妥当性
が存在しなくてはならないだろう。
　それは「畏れ」かも知れない。しかし、な
ぜ「神」に対する畏れとなるのか。例えば親
に対する畏れが拡張されて、部族長や神に対
する畏れに育つことは想像に難くない。しか
し、そこには拡張される機構や必然性が説明
できなくてはならないだろう。
　信仰はヒトと超越的存在（聖なるもの）と
の関係において生じるものであるので、生物
の他の存在との関係の在り方から考察を進め
る。

２．進化と利他行動

　現在ある生物の特性は、進化の結果として
獲得され、定着してきたものである。少なく
とも現代科学においては、そう考えることが
正論であるとされている。生物の進化は突然
変異に始まる。そして、環境に適応した変異、
もしくは環境から排除されなかった変異がそ
の生物種の中で定着していく。定着するとい

うことは、その変異をもった生物が種として
の繁殖に成功することであり、同種の生物の
もつ遺伝子群（遺伝子プール）が環境に定着
することである。
　それは生物集団としての定着であり、時と
して特定個体が自己犠牲的な行動をとった
としても矛盾するものではない。エドワー
ド .O.ウィルソンは、『人間の本性について』
の中で、利他行動が生物にとって特殊なもの
ではないことを示した。リチャード・ドー
キンスの『利己的な遺伝子』も、生物の繁殖
および進化は、あたかも自己の増殖を目的
とする「遺伝子」が、生物個体を乗り物のよ
うに利用しているように見ることができると
述べたものであり、個々の生物が利己的であ
ることを述べたものではない。その生物種の
DNA、遺伝子が地球上に残ることに繋がる
のであれば、個体が自己を犠牲にして利他的
行動（2）をとることは可能な選択肢として支
持される。
　ウィルソンは昆虫の生態を専門としていた
こともあり、彼の社会生物学は昆虫の社会性
を多く扱っている。それだけに、昆虫の生態
をヒトにまで敷衍したことには批判もあっ
た。確かに昆虫と哺乳類の社会性には大きな
違いはある。しかし、生物にとっての社会性
を考えるうえで共通の要素はあると考えられ
る。例えば協調的行動が種の維持に有益であ
る可能性は、一般的なシステム論として考慮
できることであり、協調行動の一部としての
利他的行動の意義についても同様であると考
えられる。
　進化における自然選択は、あたかも環境に
よって進化が制御されるかのような結果を示
す。そのことは、異なる地域で類似の生態的
地位（ニッチ）をもつ生物が進化する生態的
同位種の存在によって裏付けられる。社会性
や利他行動も生物システムとしての利点をも
つものであれば、異なる生物種で採用される
可能性がある。ウィルソンは、「真社会性」（3）

を示すアリやシロアリは全昆虫 100万種のう
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ちの 2万種に満たない存在であるが、その存
在量（重量）は全昆虫の半分以上を占めてい
ることを示し、「真社会性」は進化上で有利
なものとして選択されてきたシステムである
と指摘している（ウィルソン、2016: p.16）。
　生物進化についてのこれらの知見は、個体
や親子関係を超えた社会性を生み出す生物的
特性が、進化の過程において選択され得る妥
当性をもつことを示している。

３．自律性の高い個体の協調的行動
の問題

　社会性昆虫とヒトなど哺乳類の大きな違い
は、自律性の高さにあると考えられる。脊椎
動物では脳が発達し、各個体における環境情
報の処理能力が向上している。自律的である
ことは、集団の一部に欠落があった場合でも
種を存続することができるため、種の保存シ
ステムとしての優位性が高い。
　個体の自律性を有する生物種にとって、自
己の保身に関する能力は進化の選択圧の中で
選びとられるべきものであると考えられる。
個体ごとに縄張りをもち他の個体の侵入を攻
撃的に拒絶することは、個体にとっての資源
の確保とその生物種にとっての生育域の拡大
のうえで有益となる。しかし、自律性の高い
生物にとって、他者との協調行動は時として
葛藤を生じさせるものとなると考えられる。
　動物行動学について多くの事例を報告して
いる K.ローレンツは『攻撃』の中で、ハイ
イロガンの求愛ダンスを解説している（ロー
レンツ、1970: p.261）。ここには踊っている
ように見える鳥の求愛行動は、攻撃行動がも
とになっていることが示されている。相手を
求める欲求と自分の縄張りから相手を排除し
たい欲求の葛藤が、ダンスのような行動を形
成している。自律的個体としての保身と社会
的存在としての利他行動を同時にもつことに
なると、その生物は時としてこの求愛ダンス
に似た葛藤に直面することになるだろう。両

者を共存させるには、その葛藤を止揚する仕
組みが必要になる。
　自律性の程度が低く、外部要素による制御
を強く受ける生物の場合は、その解決は容易
である。アリにおいては、個々の個体が縄張
りを主張することなく、女王アリを中心とし
た統制のもとに社会が構成されている。同じ
社会性の仕組みをヒトの社会に適用すること
はできない。自律性の高い個体であるヒトに
おいては、個々の感情や思考に沿った行動の
結果として社会性が生まれる仕組みが必要に
なると考えられる。

４．サルやヒトの共感能力

　ヒトを含めた哺乳類における他者への共感
能力について、脳科学分野での実験的研究成
果が 1990年代に報告された。他者の行為を
目にしたとき、自分で同じ行為をしたときに
活性化する脳の運動野が活性化することが見
出された。他者の行為を自分の行為としてな
ぞるようなこの脳細胞の働きはミラーニュー
ロン（鏡神経）と名付けられた（リゾラッティ、
2009: p.96）。
　ミラーニューロンは共感と協調行動の基盤
であると考えられた。様々な哺乳類で共感的
行動が報告されている。例えば、ネコやイヌ
などのペットも家族の動揺を気遣うような行
動を示すことが指摘されている。また、チン
パンジーなどの類人猿では、「慰め」行動が
はっきりと認められると報告している。けん
かに負けた仲間を抱いたり、グルーミングし
たりするなどの行動が観察されているという
（ドゥ・ヴァール、2005: p.226）。これらは、
ミラーニューロンが関与する行動であると考
えられる。このような共感能力が自律性と利
他行動の葛藤を止揚し、社会性を形成する基
盤になっている可能性が考えられる。
　チンパンジー等の類人猿の社会について
は、ヒトの社会のモデルとしての関心もあり、
多くの報告がある。ヒトが他の類人猿との共
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通祖先から分岐したのは約 700万年前であ
る。生物 38億年の歴史からは 0.2％程度の近
い過去の出来事である。類人猿であるチンパ
ンジーとヒトとは DNAでは 2%未満の違い
しかない。ただし、チンパンジーの社会は親
子関係を中心とした親族的な群れであり、そ
の規模は 100個体程度である。この規模はよ
り古いタイプのサルであるニホンザルなどと
同程度である（4）。ヒトにおける近縁関係を
超えた社会性とは、構成においても規模にお
いても違いがある。
　類人猿とヒトの顕著な違いの一つは脳の
サイズにある。チンパンジーの脳は約 400g、
ゴリラやオランウータンもほぼ同じサイズ
であるが、ヒトでは 1300gに至る（濱田、
2007: p.34）。脳の大型化は比較的簡単に達成
されることが報告されている。脳の生長が止
まるタイミングが少しずれることで、サイズ
は容易に変化することが示されている。この
説では、大脳新皮質の発生過程の第一段階と
される期間がマカク（5）では胎生齢 40日まで
であるのに対して、ヒトでは 43日まで続く
ことに着目している。この 3日の差が脳の
大型化に影響していると考えている（Rakic, 
1995: pp.383-388）。もし仮に全ての脳の細胞
の分裂が一回だけ多く進めば脳のサイズは倍
になる。脳のサイズ単独では、ゾウやイルカ
も大きいので単純比較できない部分もある
が、同じ類人猿の系列でのこのサイズの違い
には意味があると思われる。
　脳の発展と集団規模に見られる社会性の拡
大には、関連があるだろう。ヒトの脳の機能
として特にことば（6）の使用が大きな役割を
担っていると考えられる。

５．ことばの発生

　ことばの使用は、サルとヒトとを分ける大
きな要素である。チンパンジーにおいても、
ある程度の単語を覚えることができることが
報告されている。しかし、それ以上のこと、

文法を持つことなどはできない（池谷 2007：
p.165）。また、チンパンジーは与えられた単
語を覚えることはあっても、自ら単語を生成
して使用することはない。つまりは、それら
の能力の点でヒトは他の類人猿と異なる特性
を持っているといえる。
　ただし、ことばの起源は、テナガザルに見
られる呼び合い（歌い合い）のようなものに
あるのではないかと指摘されている（正高、
2006: p.56）。類人猿であるテナガザルは、一
連の歌い合いのような音声コミュニケーショ
ンを行っている。種ごとに同じタイプのフ
レーズをペアがデュエットで歌い、縄張りの
宣言などの機能を果たしている。
　ヒトの乳幼児におけることばの獲得過程を
みると、まず喃語と言われる未発達なことば
を使用する段階から始まる。この段階では意
味を示すよりも聞き手との状況の共有の役割
をもつとみられている。その段階から、聞
き手と喃語を交換し合うような同調的行動
を経て、即時的模倣、遅延模倣へと進展し、
ことばが獲得されると言われている（野村、
1980: p.93）。
　喃語交換までの乳幼児の発話やテナガザル
の歌い合いは、一連の「状況」を共有するた
めのものとして理解できる。そこからことば
への発展するためには、状況を構成する要素
を分節化して認識することが必要になる。「リ
ンゴ」というものを「食べる」状況をことば
として発するには、「リンゴ」や「食べる」
という概念を認識する必要があると考えられ
る。
　認識された状況から一般的な概念を抽出す
るプロセスは「汎化」と呼ばれる（7）（池谷、
2007: p.105）。このプロセスは、そこに観察
された事象に対する記憶を一旦保留して、そ
れまでに得られた記憶と照らし合わせていく
ことで生じる。
　汎化のプロセスは、乳幼児のことばの獲得
過程を参照すると、まずは模倣の中で進行し
ていると考えられる。対面者との応答の中で、
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そのことばを発することで望まれる状況が再
現されることで、模倣により発せられた音声
が指し示す概念が定着し、やがて時間差を
もってそのことばを活用できるようになる。
例えば、親が使う「まんま」ということばを
模倣することによって食事が与えられる状況
が再現されることで「まんま」という発話が
定着し、自発的に活用できるようになるのだ
ろう。
　概念は先行して存在するわけではなく、状
況の記憶から汎用性の高い内容が概念として
独立していくと考えられる。異なる状況やエ
ピソードの中に見出される表象を同じものと
して認識することで、その表象が一つの概念
として成長するものと考えられる。脳は同種
の刺激が繰り返されることによって、それに
反応して関連するニューロンの発火の連携が
強化される特性をもつ（8）。脳の学習機構を
模擬的に構成した人工知能もそのような原理
により学習を進めている。
　チンパンジーやサルは模倣が苦手であるこ
とが報告されている（9）（正高、2006: p.190、
明和、2007: pp.9-13）。チンパンジーでは生
後しばらくの間には模倣行為がみられると報
告されているが、ヒトと比べてその程度は極
めて低い。ミラーニューロンは、観察してい
る現象を自分が行う行為になぞって認識する
回路である。自分の経験した記憶がない行為
を想像することとは別のこととなる。一方の
模倣という行為は、それまでの自分の経験し
ていなかった行為を観察対象に見出した後、
自分の行為として追体験することであるとい
える。この追体験により「自分が経験した」
行為が新たに獲得され、その積み重ねにより
ミラーニューロンを通じて共感することがで
きる行為が飛躍的に増加するものと考えられ
る。
　模倣は、観察された記憶に基づいて、その
行為の帰結を想像して自ら行為してみること
であると考えられる。そのように捉えるとき、
ヒトにおいて模倣を可能としているのは、想

像、シミュレーション（模擬）を行う能力で
あると考えられる。ヒトは脳の中で生物にせ
よ非生物にせよ他者の行為を想像することが
できる。このような模擬（シミュレーション）
の能力（10）は生物個体の生存において、重要
な能力である。今現在の状況から結果を予測
し、予測に合わせて行動を制御することがで
きるようになる。制御理論でフィード・フォ
ワードを言われるタイプの制御である。これ
に対してフィード・バック制御は今現在の状
況に合わせてもととなる要因を調整する動作
であり、将来予測を伴わない。
　この模倣・模擬の能力がヒトにおけること
ばの獲得の基盤になっていると、考えられる。

６．エピソード記憶

　記憶には自らの行為としての手続き記憶
と、概念につながる陳述記憶があるとされ
る（11）。ことばの使用は陳述記憶に依ってい
る。陳述記憶はエピソード記憶と意味記憶に
分けられる。両者の関係は未確定なところが
多いようであるが、エピソード記憶から意味
記憶が生成すると考えられることが多い（12）。
　エピソード記憶とは、カーターの表現を
借りれば、「過去の個人的な経験を物語る
『映画のような』記憶」を指す（カーター、

2012: p.263）。その記憶は，事象の記憶であり、
時間や場所、そのときの心の状態も含まれる
包括的な記憶である。
　観察・体験された事象はエピソードや状況
として包括的にまず捉えられる。前節でみた
ようにことばの獲得過程においても、おそら
くはそのことばを発した状況がまずは包括的
に捉えられ、模倣を通じて想起（13）を繰り返
す中で、表象（14）や概念が抽出され独立して
いくものと考えられる。
　エピソード記憶という包括的な記憶の中
に、記憶されたエピソードや状況の中で感じ
た感覚や感情が埋め込まれる。その感覚や感
情によって記憶に質感、脳科学でいわれるク
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オリア（15）与えられるのではないだろうか。
質感をもつということは、現実感（リアリ
ティ）をもつことに繋がるものと思われる。
したがって、リアリティはこの感覚や感情を
伴う包括的な記憶の中に生じるものと思われ
る。
　汎化によって表象や概念を生成するとき、
感情を誘起する情感が切り離されていくもの
と考えられる。表象や概念の形成によってこ
とばは獲得されると考えられるが、表象や概
念をリアリティをもって想起しようとすると
き、その形成とは逆に個人的経験の参照が行
われ、関連する記憶が集められ、エピソード
や状況の再構成が進められるのではないだろ
うか。
　ある表象や概念を想起するときに付随して
想起される状況や感情の記憶をエピソード構
成的要素とし、それらの要素が追加された状
態を、想起された表象や概念のエピソード性
として、以下の考察を進める。

７．ヒトの自他認識

　意識的にことばを使用するためには、例え
ば「リンゴ」を「食べる」というような発話を、
同じ意味に理解する他者が想定される必要が
あるはずである。何かのことばを発したとき
に応じる存在が、自分の外に、しかし自分と
同じように行動、思考する者として存在する
ことを認識する必要があると思われる。こと
ばを使用するためには、聞き手を聞き手とし
て、話者である自分を自分として認識する必
要がある。つまりは、自他の認識が前提とし
て生じていなければならないだろう。
　対象がモノであれ対面者となりうるヒトで
あれ、自他の認識がなく、特に 1対１の関係
の中では、歌い合いのような「状況の共有」
で十分であるかと思われる。対話の中で指し
示される存在などの第三者が介入してくると
き、その第三者との関係の差異から初めて「他
者」と「自己」の分離の必要性が生じるもの

と考えられる。他者の認識は、概念の形成と
同様に状況の中から表象を切り分けることか
ら生じるものであると考えられる。切り分け
ること、つまり分節化はことばの成立に不可
欠な要素である。例えば、乳幼児のことばの
獲得過程において想定される「やさしさ（情
感）を感じさせる映像やにおい、音や感触な
どが混然となった状況」から「ママ」への変
化の過程に、表象の切り分けが想定される。
他者の表象の切り分けは、他者に向けられた
汎化のプロセスの結果として捉えられる。
　他者に心があることを認識して推測する働
きは、「心の理論」と呼ばれて研究が進めら
れているが、どのような機構で作動している
のかなど、未だ解明されていない。坂井は、
既往の研究を参照して、「心の理論」は前頭
葉内側の働きであると推定している（坂井、
2008: p.159、Adpolphs、2003: pp.165-178）。
この領域は過去の情景に自己を投影すること
に関わっている領域であることが指摘されて
いる。他者を独立した存在として認識するた
めには、他者の行為や心情を模擬（シミュレー
ト）することが必要であると思われる。
　「心の理論」がヒト以外にも作動している
のかは見解が分かれているところである。
ドゥ・ヴァールはチンパンジーでも同様の能
力をもっていると推察される多くの観察結果
が得られていると報告している（ドゥ・ヴァー
ル、2005: p.232）。そこに観察されている内
容が、ミラーニューロンの機能で説明できる
ことであるのか、「心の理論」が必要である
のかは、今後の検討が必要であるだろう。
　自己と他者のうち、まず認識されるのは観
察可能な他者であるはずである。他者の表象
を脳内にもち、表象された他者の視線を模擬
しながら想起した先に自分を映し出すこと
で、ヒトは自己を発見することができるもの
と思われる。ここに自意識が生じる。そのよ
うに考えることができるならば、自己は（意
識的にせよ，無意識的にせよ）想定された他
者の視線の中に生じることとなる。そのよう
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な他者の認識および他者の視線からの自己の
認識によって、自己の中に他者や自己の表象
が生じるものと考えられる。
　ここで生じる他者や自己の認識は、やはり
他の表象や概念と同様に、まず包括的な状況
として、エピソード記憶として捉えられるも
のと考えられる。そして記憶された他者や自
己の表象が想起されるとき、前節でエピソー
ド構成的要素とした他者や自己に関係する
様々な要素が関係づけられることで、その表
象にリアリティが生じるのではないかと考え
られる。
　特に他者や自己の表象を想起するとき、他
のモノやコトについての概念より以上に、多
くのエピソード構成的要素を伴ったエピソー
ド性が強い表象となるものと考えられる。他
者や自己については、外観以上に自分との関
わりが重要性をもつため、その存在への感情
を抜き取った表象は成立しにくいものと考え
られる。
　
８．超越的存在の認識

　ここまで見てきたように、ヒトは他の哺乳
動物と同様にミラーニューロンに基づいた共
感能力をもつのみならず、ことばの使用に必
要な汎化、自他認識を行うことができる。こ
の汎化や自他認識を可能とする大きな飛躍
は、模倣能力の発達にあるとみられた。
　模倣の過程では、観察され記憶されたエピ
ソードや状況が想起されるだろう。想起によ
り自発的に記憶内容が脳内で反復されること
で、記憶が強化され表象や概念の形成が促さ
れる。脳が少しばかり成長を続けたことで飛
躍的に大きくなったように、記憶を一旦保留
して反復するという僅かな進歩がヒトの世界
認識を飛躍的に拡大させたとみることができ
る。
　他者認識も、他者の行為、感情、思考を模
倣・模擬しつつ想起することで進行するもの
と考えられる。そうであればこそ、他者の視

線に写るものとしての自己を発見することが
できるのだろう。他者の視線を自己の中にも
つこと、このことが、3節文末で課題として
提起した自律的でありながら協調的な行動を
とることができる仕組みであるものと考えら
れる。
　そこで見られる「他者」は，当初は親や兄
弟姉妹，友人という具体的な存在であろう。
しかし、ヒトは脳内で模擬（シミュレート）
する能力をもつため、今ここにいない誰かを
思い描くことができる。さらには、未だ会っ
たことがない誰かを想像できることに繋がる
ものと考えられる。今会うことができなくて
も、どこかにいる誰かの行為の結果として、
現在の存在があることを想像することが可能
となるだろう。これにより超越的な存在の認
識について考察する準備は整ったように思
う。
　ヒトがそのような存在に気づく契機は、
様々に考えられる。例えば親しい関係にある
他者を喪失したとき。あるいは天災に見舞わ
れたとき。逆に望外の幸運に出会ったとき。
また、罪の意識にさいなまれたとき、得難い
ものを心から望むときなど様々な個人的出来
事を契機として、ヒトは超越者の存在を想起
しているように思われる。
　そのとき想起される存在は、これまで見て
きたヒトの認識特性から以下の 3種の存在を
想定できる。

1）世界を動かす者
　一般的なモノやコトの概念が成立していく
過程は、まず対面している相手との間で指示
されるモノやコトの表象から始まるものと考
えられる。そこからの展開として、今ここに
あるモノやコトはどこかの誰かの存在や行
為の結果としてあると考えるようになるこ
とは、自然な発想であると思われる。モノや
コトの認識の汎化において、因果律の利用は
重要な手法の一つであると考えられる。汎化
は抽象化の過程であるが、そこに観察された
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状況やエピソードとは別の、因果律などで連
携された状況やエピソードに再配置される過
程を通じて、観察された状況やエピソードか
ら切り分けられていくことがあると考えられ
る。そのように考えられるならば、モノやコ
トを認識し想起するとき、誰かの存在や行為
と因果律によって結び付けられることは想定
できることと思われる。
　モノやコトを誰かの存在や行為との関係の
中で想起することで、モノやコトはエピソー
ド構成的要素を伴った包括的な状況やエピ
ソードの中に配置され、直接に観察されるこ
とによるのとは別のリアリティのある質感が
与えられるものと考えられる。そこでの原因
となる存在者や行為者として想定される未知
の存在が、超越的存在の一つ目の候補である
と考えられる。
　そのような認識が特に有効であるのは、現
実の因果の連関が決して単純なものではない
場合であると思われる。このような認識を用
いない場合、世界は時として非常に複雑かつ
理不尽に見えてしまうだろう。個人の生活を
取り巻く現象は、個々には単純であっても、
多くの要素が関連した複雑系（16）を構成して
いる。それらを論理的連関として捉えること
は時として困難であり、しかも論理的説明は
質感を伴う認識とはなりにくいと思われる。
自分を取り巻く状況を因果律で結ばれたエピ
ソードとして理解することは、リアリティを
もって総体を認識する手段となりうる。

2）創造者
　前項と同様、今ある状況の理解において因
果的連関を想起するのは、ヒトとして自然な
発想であると思われる。原因推定が連鎖的に
進行すれば、やがて究極原因への想起に繋が
るだろう。その想起に伴って、世界のモノや
コトのすべてが創造者の行為の結果として、
世界全体の成り立ちのもとに整理されるもの
と考えられる。また、整理されたエピソード
を想起することで、世界の総体をリアリティ

をもった一体として認識することができるよ
うになると考えられる。

3）観察者・同伴者
　ヒトは他者の視線の中に自己を観察すると
上に述べた。その視線の中に自己を発見する
におよび、個別の視線から独立して自らが自
分を見る過程が進行していくものと思われ
る。ここでは自己の発見と逆のプロセスが進
行していくのではないだろうか。他者の視線
の先に自己を発見したように、自己を見る視
線のもとに何者かの存在が発見されることが
考えられる。
　自己を知るということは、自己の不完全な
ることを知ることに繋がるだろう。特に先に
述べたような契機に接したとき、ヒトは自己
の非力を知る。不完全なものとして自己を見
る視線の主体として、あるべき自己、自己よ
り完全体に近い存在を知るのではないだろう
か。そのような視線を知るとき、たとえ自己
は非力であったとしてもより完全に近いもの
が自己に同伴していると感じることができる
ように思われる。完全なるものをリアリティ
をもった他者として認識するとき、今、世界
に寄り添う完全な一者が表象として認識され
ることが考えられる。

　このように、自分をとりまくモノやコトの
概念や自己や他者の表象を内省的に想起する
ことにより、ヒトは世界を動かし、創造し、
世界に寄り添う「存在」を見出すことができ
るものと考えられる。それとともに自己の内
で表象を想起することは、それらの存在を自
己と調和したものとして認識することができ
るのではないだろうか。
　はじめに述べたように、本稿はそれらの存
在の実体を問うものではない。それらの存在
を受け入れることのできるヒトの特性につい
て考察するものであった。調査による裏付け
が不足している点は多々あるものの、ここま
での検討により大筋は整理することができた
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と考えられる。

９．科学と信仰

　本論考を終える前に、超越的存在を認識す
ることの現代的な意味を問わなくてはならな
い。ここまでの論考は、ヒトにとって信仰を
もつことは生物的妥当性をもつことで「あっ
た」ことを示すものである。その論考を受け
て、これらは歴史的現象であり今やその役割
を終えたと結ぶことも可能性としてはある。
進化生物学者であるリチャード・ドーキンス
が著した『神は妄想である』などはそれに類
するものであると捉えられる。
　そのような論考、現代の視点や科学の進歩
を伴う信仰への懐疑は、主に信仰に付随して
存在する神話の非現実性、儀礼の無根拠性に
向けられることが多い。これらは、前節にあ
げた超越者認識におけるエピソード構成的要
素に対応すると考えられる。
　脳内では状況やエピソードの認識が本来の
認識の機構であると考えられる。ヒトが認識
したモノやコトを想起するとき、既にもつ概
念から組み立てられるエピソードとして想起
することで、認識は質感やリアリティをもつ
と考えられる。その場合、付随するエピソー
ド構成的要素は既知の表象や概念に依存する
ため歴史性をもつ。エピソード構成的要素に
みられる諸概念が現代の知識に照らして現実
的ではないとすることは、信仰という営為の
本質的な否定につながるものではないと思わ
れる。
　信仰という営為を本質において否定するこ
とができるかと問うためには、これらを別の
営為で代替することが可能かということが、
問われなくてはならないように思う。20世
紀初頭にウィリアム・ジェイムズの『宗教的
経験の諸相』や西田幾多郎の『善の研究』で
検討されたことは、そのような信仰という営
為についての考察であったとみることができ
るのではないだろうか。

　それでは、現実には目にすることができな
い超越的な存在を想起することによって、そ
の認識においてエピソードの構造を利用する
ことによって何が得られていたのか。それは
前節で示したように、総体としての世界の包
括的かつリアリティをもった認識、そして自
己に対峙するあるべき他者のリアリティを
もった認識であると考えられる。
　ジェイムズは個々特定の宗教を「過剰信
仰」（17）として、宗教体験一般についての考
察を行っている。彼は「過剰信仰はしばらく
措いて、一般的、共通的なものだけに限って
みると、意識的人格は救いの経験をもたらし
てくれるより広大な自己と連続している、と
いう事実こそ、宗教的経験に関するかぎり、
文字どおり客観的に真であると私に思われる
宗教的経験の積極的内容をなすものである。」
と述べている。「より広大な自己」との連続は、
西田の「直接経験」に通じるものであり、本
稿で見たところの超越的存在のリアリティを
もった調和的な認識に対応するように考えら
れる。
　包括的な事象をそれを統括するものの視点
で総覧することで、個々別々の連関を超える
調和的認識が得られるものと考えられる。こ
のような認識は、分析と再構成によっては得
ることは困難であると思われる。総体的存在
を想起することは、そのような包括的かつ調
和的な認識を可能にするものと考えられる。

10．おわりに

　ここまで考察してきたように、感情を伴っ
て想起することができるリアリティをもった
行為者として総体的存在を想起することに
よって、自律性と協調性が調和されるものと
考えられる。それゆえに超越的存在を認識す
る信仰は、社会的機能をもち、ヒトの社会に
定着してきたものとみることができる。
　しかしそれゆえに、信仰が強い社会的承
認、自己肯定機能をもつがゆえに、強すぎる
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集団求心力を示すに至る危険性を常に内包し
ていると見ることができる。時の為政者が意
図的にその機能を利用してきたことは、現代
を含めた歴史の示すところである。信仰の対
象が現実の存在に重ね合わされる時、思考が
その自己の外部の存在に委ねられ、独自の思
考は停止してしまう危険性があるように思わ
れる。
　内省から生じたはずの信仰によって、思考
停止に陥ること、前節に述べたドーキンスが
問題視しているのはその点であるように思わ
れる。科学は、得られた知見である以前に、
継続的な思考の営みであると捉えられる。継
続的であるということは、常に不完全性に直
面し、常に反駁を受けることを想定の内にお
いている。停止した思考が異質なものに対す
る理解を拒絶する姿勢とは、その点において
対立することになると考えられる。
　しかし、その批判によっては信仰への潜在
的欲求までを消去することはできないだろ
う。ここに見てきたように、信仰はヒトの世
界認識において自然な営為であると考えられ
る。信仰をもつ側も、それを批判する側も、
信仰の本来的価値を真摯に探索しつつ、対話
を続ける態度こそが必要なことであろうと考
えられる。

註

（1）エリアーデは、「最古の考古学的指標はフランコ・
カンタブリアの洞窟画（前 3万年頃）にまでさ
かのぼるに過ぎない。」としながらも、埋葬等
に関する知見から中期旧石器時代にも宗教的行
動がみられることを示唆している（エリアーデ、
2000: p.28）。

（2）種の DNAの維持に繋がる行動を選択することは
種の存続に繋がることから、進化の過程でその
ような行動をとる形質が残ることは合理的であ
る。DNAの維持の目的から、利他行動の対象は
近親者が優先されることが妥当であり、ほとん
どの動物における事例はその範囲にある。

（3）「真社会性」とウィルソンが指摘するのは親子関
係を超えた社会性をもつことであり、霊長類で
はヒトのみがそれを持ち得たとしている（ウィ

ルソン、2016: p.17）。
（4）この集団規模の違いは、利他行動の及ぶ範囲が

血縁的に近縁な範囲に限定されていることに対
応するように考えられる。ただし、チンパンジー
においても近縁を超えた利他行動がないといえ
るかについては、検討が必要である。

（5）オナガザル科マカク属のサルの総称。マカク属
はニホンザルを含む真猿類の代表的な存在であ
る。真猿類は原猿類より類人猿に近縁のサルで
ある。

（6）本稿では、意味を伴う情報を個体間で交換する
音声手段一般を「ことば」として考察する。

（7）池谷は汎化は言葉によって生じるとしている（池
谷、2007: p.196）が、因果関係においてどちら
が原因となっているかについては検討を要する。
相互に関連し、強め合う関係にあると考えられ
る。

（8）神経繊維（ニューロン）の活動電位が生じるこ
とが発火と呼ばれている。活動電位の伝播によっ
て神経繊維を信号が伝わり、隣接する神経繊維
との接合部のシナプスにて神経伝達物質が放出
されることで信号が伝えられる。この伝達によ
り隣接神経細胞の発火が生じると、その神経細
胞同士の結合が強くなること（ヘブ則と言われ
る）が知られている。

（9）ニホンザルにおいて芋を海水で洗うという行動
が群れの中に伝播する行動が知られており、模
倣による文化の伝播のように説明されることも
ある。しかしながら、一見、模倣に見えるこの
過程においても観察者が直接に同じ行動を模倣
するわけではないことが示されている（濱田、
2007: p.110 、正高、2006: p.190）。

（10）模擬と模倣はいずれも何かと「まねること」と
して類義語として扱われる。ただし置き換える
ことのできない用例上の区別はある。辞書（デ
ジタル大辞泉）では、模倣は「他のものをまね
ること。似せること。」と示されているのに対
して、模擬は「本物や実際と同じようにするこ
と。」と示されている。模倣は達成される結果
が対象物と類似となるような行為であるのに対
して、模擬はまねる対象とは異なることを既知
のものとして、手法や原理をまねて行う行為を
指す場合に用いられる。特に、模擬が「シミュ
レーション」の訳語として用いられる場面では、
模倣には代替することはできない。

（11）富永（富永、2006: p.168）は、手続き記憶を「い
わゆる『体で覚える記憶』」、陳述記憶を『頭
で覚える記憶』と説明している。前者は自転車
の乗り方などに代表されるものであり、後者は
言葉や図などにして示すことができるものを指
す。脳内での対応する領域も異なっていること
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が解明されている。
（12）カーター（カーター、2012: p.261）によれば、「そ

れ（意味記憶）は『知っている』ことの集積で
あって、対象との個人的なつながりは関係ない。
この種の記憶はかならず、個人的な記憶を含ん
だもっと大きな記憶の一部として定着する。（中
略）最初は、それを知ったときの状況もあわせ
て記憶されていたはずなのだが、長い間に個人
的な内容は抜け落ちて、そっけないが役に立つ
事実だけが残ったのである。」としている。

（13）記憶が引き出される過程を想起という。
（14）外的な対象なしに再現される、モノやコトの心

理的な像（イメージ）やそれが形成されること
を表象という。概念と同様に事象から独立した
ものであるが、概念とは区別されている。

（15）クオリア（qualia）は「感覚質」や「質感」と
訳出される。池谷（池谷、2007: p.149）は「覚
醒感覚」と説明している。茂木（茂木、2006: p.299 
）は、「『赤い色の質感』（中略）など感覚を特
徴づける様々なユニークで鮮明な質感を指す。」
としている。

（16）複雑系（complex system）とは、複数の要素が
複雑に相互に関連しながら形成されるシステム
を指す。特に系（システム）としてもつ機能が、
個々の要素の機能の組み合わせから単純には導
かれない現象を対象として、複雑系科学の研究
が進められている。

（17）「過剰」という表現を用いているが、これはよ
り一般的宗教に対比するための表現であり、「一
個の人間に関してもっとも興味深く、貴重なも
のは、普通、その人間の過剰信仰なのである。」
と述べている（ジェイムズ、1970: p.381）。
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研究プロジェクト報告

１．研究グループの紹介

　本研究グループは 17世紀イングランドに
誕生したバプテスト教会が、近代市民社会に
おいてなした様々な歴史的・社会的貢献を明
らかにすべく、2004年度より幅広くその活
動を継続してきた。およそ２年毎に出版活動
を行い、今に至った。
　『バプテストの歴史的貢献』2007年度
　 『バプテストの宣教と社会的貢献』2009年度
　 『見えてくる　バプテストの歴史』2011年度
　 『バプテストの教育と社会的貢献』2014年度
である。これらは研究員の研究のごく一部に
過ぎないが、他は所報、個人的書籍として
も発表されている。
　2016年度、本グループは久しぶりにプロ
ジェクトに推挙されたため、今回新しいスタ
イルの論集発行計画を立てた。単行本発行は
経費もかさむため、よりハンディな冊子体の
論集に出版活動方針を転換させたこととな
る。今後、こうした企画がしっかりと定着し
ていくことを願っている。

２．活動報告

1）構成員

研究プロジェクト構成メンバーは以下の通
り。
代表：村椿真理　所員：内藤幹子
研究員：小玉敏子、金丸英子、原真由美、
古谷圭一、森克子

2）年内活動報告
第 1回定例会　5月 25日（木）15～ 16時半
フォーサイト 21　会議室
出席 4名。
議事、新年度プロジェクト協議
　　　 ジャーナル形式の論文集刊行の企画

を確認
　　　 全学大学出版会運営委員会での協議

報告がなされ、約 11万円ほどの援
助資金の提供が決定した旨、伝えら
れた。

第 2回定例会　7月 28日（木）16時～ 18時
フォーサイト 21　会議室
出席 4名。
議事、 執筆規定の作成、通知　論文執筆エ

ントリー受付に関する件
　　　編集委員会開催

第 3回定例会　10月 13日（木）
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フォーサイト 21　会議室
出席 4名。
議事、 査読制度を立ち上げることを検討
　　　質の高い論集編纂方針を確認
入稿時期と今後の行程表確認。論文報告、
エントリーした研究者の最新の研究報告を
聴く機会をもった。

第 4回定例会予定
2月末予定
第 4回定例会　校正委員会　出版編集会議
予定。

３．次年度以降の予定

　新研究論文集『バプテストの歴史と思想研
究』の第二号に 2017年度の活動として取り
組む。本研究雑誌を今後継続し刊行する。新
しい研究者を増やし、より質の高い論文集と
する。
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　ヘブライズム研究グループは、東西の思想
史における二大潮流のひとつであるヘブライ
ズムに注目し、アジアに伝播されたヘブライ
の思想史を辿る研究グループである。我々は
アジアの辺境で生起したヘブライズムが、古
代キリスト教の一派ネストリウス派により中
央アジアを経由して中国に伝えられ、唐代に
おいて盛衰を極めた史実に注目し、今年度も
景教研究に注力した研究プロジェクトを行っ
ている。
　2016年度は 17世紀に中国西安で発見され
た大秦景教流行中国碑の碑文解明に着手し、
漢学史の専門家による翻訳を踏まえ、碑文の
再評価を行っている。また新旧聖書からの引
用を分析し、碑文におけるキリスト教解釈を
神学的な判断のもとに進めている。

１．研究調査活動

① 「高野山の景教碑とエリザベス・ゴード
ンによる研究成果にみる仏基一元論」
1月 25日　高野山金剛峯寺
高野山大学密教文化研究所奥山直司所長
によるレクチュアを受け、同校ゴードン
文庫を視察し、奥の院では景教碑および
エリザベスゴードン墓碑を視察。

② 「真言密教によるヘブライズム伝播の可
能性」
1月 26日　真言密教寺院奈良大安寺
河野良文貫主より唐代長安における空海
の学びと景教徒との関わり、および奈良
時代に同寺を訪れた波斯人医師李密翳に
よるヘブライズム伝播の可能性につい
て、同寺に残る記録文書に沿ったレク
チュアを受けた。

２．研究発表

① 2015年度公開シンポジウム
『東漸したヘブライズム―景教と真言密
教―』－古代の日本仏教の横顔－奈良・
大安寺－
2月 29日　関内メディアセンター
発題：奈良・大安寺貫主　河野良文
② 大学宗教教育センターキリスト教公開講
座『キリスト教と現代』第 5回「ヘブラ
イズムの東漸」
6月 11日　フォーサイト 21　F-603
発題：森島研究員　勘田客員研究員
③ 社会連携センター 2016年度秋学期公開
講座「東アジアとキリスト教の出会い」
10月 8日　第 1回「ヘブライズムの発

2016 年「ヘブライズム研究プロジェクト」活動報告

佐 々 木 　 洋 成

Report of the Reserch Project on Hebraism, 2016

Yousei Sasaki

研究プロジェクト報告
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生と東漸」
10月 15日　第 2回「中国唐代における
古代キリスト教『景教』」
金沢文庫キャンパス K-230　森島研究員

３．定例研究会

「景教研究会」
① 「シルクロード東漸の古代キリスト教・
景教の歴史」
8月 5日　東京ガーデンパレス
発題：安東邦昭

４．2014 年度所属研究スタッフ

所員：佐々木 洋成（国際文化学部）　
研究員：森島 牧人（文学部・文学研究科） 
客員研究員：勘田 義治（文学部非常勤）吉
川 成美（文学部非常勤）権田 益美（文学部
非常勤）鳴坂 明人（本学職員）鬼嶋 雄三（公
益財団法人横浜 YMCA常議員）田所 賢二（日
本バプテスト同盟松本バプテスト教会牧師）
森 和亮（日本長老教会ハイランド・キリス
ト教会代理牧師）石川 満（チャーチ・オブ・
ゴッド御幸キリスト教会牧師）深澤 健一（日
本同盟基督教団久里浜福音教会協力牧師）
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　関東学院大学キリスト教と文化研究所の坂
田祐研究会における 2016年 1月から 12月ま
での活動を報告する。
　本稿は、2015年度の第 4回ならびに第 5
回研究会、2016年度の第 1回～第 4回研究
会の活動内容を記している。2015年度の第 4
回ならびに第 5回研究会の内容については、
2015年度坂田研究会の記録に基づき、再掲
している。
　また、坂田祐研究会は 2016年 6月 1日に
『坂田祐日記を読む―解読 坂田 創―』の製本
を行ったので、あわせて報告する。

１．第 4 回研究会（2015 年度）

　1月 9日（土）10：30～ 12：00、於：フォー
サイト 7階会議室、参加者 9名
　事前に参加者に配布された複写資料に基づ
き、『坂田祐日記』ならびに坂田創先生が解
読された 1942年の『坂田祐日記』を参照し、
1942年 2月 15日～ 2月 16日の『坂田祐日記』
の解読作業を行った。
　
２．第 5 回研究会（2015 年度）

　3月 5日（土）10：40～ 12：40、於：フォー

サイト 7階会議室、参加者 7名
　前回に引き続き、『坂田祐日記』ならびに
坂田創先生が解読された 1942年の『坂田祐
日記』を参照し、1942年 2月 17日～ 2月 19
日の『坂田祐日記』の解読作業を行った。
　具体的には、古谷圭一客員研究員より、日
記が書かれた当時の朝日新聞の記事抜粋とと
もに解読内容を発表いただき、参加者による
読み合わせにより内容を確認した。

３．第 1 回研究会（2016 年度）

　4月 23日（土）10：30～ 12：30，於：フォー
サイト 7階会議室，参加者 8名
　前回に引き続き、『坂田祐日記』ならびに
坂田創先生が解読された 1942年の『坂田祐
日記』を参照し、1942年 2月 20日～ 2月 28
日の『坂田祐日記』の解読作業を行った。
　具体的には、古谷圭一客員研究員より、日
記が書かれた当時の朝日新聞の記事抜粋とと
もに解読内容を発表いただき、参加者による
読み合わせにより内容を確認した。

４．第 2 回研究会（2016 年度）

　5月 21日（土）10：40～ 12：30，於：フォー

2016 年「坂田祐研究」グループ活動報告

渡 部 　 洋

Report of Study Group on Dr. Tasuku Sakata’s Life and Works, 2016

Hiroshi Watanabe

研究グループ報告
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サイト 7階会議室、参加者 9名
　前回に引き続き、『坂田祐日記』ならびに
坂田創先生が解読された 1942年の『坂田祐
日記』を参照し、1942年 3月 1日～ 3月 15
日の『坂田祐日記』の解読作業を行った。
　具体的には、古谷圭一客員研究員より、日
記が書かれた当時の朝日新聞の記事抜粋とと
もに解読内容を発表いただき、参加者による
読み合わせにより内容を確認した。

５．第 3 回研究会（2016 年度）

　7月 9日（土）10：30～ 12：15、於：フォー
サイト 7階会議室、参加者 6名
　前回に引き続き、『坂田祐日記』ならびに
坂田創先生が解読された 1942年の『坂田祐
日記』を参照し、1942年 3月 16日～ 3月 24
日の『坂田祐日記』の解読作業を行った。
　具体的には、古谷圭一客員研究員より、日
記が書かれた当時の朝日新聞の記事抜粋とと
もに解読内容を発表いただき、参加者による
読み合わせにより内容を確認した。

６．第 4 回研究会（2016 年度）

　10月 1日（土）10：40～ 12：15、於：フォー
サイト 7階会議室、参加者 10名
　前回に引き続き、『坂田祐日記』ならびに
坂田創先生が解読された 1942年の『坂田祐
日記』を参照し、1942年 3月 25日～ 4月 3
日の『坂田祐日記』の解読作業を行った。
　具体的には、古谷圭一客員研究員より、日
記が書かれた当時の朝日新聞の記事抜粋とと
もに解読内容を発表いただき、参加者による
読み合わせにより内容を確認した。
　また、学徒出陣者署名が花島光男客員研究
員より回覧された。

７．2016 年度内の研究会予定
7.1　第 5 回研究会（2016 年度）
　2017年 1月 7日（土）10：40～ 12：30、於：

フォーサイト 7階会議室

８．『坂田祐日記を読む―解読 坂田
創―』製本

　坂田祐研究会が編集を行い、2016年 6月 1
日に文献（1）を製本した。文献（1）は、佐々木
家より坂田祐研究会が依頼を受け、坂田祐日
記について『キリスト教と文化』に収録され
た報告を整理し、製本、作成された。文献（1）

に収録された年代は、残された日記全体の一
部である。製本の費用は佐々木家により負担
された。

図 1　文献（1）

謝辞

　佐々木家からはキリスト教と文化研究所に
対して文献（1）について 40部を寄贈いただい
た。ここに記して御礼申し上げます。

参考文献

（1）関東学院大学キリスト教と文化研究所坂田祐研
究会：坂田祐日記を読む―解読 坂田 創―、260 
pages, 2016.6.1
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　いのちを考える研究グループでは、「いの
ち」に関する様々なテーマを取り上げ、幅広
い観点から検討を行うことで、現代社会にお
けるいのちの問題について知見を広めてい
る。
　本年度の研究会では、安達昇先生（客員研
究員）から「子どもの貧困について」、長井
英子先生（客員研究員）から「神話・伝説・
昔話に描かれた死」というタイトルで報告し
て頂いた。また、ゲストスピーカーとして吉
川徹先生（独立行政法人労働者健康安全機構
労働安全衛生総合研究所 /過労死等調査研究
センター・センター長代理、公益財団法人大
原記念労働科学研究所・特別研究員）を招き、
『アジア・アフリカで感じた「いのち」につ
いて～国際産業保健活動の経験から～』とい
うタイトルで講演して頂いた。なお、講演の
概要については、本研究所が発行するニュー
スレター 40号に掲載されている。
　いのちを考える研究グループでは、これか
らも、医学・生物学的な意味で用いられる「生
命」に加えて、哲学的・倫理的・文学的・宗
教的な意味を含めた「いのち」全般について
知見を深めていくとともに、キリスト教と文
化という観点からもいのちについて考え、本
研究グループとしての確かな歩みを進めてい

きたいと考えている。

「2015 年度　第 5 回研究会」

日時：平成 28年 2月 25日
　　　18時 10分～ 19時 30分
於：フォーサイト 7階会議室
参加者 6名
テーマ・内容： 「2016年度活動計画等の打ち

合わせ」
2016年度の研究会での報告内容および開催
日等について打ち合わせを行った。

「2016 年度　第 1 回研究会」

日時：平成 28年 7月 21日
　　　18時 30分～ 20時 00分
於：フォーサイト 7階会議室
参加者：6名
テーマ・内容：「子どもの貧困について」
客員研究員の安達昇先生から日本では、子ど
もの 6人に 1人が貧困状態にあり、貧困家庭
においては経済的な問題だけではなく、子ど
もの学力不足、精神的な障害や不安定さも問
題となっていることが報告された。この問題
について、私たちは、経済的な貧困は、社会

2016 年「いのちを考える」研究グループ活動報告

尾 之 上 さ く ら

Report of Study Group on “Consideration of Life (INOCHI)”, 2016

Sakura Onoue

研究グループ報告
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保障や社会福祉を活用することで対応できる
が、子どもが社会の中で生きていく力を養う
ための教育的支援については家庭内だけでは
なく、周囲の人の助けが必要になると考えた。
ただし、他人が家庭の問題に立ち入ることに
対しては拒否反応などが生じる可能性もある
ため、まずは、周囲の人たちが貧困家庭との
間に良好な人間関係を築くことが必要なので
はないかという結論に至った。

「2016 年度　第 2 回研究会」

日時：平成 28年 9月 2日
　　　14時 00分～ 17時 00分
於：関内メディアセンター会議室
参加者：8名
テーマ・内容： 『アジア・アフリカで感じた「い

のち」について～国際産業保
健活動の経験から～』

独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛
生総合研究所 /過労死等調査研究センター・
センター長代理、公益財団法人大原記念労働
科学研究所・特別研究員の吉川徹先生に講演
して頂いた。講演では、吉川先生が実際に行
われてきたアジア、アフリカでの感染症対策
や、労働者の労働生活改善対策等で感じられ
た「死」と、日本における臨床医・産業医と
して経験された「死」ということから「生き
るとはどういうことか」、「生きる喜びを知る
ことの大切さ」が話された。

「2016 年度　第 3 回研究会」

日時：平成 28年 10月 20日
　　　18時 30分～ 20時 00分
於：フォーサイト 7階会議室
参加者：4名
テーマ・内容： 「神話・伝説・昔話に描かれ

た死」
客員研究員の長井英子先生から、神話や昔話
に描かれる死について報告して頂いた。その

中で、異なる地域で伝承されている神話や昔
話の内容には類似性があることや、いずれの
物語においても人は死から逃れることはでき
ず、死を受容しなければならないというメッ
セージが書かれていることを改めて知った。
先生からの報告のあと、私たちは、「死の受容」
と「いのち」について意見交換を行った。

2016年度　研究グループ構成員
・所員：尾之上さくら
・研究員：鈴木　公基
・客員研究員：安達　昇
 長井英子
 長谷川伸江
 三浦一郎



2016 年「奉仕ボランティア教育」研究グループ活動報告

― 99 ―

活動報告書（2016 年 1 月〜 12 月）

　昨年度「奉仕ボランティア教育」研究グルー
プは「サービス・ラーニングの実現に向けて」
というテーマで、より具体的な内容・方法を
探り、それを実践し、発信することを目標と
した。その目標のために、授業でのサービス・
ラーニング実践を行い、海外を含む他大学の
活動について学び、授業実践の成果や問題点
について議論し、更なる研究の方向付けを行
い、研究報告会やシンポジウム、論文発表を
通じてその成果を発信した。また、今後の更
なる研究発展のためにアジア地域および国内
でのネットワーク構築にもつとめた。今年度
は次の３つを活動目標として掲げた。
１．サービス・ラーニングの具体的プログラ

ムの作成と実施
２．サービス・ラーニングに関わる危機管理
（マニュアル作り）

３．サービス・ラーニングの評価とフィード
バック（教員・学生・地域社会からの評価）

　これらのうち、プログラムの作成・実施は
おこなったが、危機管理マニュアルの作成に
は到らなかった。評価とフィードバックにつ
いては年度中にまとめられる予定である。
　また、これらに加えて国内でのネットワー

クをさらにすすめ、研究実践の成果を公開講
座においてワークショップ形式で行った。
　具体的な活動は以下の表の通りである。

2016 年「奉仕ボランティア教育」研究グループ活動報告

細 谷 早 里

Report of Study Group on the Problem of Service Education
 and Its Practice, 2016

Sari Hosoya

研究グループ報告



関東学院大学「キリスト教と文化」第 15 号（2016 年）

― 100 ―

1月 13日（水） 16:00-18:00 研究会 1 経済学館 315  細谷早里研究室
昨年度の反省と来年度の計画について

4月 14日（木） 16:00-18:00 研究会 2 経済学館 315  細谷早里研究室
研究方針の確認と具体的な発信方法について

5月 22日（日） Service-Learning フォーラム　（於　明治学院大学）
（細谷　出席）

6月５日（日） 異文化間教育学会　公開シンポジウム
「サービス・ラーニングにおける異文化間教育の視点」
（細谷　コメンテーターとして参加）

6月 23日（木） 17:00-18:00 研究会 3 経済学館 315  細谷早里研究室
サービス・ラーニング久里浜プロジェクトについて

7月 20日（水） 12:00~14:00 研究会 4 経済学館 315  細谷早里研究室

10月 3日（月） 17:00-19:00 サービス・ラーニングネットワーク会議（於　桜美林大
学四谷キャンパス）（細谷　出席）

10月 25日（火） 10:00-11:30 研究会 5 経済学館 315  細谷早里研究室
サービス・ラーニング実践計画（授業プログラム案）

11月 1日（火） 10:00-11:30 研究会 6 経済学館 315  細谷早里研究室
サービス・ラーニング実践計画（具体的活動案）

11月 6日（日） サービスランニングの実践（アジアスポーツフェスタに
学生と参加）（於　県立国際高校　学生 12名参加）

11月 8日（火） 10:00-11:30 研究会 7 経済学館 315  細谷早里研究室
サービス・ラーニング実践のふりかえり計画および公開
講座に向けての確認

11月 12日（土） 13:00-16:00 秋学期公開講座社会連携センター主催へ参加　（於　関
内メディアセンター）
「サービス・ラーニング /アクティブ・ラーニングを授
業に」講師：細谷早里、リサ G・ボンド

12月 17日（土） 12:30~17:30 サービス・ラーニングシンポジウム
（於　立教大学）（ボンド　出席）

2016年 1月～ 12月の活動：研究会、学会発表、シンポジウム等
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2015 年度第 4 回研究会

2016年 1月 13日（土）10：40～ 12：30
於会議室
i．研究発表
権田益美研究員による発表
「ヘボンの運上所内英学所における英語教育」
ii．会議
①諮問事項
・来年度活動に関する意見聴取。
　従来どおり年３～４回の研究会、新たにシ
ンポジウムの企画に賛同を得た。
・本研究所の学内 ･学外への貢献について意
見聴取……研究会の公開化を検討。
　社会連携センターの公開講座、宗教教育セ
ンター主催の講座参加も検討。
②連絡事項
　所報『キリスト教と文化』掲載応募の論文
原稿の査読協力を依頼。
出席者：8名

2016 年度

１．2016 年度研究テーマ
　2016年度も従来同様「キリスト教と日本
の精神風土」に関する広い研究を行うが、昨

年同様 ｢日本の｣ の部分にはあまりこだわら
ず、日本で認識されている「キリスト教と精
神文化」全般を対象とする。

２．活動方針
　2014、2015年度同様に「キリスト教と日
本の精神風土」に関する、グループ構成員に
よる３～４度の研究会を開催する。研究会は
できるだけ開かれたものとし、可能であれば
構成員以外にも聴講いただけるように広報を
検討する。このほか公開シンポジウム開催を
検討、実施した。社会連携センター等の公開
講座については秋以降検討する。

３．活動内容

1）第一回研究会
2016年 6月 25日（土）於会議室
活動内容
i．会議
① 研究会メンバー、陪席者自己紹介、新規参
加者の承認
②今年度活動計画
　研究会、およびシンポジウムについて原案
承認。予算の執行について、運営委員会で配
布の資料により説明した。

2016 年「キリスト教と日本の精神風土」研究グループ活動報告

安 藤 　 潔

Report of Study Group on Christianity and Japanese Spiritual Features, 2016

Kiyoshi ANDO

研究グループ報告
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　なお、11月の公開シンポジウムまでは発
表等に必要な資料等の申請のみに限り、11
月以降個人配分。その後は年内程度で締め切
り、残額処理をする。
　公開講座参加にについて：余裕があれば来
年度春学期開催を目論む。その他　なし。
ii．研究発表
伊藤哲「『想像力の種子』としての人文・宗教」
出席者：９名　 

2）第二回研究会
9月 24日（土）10:45～ 12:30於会議室
活動内容
研究発表
神谷光信「加藤周一とキリスト教」
参加者 5名（安藤所員は忌引）

＊公開シンポジウム
キリスト教と日本の精神風土研究グループ主
催、関東学院大学宗教教育センター後援
「日本の人文学研究とキリスト教」
日時：2016年 11月 12日（土）13:15~16:30
場所： 金沢八景キャンパス　フォーサイト

F-404教室
企画・司会　安藤　潔
講師　釘宮明美（白百合女子大学カトリック
教育センター教授）「意義への問いと人文学
研究――キリスト教教育の視点から」
講師　伊藤　哲（当研究所客員研究員）
「近現代思想は教育をどう捉えていたか――
「想像」的教育環境の構築へ―」
講師　神谷光信（当研究所客員研究員）
「加藤周一とキリスト教」
講師　児玉 晃二 (国際文化学部専任講師）
「現代アメリカ文学とキリスト教的神話―― 
カート・ヴォネガットを中心に」
参加者数：講師、関係者を含め 19名

3）第三回研究会
12月 3日（土）10:45～ 12:30於会議室
活動内容

i．研究発表
発題者：権田益美
発表題目：幕末から明治初期におけるヘボン
の英語教育―ヘボン塾の発展
ii．その他
①予算処置について話し合い
②次回開催について話し合い 
出席者：6名

4）第四回研究会（予告）
2月 25日（土）
鳴坂明人客員研究員の研究発表を予定。

2016 年度研究会メンバー：
所　員：安藤　潔　
研究員：武田俊哉
客員研究員：三井純人、鳴坂明人、
　　　　　　中島昭子、権田益美、神谷光信、
　　　　　　スムットニー祐美、伊藤　哲、
　　　　　　山本直美、安田八十五、
　　　　　　佐々木宏人



2016 年「依存症と環境神学」研究グループ活動報告

― 103 ―

１．研究の概要：

　本研究グループの主たる目的は、「依存症」
（Dependency）及び「依存症社会」（Dependent 

Society）の構造と特質をキリスト教、とくに
「環境神学」（Environmental Theology）の観点
から分析し、解決のための方法と手段を探り、
さらに実践することにある。ことに、依存症
からの回復のために安田・三井・田代等が
実践しているキリスト教に基づく 12ステッ
プ方式による自助グループの活動（Christian 
Living Group(CLG) 12ステップグループ）を
外部展開し、その有効性を検証し、普及をめ
ざすとともにその学問的裏付けを強化する。
本研究プロジェクトは、2007年度から設置
され、2010年度で研究プロジェクトは一旦
終了し、2011年度からは共同研究グループ
として再出発した。2015 年度は、第 8年度
目であり、2012年度から研究グループ名を
｢依存症とキリスト教」から「依存症と環境
神学」研究グループに改称し、着実に研究を
進めることが出来 ,大きな成果を得ている。

２．研究計画と研究課題：

　主な研究課題としては、下記のサブテーマ

を計画し、研究を進めた。
① 依存症に関する総合的調査研究―人文社会
科学的研究及びキリスト教との関係の調査
研究
② 依存症社会に関する総合的調査研究―人文
社会科学的研究・社会システム論的アプ
ローチ及びキリスト教との関係の調査研究
③ 依存症と依存症社会に関するキリスト教と
の関係の基礎的調査研究
④ 依存症からの回復のための 12ステップ方
式 CLG自助グループの実践と実践的研究
⑤ 大麻・不登校・引きこもり等の最近の大学
生・若者等に起こっている学生依存症問題
（Student Dependency  Problem）に関する研
究
⑥  2011年（平成 23年）3月 11日（金）に
発生した東日本大震災を受け、「環境神学」
（Environmental Theology）の体系化と実践
に関する研究にも取り組んでいる。

　第 8年度目（2015年度）の研究計画と研
究日程は、下記のように予定している。
　定例研究会の開催・合宿リトリートセミ
ナーの開催・12ステップ方式自助グループ
の実践と発展 (CLGと共同 )・公開シンポジ
ウムの開催・出版計画の準備等。

2016 年「依存症と環境神学」研究グループ活動報告

中 村 　 友 紀
安 田 　 八 十 五

Report of Study Group on the Dependency and Environmental Theology, 2016

Yuki Nakamura
Dr. Yasoi Yasuda, Marco

研究グループ報告
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３．2015 年度（平成 27 年度）の研
究会活動の実績

3.1.　 2014 年度（2015 年 1 月―3 月）分の研
究会活動の実績：

① 特別公開研究会（研究所主催・公開シンポ
ジウム）：
開催日時： 2015年（平成 27年）3月 7日（土）

午後 2時－ 5時（予定）
会場：関東学院大学金沢八景キャンパス
内容： 「原発・エネルギー・環境問題とキリ

スト教の役割―『環境神学』の構築と
課題（4）―」

注： 上記を企画し、準備していたが外部講師
の都合等のため止むを得ず中止・延期と
なった。

3.2.　 2015 年度（平成 27 年度）の研究会活
動の実績（2015 年 4 月―12 月分）：

① 定例研究会：ほぼ毎月 1回、12ステップ
方式自助グループ CLGと共同で東京新宿
区高田馬場（会場＝東京都新宿区リサイク
ル活動センター）にて依存症に関するグ
ループ研究活動を実践した。
②  CLG12ステップリーダー 1DAY研修会
（「依存症と環境神学」研究グループと共
催）:
日時：2015年 6月 15日（月）10時－ 15時
講師： 工藤信夫先生（平安女学院大学名誉教

授・精神科医）
午前 「認知行動療法の基本と１２ステップの

経験とを比較する。」
午後 「『援助の心理学』（工藤信夫著」を共に
読み、援助の本質を考える。」

主催： CLG12ステップグループ（代表・安
田八十五）

会場：お茶ノ水クリスチャンセンター

3.3.　 2015 年度（2016 年 1 月―3 月）分の研
究会活動の予定：

① 特別公開研究会（研究所主催・公開シンポ

ジウム）：
開催日時： 2016年（平成 28年）3月 19日（土）

午後 2時－ 5時
内容：本誌の特別報告（33頁－ 54頁）を参照。
注： 2014年度（平成 26年度）に開催を予定
していた「原発・エネルギー・環境問題
とキリスト教の役割―『環境神学』の構
築と課題（4）―」を講師・内容等を改
めて開催する予定である。

４．研究論文等の公表：
4-1.　 2014 年度（2015 年 1 月―3 月）分の出

版物（実績）
4-1-1.『キリスト教と文化』、第 13号、関東
学院大学キリスト教と文化研究所・2014年
度所報、平成 26年 3月　発行：
① 安田八十五・山脇直司・劉庭秀（2015）、「原
発・エネルギー・環境問題とキリスト教の
役割―『環境神学』の構築と課題（3）―」
（特別報告）
② 田代泰成（2015）、「主体性の回復における
投企と本来的実存の役割―生の根源的脅か
しを作り出す要素の構造的分析と主体性の
回復における投企と本来的実存の役割―」
（研究論文）
③ 三井純人（2015）、「イスラエル紀行－聖書
の舞台となった風土に触れて―」（研究ノー
ト）　
④ 鈴木公基・安田八十五（2015）、「2014年『依
存症と環境神学』研究グループ活動報告」

4-1-2.その他の関連論文などの出版物
① 白永梅（2015）、『レジ袋有料化政策によ
るレジ袋削減効果及び需要曲線の構造変化
に関する分析と評価』、関東学院大学大学
院経済学研究科・博士（経済学）学位論文、
平成 27年 3月、指導教授＝安田八十五
② 安田八十五（2015）、『白永梅・「博士学位
論文－論文内容の要旨及び論文審査結果の
要旨－」』、第 40号、平成 26年度、関東学
院大学、平成 27年 3月　
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4-2.　 2015 年度（2015 年 4 月―2016 年 3 月）
分の出版物（予定も含む）

4-2-1.『キリスト教と文化』、第 14号、関東
学院大学キリスト教と文化研究所・2015年
度所報、平成 28年 3月　発行（予定）：
① 田代泰成（2015）、「心的環境世界の深層
の分析―ユングの分析心理学を手がかりに
―」（研究論文）　
② 三井純人（2015）、「ロジャーズ理論とキ
リスト教Ⅱ―エンカウンター・グループに
ついて―」（研究ノート）
③ 中村友紀・安田八十五（2015）、「2015年『依
存症と環境神学』研究グループ活動報告」

4-2-2.その他の関連論文などの出版物　
① 安田八十五（2015）、「キリスト教との出会
いと科学的環境神学の構築をめざして―関
東学院と私―」、『告知板』、 vol.361, 2015年
（平成 27年）4月、2頁（PP2-2）、編集：
関東学院大学チャプレン会、発行所：関東
学院大学　宗教教育センター　

５．2015年度研究会メンバー（順不同）

中村友紀（代表）、安田八十五（代表代行）、
中村優、紺野茂樹、三井純人 ,　田代泰成 ,　
金子盾夫、木村護郎クリストフ（上智大学教
授）、佐々木宏文（元毎日新聞経済部長）（計
９名）
注： その他、12ステップ方式自助グループ

CLGのメンバー等が研究会などに参加し
ている。
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１．はじめに
　キリスト教と文化研究所には、キリスト教
の正典である聖書を扱う研究グループ、ある
いは研究プロジェクトが存在しなかったの
で、3人の有志により、2015年に新約研究グ
ループを立ち上げた（5月の運営委員会で承
認される）。
　2015年度秋学期より活動を開始し、年３
回のペースで研究発表会を行っている。2016
年の活動は以下の通りである。

２．活動報告

第一回研究発表会
日時：2月 20日（土）　10:00～ 12:00
場所：キリスト教と文化研究所会議室
発表者：安井聖 (研究員 )
発表題： 『アントニオスの生涯』に見るアタ

ナシオスの救済論
出席者： ３名。石渡浩司（所員）、小河陽（客

員研究員）、及び本人

第二回研究発表会
日時：7月 16日 (土 )　10:00～ 12:00
場所：キリスト教と文化研究所会議室
発表者：小河陽（客員研究員）

発表題：ルカの研究史について
出席者： 4名。石渡浩司（所員）、安井聖（客

員研究員）、鳴坂明人（客員研究員）、
及び本人

第三回研究発表会
日時：11月 26日（土）　10:00～ 12:00
場所：キリスト教と文化研究所会議室
発表者：鳴坂明人 (客員研究員 )
発表題： 内村鑑三のキリスト教思想の一考察

――ロマ書 3章 21－ 26節を中心に
出席者： 3名。石渡浩司（所員）、安井聖（客

員研究員）、及び本人

３．構成メンバー

現在以下の３名である。
石渡浩司（所員）　大学宗教主事
安井聖（研究員）　学院宗教主事
小河陽（客員研究員）　学院長
鳴坂明人（客員研究員・2016年度新メンバー）
関東学院事務職員

４．その他

　これまで、順番に一人の発表者が研究発表

2016 年「新約研究」グループ活動報告

石 渡 浩 司

Report of Study Group on the New Testament, 2016

Hiroshi Ishiwata

研究グループ報告
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を行い、その後それを聴いた出席者との質疑
応答の時間を設ける、という形態で進めてき
たが、次回、2017年 3月 4日に予定されて
いる例会からは、聖書のある箇所に関して、
各自が異なる註解書を読んで、学んだことを
発表し合うことにより、当該聖書箇所（や著
者の神学思想）の理解を深める、というかた
ちを取って進めることにした。
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　資料委員会は以下の役割を負うグループで
あり、本年度もそれらを継続して行った。

1） キリスト教と文化研究の資料収集、調
査を行う。

2）キリスト教と文化研究所の所蔵資料あ
るいは関係資料を調査、収集、保管する。
また、将来的には公開を目指し、そのため
の整備を行う。
　特に、旧「関東学院大学・日本プロテス
タント史研究所」以来の、散在している膨
大な資料の調査保管を行うと共に、今なお
埋もれている日本バプテスト史関連資料、
横浜キリスト教史関連資料、関東学院史関
連資料、その他広くキリスト教関連資料な
どの発掘収集活動を、長期的視野のもとに
おこなうことを目指す。
　なお、寄贈された図書の受け入れ、整理
にかかわる業務も行っている。2016年度
は 4点の寄贈を受けた。

3） キリスト教と文化研究所の書庫の調査
に外部から訪問する研究者に対応するた
めの内規を、来年度以降作成する。

4） 2012年度までに行われた、旧プロテス
タント研究所蔵書リスト目録化に関連す
るさらなる業務が今後発生した場合は対
応する。

2016 年「資料委員会」活動報告

中 村 友 紀

Report of the Committee of Materials and Archives

Yuki Nakamura

委員会報告
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　広報委員会は、キリスト教にかかわる社会・
宗教・文化等の研究者、教育および教会の事
業に従事する方々に向けて、また、広く社会
に向けて、研究所の活動を知っていただくべ
く、複数のメディアを通して広報活動を行っ
ている。本年度も、（1）ニュースレター等刊
行物の編集・出版、（2）ホームページの運営
管理、コンテンツ充実、等の業務を行った。

１．ニュースレター
　2016年度は第 39号および 40号を発行し、
年度内に 41号を発行する予定である。なお、
バック・ナンバーは、ホームページに順次掲
載する。
・ニュースレター第 39号
（8頁、2016年 3月発行）

1）巻頭言：森島牧人学院宗教主事
2）記事：勘田義治先生「真言密教にみ
る国際的宗教空間の存在」
3）記事：鳴坂明人先生「関東学院と内
村鑑三」
4）所員紹介：権田益美先生、内藤幹子
先生

・ニュースレター第 40号
（8頁、2016年 12月発行）

1）所長巻頭言：村椿真理所長
2）記事：リサ・ゲイル・ボンド先生「関
東学院大学でのサービス・ラーニングに
向けて：奉仕・ボランティア教育研究グ
ループ活動報告」
3）尾之上さくら先生「アジア・アフリ
カで感じた『いのち』について：国際産
業保健活動の経験から」
4）所員紹介：スムットニー祐美先生、
山田留里子先生

・ニュースレター第 41号
（8頁、2017年 3月発行予定）

２．ホームページ
　2016年度の各グループ・プロジェクトペー
ジの年次更新およびニュースの更新を行っ
た。また、坂田祐 Digital Archivesやこれま
での研究所の活動記録等の、ウェブ・コンテ
ンツの維持管理を行っている。

2016年度委員会メンバー
所員：尾之上さくら、中村友紀
研究員：武田俊哉
客員研究員：勘田義治、瀬沼達也

2016 年「広報委員会」活動報告

中 村 友 紀

Report of the Public Relations Committee

Yuki Nakamura

委員会報告
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　所報編集委員会では、所報「キリスト教と
文化」第 15号（2016年度）の編集を行った。
2016年は所報編集委員（常任編集委員）と
して細谷早里所員（経済学部教授）、留畑寿
美江所員（看護学部准教授）、佐藤幸也所員
（理工学部教授）、山田留里子所員（人間共生
学部教授）の新メンバーで活動を行うことと
なった。
　2016年 9月 21日（水）に本年度の編集方
針についての話し合いを行った。投稿や編集
にかかわるスケジュールを決定し、執筆要綱
および規定の見直しを行った。9月 24日よ
り原稿募集開始、投稿申し込み締め切りは
10月 5日、原稿締め切りは 11月 5日とした。
　最終的には、2017年 3月末頃に『キリス
ト教と文化』15号が発行される予定となっ
ている。

　2016年の所報編集委員会としての活動は
以下の通りである。

第１回所報編集委員会
9月 21日（水）16:00～ 18:00
　『キリスト教と文化』第 15号の編集方針お
よび編集スケジュールについての確認を行っ
た。また、執筆要綱や規定の文言の改訂につ

いて話し合い、決定した。

第２回所報編集委員会
11月 9日（水）17:30～ 18:30
　11月 5日までに投稿された論文について、
査読者を決定した。

第３回所報編集委員会
12月 8日（木）18:00～ 19:30
　12月 3日までに各査読者から寄せられた
審査報告書をもとに、編集委員会としての論
文審査を行った。
　結果として、シンポジウム報告 2編、研究
論文 2編、研究ノート 1編を掲載することと
した。

2016 年「所報編集委員会」活動報告

中 村 友 紀

Report of the Bulletin Editorial Committee, 2016

Yuki Nakamura

委員会報告
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関東学院大学キリスト教と文化研究所
『所報』（『キリスト教と文化』）に関する内規
（趣旨）
第１条　この内規は，関東学院大学キリスト
教と文化研究所『所報』（以下『所報』と
いう。）の執筆および発行に関し，必要な
事項を定める。『所報』の表題は，『キリス
ト教と文化』とする。

（発行）
第２条　『所報』の発行は，年１回を原則と
する。

（編集）
第３条　『所報』の編集は，所員等から選ば
れた編集委員会が行う。

（執筆）
第４条　執筆者は原則として本研究所の研究
所員，研究員および客員研究員とする。

（原稿）
第５条　原稿は，未発表のものに限り，内容
は，論文，研究ノート，翻訳，資（史）料
紹介および書評とする。
　　この他に，研究所主催の講演会，シンポ
ジウムまたは研究会などの原稿も掲載する
ことができる。
２．本誌はレフェリー制を採用する。
（原稿）
第６条　原稿は研究所が別途定める編集委員
会規定にもとづいて作成する。

（配布・保管）
第７条　『所報』は，研究所員，専任教員，
学生ならびに本学と研究誌を交換する大学
（特例）および学術機関に配布し，図書館
と研究所に累加保管する。
第８条　第 10 号（2012 年３月発行）以降に
本誌に掲載された原稿は，すべて関東学院
図書館のウェブサイトに掲載される。
第９条　この内規によらない事由が生じたと
き場合は，所員会議の議を経て，所長が決
定する。

（内規の改廃）
第10条　この内規の改廃は，所員会議の議を

経て行う。
附則１　この内規は，2002 年 11 月 14 日か
ら施行する。
附則２　この内規は，2005 年 9 月 29 日から
改正施行する。

（キリスト教と文化研究所所員会議02年11月14日承認）

（キリスト教と文化研究所運営委員会05年9月29日承認）

（キリスト教と文化研究所運営委員会11年10月20日承認）

関東学院大学キリスト教と文化研究所
『所報』（『キリスト教と文化』）編集について
の申し合わせ
１．原稿の執筆を希望する場合は，所定の期
日（原稿締め切り日の約１ヶ月前）までに，
原稿のタイトルと種類，予定枚数を所定の
用紙に記入して，編集委員会に申し込む。
２．原稿の字数は，原則として横書き 16,000
字（400 字原稿用紙換算で 40 枚）を基準
とし，20,000 字（400 字原稿用紙 50 枚）　
以内とする。ただし，書評については，4,000
字（400 字原稿用紙 10 枚）を基準とする。
いずれの原稿も，図表，注なども換算して
字数に含める。
　　原稿は，完全原稿で提出するものとする。
　　原稿は，原則として電子媒体およびプリ
ントアウトしたものを提出する。
３．本誌は，レフェリー制を採用する。論文
と研究ノートについては，編集委員会で審
査を行ったうえで，「掲載」「書き直し」あ
るいは「返却」を決定する。
４．執筆者には，抜刷 50 部を無料で贈呈す
る。
　　追加分については，50 部単位として執
筆者の実費負担とする。
５．本誌は，毎年３月に発行する。
　　原稿の締め切りは編集委員会の決めた期
日とする。
６．執筆者には，原則として初校と再校を見
ていただく。校正段階での大幅な変更や書
き加えはお断りする。

（キリスト教と文化研究所所員会議 02年 11月14日承認）
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2016 年度　キリスト教と文化研究所　主な活動経過 （2016/1/1 ～ 12/31）
日 ループ名 開催内 考

第4回 フォーサイト7階会議室

査 の の ックと の 出席者：3名

第4回 フォーサイト7階会議室

坂田祐日 ・研究、 本に る 合 出席者：9名

第5回 フォーサイト7階会議室

論文の 出席者：2名

第4回

研究発表

テーマ：ヘボンの 所内英学所における英語教育

発題者：権田益美客員研究員

研究 査

テーマ：「 の 教 と リ ス・ ー ンによる研究 果 参加者：11名

　　　　　　にみる 基 論」 金
　　　　：「 教によるヘブライズム伝 の 」 教 大安

ー ーター： 氏、藤田光 氏、 文氏、 美客員研究員

第2回

研究発表

テーマ： アントニ スの に るアタ シ スの 論

発題者：安 　 研究員

第5回 フォーサイト7階会議室

2016 の 合 出席者：4名

シンポジウム　　 東 し ヘブライズム 教と 教

第1部：「 の日本 教の ・大安 」

　　　　大安 主　 文氏

第2部：「大安 における 宗教との出会い」

　　　　大安 主　 文氏
　　　　 田大学 境学研究所　 美氏

第6回 フォーサイト7階会議室

者よ 初 の ・ 一の 出席者：3名

第5回

「坂田祐日 」を 坂田 による 本の 合

「坂田祐日 」の 1942 2月17日～19日

第4回

研究発表

　　 17 バプテスト女 教者の研究

　　　　　　キャサリン・ ーとアン・ウ ストン ース

　　　　　　　　　（東 神学大学大学 論文から）

発題者： 田美 氏（東 神学大学大学 者）

シンポジウム　 発・ ル ー・ 境 題とキリスト教の

　　　　　　　　　　　　　　　　 境神学 の と 題（4）

・題 ： 「3 11」と内村鑑三の 信 発と の文学とと に

　講師： 　 （文 論 ・学 人神 大学 ）

・題 ： 境神学から 発・ ル ー・ 境 題のシステム

　　　　 と 想

講師：安田 客員研究員

3月23日（木） 報委員会 ニ ース ター39 発

第7回 フォーサイト7階会議室

2 の ・ ージ け、 の 出席者：3名

3月31日（ ） 所報編集委員会 研究所報 キリスト教と文化 第14 発

第1回 文庫キャンパス 318教室

2016 の 合 出席者：2名

第1回

「坂田祐日 」を 坂田 による の 本 合

「坂田祐日 」 1942 2月20日～2月28日

第1回

2015 書の フォーサイト7階会議室

2016 所員・研究員・客員研究員の と 出席者：13名

2016 に いて

第1回

2016 　 に いて
2016 　社会連携センター秋学期公開講座への参加に いて

第2回

「坂田祐日 」を 坂田 による の

社会連携センター公開講座に いて 合

　 坂田祐日 　1942 3月1日～3月15日

第1回

新論文集「バプテストの と思想」をジャー ルスタイル

の発 に いて議論

「バプテスト研究論文」 の

員 ントリー論文タイトルの報告

「坂田祐日 」を 坂田 の

族よ キリスト教と文化研究所に40

坂田研究会の ンバー 者に 19

研究発表

東学 大学宗教教育センター主催「キリスト教公開講座」第5回にて

テーマ：「ヘブライズムの東 」

発題者： 人研究員、勘田義治客員研究員

第1回 学部教 教室

サービスラーニン プロジ クトに いて 出席者：4名
6月23日（木）

4月28日（木）

5月12日（木）

月11日（土） 13：30～15：00 ヘブライズム研究

17：00～18：00 ・ボランテ ア教育研究

18：30～21：00 所員会議

18：30～20：00 委員会

5月21日（土） 10：30～12：20 坂田祐研究

5月31日（ ） 坂田祐研究

2月29日（月） 13：00～16：00 ヘブライズム研究

10：00～14：30 所報編集委員会3月3日（木）

4月22日（金）

3月19日（土）

3月23日（木）

14：00～17：00 と 境神学研究

10：00～14：30 所報編集委員会

11：00～12：00 ヘブライズム研究

3月5日（土） 10：40～13：10 坂田祐研究

3月10日（木） 15：00～16：40 バプテスト 研究

2月20日（土） 10：00～12：00 新約研究

2月25日（木） 18：10～9：30 いの を考 る研究

1月14日（木）

1月23日（土） 10：40～12：30 キリスト教と日本の精神風土研究

ヘブライズム研究1月24日（日）～27日（ ）

2016 　キリスト教と文化研究所　主 （2016 1 1～12 31）

1月7日（木） 18：00～20：45 所報編集委員会

10：40～12：40 坂田祐研究

18：00～20：45 所報編集委員会

1月9日（土）

フォーサイト7階会議室
出席者：8名

フォーサイト7階会議室
出席者：3名

内 アセンター
出席者：12名

フォーサイト7階会議室
出席者：7名

フォーサイト601教室
出席者：14名

フォーサイト6階 603教室
参加者：54名

フォーサイト7階会議室
出席者：6名

フォーサイト7階会議室
出席者：9名

フォーサイト7階会議室
出席者：4名

フォーサイト7階会議室
出席者：8名

フォーサイト7階会議室
出席者：10名

10：30～12：30 坂田祐研究4月23日（土）

5月27日（金） 15：00～16：40 バプテスト研究
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第1回
研究会新 参加者の
2016 　 に いて
2016 　社会連携センター秋学期公開講座への参加に いて
研究発表
テーマ：「想 の 子」としての人文・宗教
発題者：伊藤哲客員研究員
第3回
研究発表
テー マ： 坂田祐日 1924 3月16日～3月24日
発題者： 谷 一客員研究員
第2回

報告・会 報告
第1回
研究発表
テーマ ：「ルカの研究 」に いて
発題者： 客員研究員
第1回
2016 の
研究発表
テーマ ：「子 の 」
発題者：安 客員研究員
第2回
新論文集「バプテストの と思想」の 編集
大学出 会よ の を との報告
第1回　研究会
発題者：田 客員研究員、三 人客員研究員
　　　　　木村 クリストフ客員研究員、 客員研究員
研究発表
テーマ：「シルクロー 東 の キリスト教・ 教の 」
発題者：安東 氏
第2回
テーマ：アジア・アフリカ 「いの 」に いて
　　　　　　　　　　　　　～国際 の から～
講　師： 　 氏（ ） 者安 安 合研究所
　　　　　　　　　　　　　　 査研究センター ・ 師
第1回
発 のス ジ ールの 、 内 の の

第2回
研究発表
テーマ：加藤 一とキリスト教
発題者：神谷光信客員研究員
第4回
テーマ ： 坂田祐日 1942 3月25日～4月3日
発題者： 谷 一客員研究員
第3回

報告、 （2017 ） 学期公開講座参加に いて

秋学期公開講座社会連携センター主催へ参加
　　　　「東アジアとキリスト教の出会い」

テーマ：ヘブライズムの発 と東
　講師： 人研究員
第3回
「バプテストの と思想研究」 編集 （研究 子の査 者 ）

秋学期公開講座社会連携センター主催へ参加
　　　　「東アジアとキリスト教の出会い」

テーマ：中国 における キリスト教「 教」
　講師： 人研究員
第2回
研究発表
・テーマ：「 ける に と に きる
               所の サバイバー 境を き い のか」
 発題者： 客員研究員
・テーマ：「神の 義と 三 一 の数 」
 発題者：安田 客員研究員
第3回 内 アセンター
研究発表 参加者：4名
テーマ：神 ・伝 ・ に か
発題者： 英子客員研究員
第2回 学部 谷研究室
サービスラーニン の実 に いての 出席者：4名
秋学期公開講座社会連携センター主催へ参加
　　　　「東アジアとキリスト教の出会い」

テーマ： 所内英学所 宣教師ヘボンの英語教育
　講師：権田益美客員研究員
第3回 学部 谷研究室
サービスラーニン の実 に いての 出席者：4名

11月6日（日） 8：00～17：00 第4回 国際
サービスランニン の実 （アジアスポー フ スタに学 と参加） 出席者：12名
第2回
査 者の
第5回 学部 谷研究室
サービスラーニン 実 に いての と公開講座に けての 出席者：4名
第4回

報告、 （2017 ） 学期公開講座参加 ループの
秋学期公開講座社会連携センター主催へ参加
　　　　「東アジアとキリスト教の出会い」

テーマ：日本におけるキリスト教人権思想の
　講師： 氏（ 学 大学 合文化 学部 教授）
秋学期公開講座社会連携センター主催へ参加
　サービス・ラーニン アクテ ブ・ラーニン を授 に
講師： 谷 所員、リサ ・ボン 研究員

11月12日（土） 10：00～15：00 ・ボランテ ア教育研究
内 アセンター

出席者：6名

11月10日（木） 18：30～19：50 委員会
フォーサイト7階会議室
出席者：10名

11月12日（土） 13：00～15：00 ヘブライズム研究
金沢文庫キャンパスｋ230教
室
参加者：25名

・ボランテ ア教育研究

11月9日（ ） 17：30～18：30 所報編集委員会
フォーサイト7階会議室
出席者：4名

11月9日（ ） 8：00～17：00 ・ボランテ ア教育研究

10月29日（土） 13：00～15：00 ヘブライズム研究
金沢文庫キャンパスｋ230教
室
参加者：20名

11月1日（ ） 10：00～11：30 ・ボランテ ア教育研究

10月20日（木） 18：30～20：30 いの を考 る研究

10月25日（ ） 10：00～11：30 ・ボランテ ア教育研究

10月15日（土） 13：00～15：00 ヘブライズム研究
金沢文庫キャンパスｋ230教
室
参加者：24名

10月15日（土） 10：30～12：30 と 境神学
フォーサイト7階会議室
出席者：4名

10月8日（土） 13：00～15：00 ヘブライズム研究
金沢文庫キャンパスｋ230教
室
参加者：21名

10月13日（木） 15：00～17：30 バプテスト 研究
フォーサイト7階会議室
出席者：4名

10月1日（土） 10：40～12：15 坂田祐研究
フォーサイト7階会議室
出席者：10名

10月6日（木） 18：30～19：50 委員会
フォーサイト7階会議室
出席者：10名

9月21日（ ） 16：00～18：00 所報編集委員会
フォーサイト7階会議室
出席者：5名

9月24日（土） 10：30～12：30 キリスト教と日本の精神風土研究
フォーサイト7階会議室
出席者：5名

8月5日（金） 10：00～12：00 ヘブライズム研究
東 ー ンパ ス（ 茶

）
出席者48名

9月2日（金） 14：00～17：00 いの を考 る研究
内 アセンター

出席者：8名

7月28日（木） 18：30～20：00 バプテスト研究
フォーサイト7階会議室
出席者：4名

7月30日（土） 10：30～12：30 と 境神学研究
フォーサイト7階会議室
出席者：6名

6月25日（土） 10：30～12：40 キリスト教と日本の精神風土研究
フォーサイト7階会議室
出席者：9名

7月16日（土） 10：00～12：00 新約研究
フォーサイト7階会議室
出席者：4名

7月21日（木） 18：30～20：00 いの を考 る研究
フォーサイト7階会議室
出席者：6名

7月9日（土） 10：30～12：15 坂田祐研究
フォーサイト7階会議室
出席者：7名

7月14日（木） 18：30～19：50 委員会
フォーサイト7階会議室
出席者：13名
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※当該年 1月～ 12 月の活動について報告している。

公開シンポジウム
タイトル：「日本の人文学研究とキリスト教」
司会：安藤　潔所員
講師：釘宮明美氏（白百合女子大学カトリック教育センター教授）
　　　　児玉晃二国際文化学部専任講師
　　　　伊藤哲客員研究員、神谷光信客員研究員
秋学期公開講座社会連携センター主催へ参加
　　　　「東アジアとキリスト教の出会い」
⑤テーマ：茶の湯を通してみるキリスト教伝道の実態
　講師：スムットニー祐美客員研究員
秋学期公開講座社会連携センター主催へ参加
　　　　「東アジアとキリスト教の出会い」
⑥テーマ：米バプテスト派によるアジア宣教
　講師：勘田義治客員研究員
第2回
研究発表
テーマ ：「内村鑑三のキリスト教思想の一考察　ロマ書3章21節～26節を中心に」

発題者：鳴坂明人客員研究員
秋学期公開講座社会連携センター主催へ参加
　　　　「東アジアとキリスト教の出会い」
⑦テーマ：タイ・ビルマ国境地帯少数民族の改宗
　講師：勘田義治客員研究員
第3回
研究発表
テーマ ：「幕末から明治初期におけるヘボンの英語教育－ヘボン塾の発展」

発題者：権田益美客員研究員
第3回
審査結果報告書に基づき、論文の審査

12月8日（木） 18：00～19：30 所報編集委員会
フォーサイト7階会議室
出席者：6名

12月3日（土） 13：00～15：00 ヘブライズム研究
金沢文庫キャンパスｋ230教
室
参加者：15名

12月3日（土） 10：45～12：30 キリスト教と日本の精神風土研究
フォーサイト7階会議室
出席者：6名

11月26日（土） 13：00～15：00 ヘブライズム研究
金沢文庫キャンパスｋ230教
室
参加者：15名

11月26日（土） 10：00～12：00 新約研究
フォーサイト7階会議室
出席者：3名

11月12日（土） 13：15～16：30 キリスト教と日本の精神風土研究
フォーサイト4階404教室
出席者：19名

11月19日（土） 13：00～15：00 ヘブライズム研究
金沢文庫キャンパスｋ230教
室
参加者：20名
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2016 年度　キリスト教と文化研究所構成員

所　　　長 村 椿 真 理 （法学部教授）
所　　　員 安 藤 　 潔 （国際文化学部教授）
 佐 々 木 洋 成 （社会学部准教授）
 細　谷　早　里 （経済学部教授）
 中　村　友　紀 （経済学部教授）
 内 藤 幹 子 （経済学部講師）
 尾之上　さくら （理工学部講師）
  佐 藤 幸 也 （理工学部教授）
 渡 部 　 洋 （建築・環境学部准教授）
 山 田 留 里 子 （人間共生学部教授）
 石 渡 浩 司 （教育学部准教授）
 中 村 　 優 （栄養学部講師）
 留 畑 寿 美 江 （看護学部准教授）
研　究　員 森　島　牧　人 （国際文化学部教授）
 矢　嶋　道　文 （社会学部教授）
 安　井　　　聖 （国際文化学部特約専任講師）　　
 影　山　礼　子 （法学部教授）　　　　　
 武　田　俊　哉 （理工学部教授）　
 リサ ･G･ ボンド （建築・環境学部教授）
 鈴 木 公 基 （教育学部准教授）
客員研究員 小 河 　 陽 （本学学院長）
 原 　 真 由 美 （本学非常勤講師）
 森　　　克　子 （日本バプテスト柏教会越谷伝道所牧師）
 小　玉　敏　子 （学校法人捜真学院理事・評議員）
 古　谷　圭　一 （東京理科大学名誉教授・恵泉女学園大学名誉教授）
 田　代　泰　成 （横浜女学院聖書科主任）
 三　井　純　人 （CLG幹事）
 木村護郎クリストフ （上智大学外国語学部教授）
 佐々木　宏　人 （NPO法人ネットジャーナリスト協会事務局長）
 花　島　光　男 （学校法人明治学院理事）
 三　浦　啓　治 （元本学職員）
 帆　苅　　　猛 （学校法人彰栄学園理事長・彰栄保育福祉専門学校校長）
 鳴　坂　明　人 （本学職員）　　　　
 中　島　昭　子 （捜真学院学院長）
 神　谷　光　信 （神奈川県立麻生高等学校教諭）
 スムットニー祐美 （米海軍第七艦隊哨戒偵察航空群）
 伊　藤　　　哲 （ 本学非常勤講師・フェリス女学院非常勤講師・麗澤大

学非常勤講師）
 山　本　直　美 （同志社大学非常勤講師・関西大学他非常勤講師）
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 権　田　益　美 （本学非常勤講師）
 鬼　嶋　雄　三 （公益財団法人横浜 YMCA常議員）
 吉　川　成　美 （ 県立広島大学准教授・早稲田大学早稲田環境学研究所

客員研究員）
 勘　田　義　治 （本学非常勤講師）
 長谷川　伸　江 （本学カウンセリングセンター　カウンセラー）
 安　達　　　昇 （早稲田大学教師教育研究所運営委員長）
 三　浦　一　郎 （本学非常勤講師）
 長　井　英　子 （本学非常勤講師）
 高　野　　　進 （本学名誉教授・新子安バプテスト教会牧師）
 所 澤 保 孝 （本学名誉教授・学校法人平和学園理事）
 安 田 八 十 五 （元本学教授・CLG代表）
 紺 野 茂 樹 （本学非常勤講師・幸手看護専門学校非常勤講師）
 瀬 沼 達 也 （本学職員）
 田 所 賢 二 （日本バプテスト同盟松本バプテスト教会牧師）　
 石 川 　 満 （チャーチ・オブ・ゴッド御幸キリスト教会牧師）
 深 澤 健 一 （日本同盟基督教団久里浜福音教会協力牧師）
 森 　 和 亮 （日本長老教会ハイランド・キリスト教会代理牧師）
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グ　ル　ー　プ 所　員 研究員 客員研究員

ヘブライズム研究プロジェクト ＊佐々木洋成 森島　牧人 勘田　義治
吉川　成美
権田　益美
鬼嶋　雄三
鳴坂　明人
深澤　健一
石川　　満
田所　賢二
森　　和亮

バプテスト共同研究プロジェクト ＊村椿　真理
　内藤　幹子

影山　礼子 原　真由美
森　克子
小玉　敏子
古谷　圭一

キリスト教と日本の精神風土研究グループ ＊安藤　潔 武田　俊哉 三井　純人
鳴坂　明人
中島　昭子
権田　益美
神谷　光信
スムットニー祐美
伊藤　哲
山本　直美
安田　八十五
佐々木　宏人

奉仕・ボランティア教育研究グループ ＊細谷　早里 リサ・G・ボンド 高野　進
所澤　保孝

坂田祐研究グループ ＊渡部　洋 矢嶋　道文
影山　礼子

帆苅　猛
花島　光男
三浦　啓治
鳴坂　明人
古谷　圭一
小玉　敏子
高野　進
安田　八十五

いのちを考える研究グループ ＊尾之上さくら 鈴木　公基 長井　英子
三浦　一郎
長谷川　伸江
安達　昇

依存症と環境神学研究グループ ＊中村　友紀
　中村　　優

安田　八十五
田代　泰成
三井　純人
佐々木　宏人
木村護郎クリストフ
紺野　茂樹

新約研究グループ ＊石渡　浩司 安井　聖 小河　陽
鳴坂　明人

資料委員会 ＊中村　友紀
　村椿　真理

広報委員会 ＊中村　友紀
　尾之上さくら

武田　俊哉 勘田　義治
瀬沼　達也

所報編集委員会 ＊中村　友紀
　細谷　早里
　留畑　寿美江
　佐藤　幸也
　山田　留里子

2016 年度　キリスト教と文化研究所　プロジェクト・グループ・委員会メンバーリスト（＊代表者）
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　今回の所報 15号には、シンポジウム報告 2編、研究論文 2編、研究ノート 1編などを掲載す
ることができました。いずれも、キリスト教や信仰と結びついた、あるいはそれらに根差した人
間や社会の営為を対象とした研究の、ここ 1年の間の成果です。
　これらの研究がなされたこの 1年とは、世界情勢が大きく変わった事件の年でした。EU離脱
というイギリスの決断、そしてアメリカ大統領選挙の結果は、イギリスやアメリカの問題である
のみならず、世界中の人々に大きな衝撃をもたらしました。それらがグローバル社会に及ぼす実
質的な諸影響はこれから先に生じるとして、さしあたってこれらの事件は、私たちがこれまでよ
しとしてきたある価値を揺るがすという意味で、大きなインパクトを与えるものとなりました。
つまり、平等、人道主義、相互扶助、多様性の尊重、共生社会、これらの価値に異を唱える人々
が多くいる、またその背景には社会矛盾がある、という現実が顕在化しました。
　イギリスやアメリカの混乱を生んだ、イデオロギーというよりもっと根源的な価値や倫理の次
元における衝突は、現在のグローバル社会全体に遍在する問題です。こうした状況への取り組み
において、学術が担う役割は様々あります。混迷状態にある社会や人々に対して、キリスト教研
究およびキリスト教的観点による研究は、すべからくなんらかの意味を持つものであり、直接的
あるいは間接的に貢献を果たすことも可能です。この所報に掲載された研究成果もそれぞれに、
動揺する価値観に対して、問題提起や提言を行いうるものだと言えます。
　最後に、今回貴重な研究成果をお寄せくださった執筆者の皆様に感謝申し上げます。また、査
読にご協力くださった方々、編集にご協力くださった村椿真理所長、リサ・ゲイル・ボンド先生、
研究所運営委員会の皆様にお礼申し上げます。所報の完成までご尽力くださった事務局の皆様、
編集委員会の皆様、ありがとうございました。

編集後記

キリスト教と文化　所報編集委員長　中　村　友　紀
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執筆者紹介（掲載順）

村 椿 真 理 所　員：関東学院大学法学部教授・関東学院大学宗教主任

細 谷 早 里 所　員：関東学院大学経済学部教授

安 田 八 十 五 客員研究員：元関東学院大学経済学部教授・CLG代表

小 林 孝 吉 学校法人神奈川大学

神 谷 光 信 客員研究員：神奈川県立麻生高等学校教諭

高 野 　 進 客員研究員：関東学院大学名誉教授

所 澤 保 孝 客員研究員：関東学院大学名誉教授

リサ・G・ボンド 研究員：関東学院大学建築・環境学部教授

武 田 俊 哉 研究員：関東学院大学理工学部教授

佐 々 木 洋 成 所　員：関東学院大学社会学部准教授

渡 部 　 洋 所　員：関東学院大学建築・環境学部准教授

尾之上さくら 所　員：関東学院大学理工学部講師

安 藤 　 潔 所　員：関東学院大学国際文化学部教授

中 村 友 紀 所　員：関東学院大学経済学部教授

石 渡 浩 司 所　員：関東学院大学教育学部准教授
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FOREWARD･･･････････････････････････････････････････ ････ Makoto Muratsubaki

SPECIAL REPORTS
Serve the World: Civic Engagement through Service Learning
　　　　　････････････ Susumu Takano, Yasutaka Tokorozawa, Lisa G. Bond, Sari Hosoya 
Implications of the Atomic Energy from the Relationship between the Energy and 
Environmental Problems and the Role of Christianity: Towards the Building and Issues of the 
Environmental Theology (4) ････････････････････････ Yasoi Yasuda, Takayoshi Kobayashi

ACADEMIC PAPERS
Transformation of Black Persons’ Image in Shusaku Endo’s Works ･･･････Mitsunobu Kamiya
Sakata Tasuku and Abraham Lincoln: In Search for ‘Life of Service’
　　　　　････････････ Susumu Takano, Yasutaka Tokorozawa, Lisa G. Bond, Sari Hosoya

RESEARCH NOTES
Biological Characteristics of Human Beings and Faith ････････････････････Toshiya Takeda

REPORTS OF RESEARCH PROJECTS
Report of Study Group on Baptist, 2016 ･･････････････････････････ Makoto Muratsubaki
Report of the Research Project on Hebraism, 2016 ････････････････････････ Yousei Sasaki

REPORTS OF STUDY GROUPS
Report of Study Group on Dr. Tasuku Sakata and Works, 2016 ････････････Hiroshi Watanabe
Report of Study Group on “Consideration of Life (INOCHI)”, 2016 ･･････････Sakura Onoue
Report of Study Group on the Problem of Service Education and Its Practice, 2016
　　　　　････････････････････････････････････････････････････････ Sari Hosoya 
Report of Study Group on Christianity and Japanese Spiritual Features, 2016 ･･･ Kiyoshi Ando
Report of Study Group on Dependency and Environmental Theology, 2016
　　　　　･･････････････････････････････････････････Yuki Nakamura, Yasoi Yasuda
Report of Study Group on the New Testament, 2016 ･････････････････････Hiroshi Ishiwata
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