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2022 年度始業礼拝 「無責任なリベラルでもなく、不勉強な保守でもなく」
マルコによる福音書 12 章 18～27 節

はま の

みちお

神学部長 濱野 道雄

復活はないと言っているサドカイ派の

ただ、特に神学コース生にとって、西南はリベラルな神学を教

人々が、イエスのところへ来て尋ねた。

えるイメージがあるかもしれません。確かに、神学部教授会はウ

「先生、モーセは私たちのために書いて

クライナへのロシア軍の侵攻についても非難声明を出したり、ま

います。
『ある人の兄が死に、妻を残して

た学生会の活動を見ても、西南の中でも少し煙たがられるほど、

子がない場合、その弟は兄嫁と結婚して、

と申しますか、
「西南の良心と」呼んでくれる方もいるのですが、

兄のために子をもうけねばならない。
』さ

ともかく政治的にはリベラルな動きをしているかもしれません。

て、七人の兄弟がいました。長男は妻を迎えましたが、子を残さ

ただ政治的にはそうかもしれませんが、神学的には、私はそれ

ないで死にました。次男が彼女を妻にしましたが、子を残さない

ほどリベラルな神学部でもないと思っております。けっこう伝統

で死に、三男も同様でした。こうして、七人とも子を残しません

的な、保守的な、熱く聖書と教会に立つ神学をしていると私は思

でした。最後にその女も死にました。復活の時、彼らが復活する

っています。
いずれにせよ、新しいものをどんどん自由に取り入れるリベラ

と、彼女は誰の妻になるのでしょうか。七人ともその女を妻にし

ルも、伝統を大切にする保守も、良いところもあれば、問題もあ

たのです。
」

ります。学生の皆さんも、学び、また学生生活をする中で自分の

イエスは言われた。「あなたがたは聖書も神の力も知らないか
ら、そんな思い違いをしているのではないか。死者の中から復活

スタイルを自由に作っていって下さればと、私は願っています。

するときには、めとることも嫁ぐこともなく、天の御使いのよう

私が授業で心掛けていることは、できるかぎり選択肢の幅をリベ

になるのだ。死者が復活することについては、モーセの書の『柴』

ラルから保守まで広く示すこと、その上で、私自身は「これ」を

の箇所で、神がモーセにどのように言われたか、読んだことがな

選び、「ここ」に立つことを、その理由と共に説明すること、そ

いのか。
『私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である』

の上で、ではあなたはどれを選びますか、それは何故ですかとの

とあるではないか。神は死んだ者の神ではなく、生きている者の

問いかけを繰り返すことです。答えは、私ではなく、勿論、皆さ

神なのだ。あなたがたは大変な思い違いをしている。
」

んお一人お一人が探していくのです。
ただそのように授業を進める中で、少し注意しておいて欲しい

新入生の皆様、西南学院大学神学部へようこそいらっしゃいま

こともあります。それは一つに、リベラルに新しい知識や意見を

した。そして在校生の皆様、新しい年度も共に神学の学びを始め

取り入れているつもりで、気が付くとリベラルというより無責任

ていきましょう。ご来賓の皆様、どうぞ今年度もお祈り、お支え

な態度になっていないか、気を付けて欲しいということです。リ

をよろしくお願いします。そして教職員の皆様、共に今年も歩ん

ベラルに「あなたの考え方は古い、限界がある」と言ってみても、

でいきましょう。

じゃあこの考え方の他にどうするのか、代わりになるアイデアを

神は、私たちの学びを励ましてくださいます。そして私たちが

考えようとしないならば、それはただの無責任発言になるかもし

知識のための知識を超えて、責任をもって、地に足を付けて生き

れません。あるいは次から次へ新しい知識をならべても、じゃあ

るための知識、知恵、勇気を与えてくださいます。そしてその知

あなたは実際に何をしているのですかという問いに答えられな

識、知恵、勇気をいただいた私たちを、今、痛みを持つ人々と出

ければ、それも無責任な態度かもしれません。
そしてもう一つ同時に、保守的なつもりで、実は不勉強なだけ

会い、共に生きていくように、神は招いてくださいます。

にもならないで欲しいと思います。「これまでこうしてきたし、

今日から始まる神学部での生活において、あなたは、具体的に、
何を始めるように、神から招かれているでしょうか。あなたは今

世間でもみんなこうするのが常識だ」と保守的に言ってみたとこ

日から何を始めるでしょうか。

ろで、それはこの何年かだけの常識だったり、日本だけの常識だ
ったりすることがあります。神学は、数千年の歴史を扱いますし、

西南学院大学神学部についてどのようなイメージをもって、皆

世界中に広がるキリスト教を扱いますし、時にはキリスト教の外

さんは入学していらっしゃったでしょうか。西南の中でも神学部

の世界とも向き合います。そこには実は常識と思っているものと

は「謎の学部」と呼ばれておりますが、より理解して頂けるよう

は別の答えがある場合があります。それらのことを勉強しておら

に、現在ウエブサイトをリニューアルしたり、ツイッターを始め

ず、「これが常識だ」というのは、保守的ではなくて、ただの不

たりしていますので、どうぞフォローしてください。

勉強ということもある訳です。
どうぞ良いリベラルになる人は責任感のあるリベラルになっ
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てください。良い保守になる方は良く勉強する保守になってくだ

したいことだからです。

さい。そのことは、学生の皆さんにだけ言えることでは無いと思

ただ、ファリサイ派が、というより、現代で、復活を信じてい

います。私たち教員もそうですし、職員の方々もそうでしょう。

るキリスト教徒として考えておきたいことがそこにあると思い

そうでなければ、大学で神学を学び、教育するという事は不可能

ます。もし復活というものが、単に自分が永遠に生き延びてやる、

だと私は思っています。

そして復活して、いつかギリシア人に、ローマ人にリベンジして
やる、今度は殺される側ではなくて殺す側になってやるというこ

先ほどお読みいただきました、今、受難節に読まれることも多

とであれば、それも問題ありと思うのです。そのような「復活」

いでしょう、イエスとサドカイ派と呼ばれるユダヤ人たちとの対

は、ただ死んだ後に人生の第二部がそのまま続いていくだけのよ

話にもそれはあらわれているかもしれません。サドカイ派は、い

うな「復活」は、サドカイ派が言う通り、ナンセンスな空想なの

わば保守的な人たちでした。これまでの伝統を大切にし、現在の

だとも思うのです。

状況を変えるつもりはありませんでした。サドカイ派は旧約聖書、

リベラルに、自由にものを考えるのは良いことです。ただ、そ

つまりヘブライ語聖書に書いてあること、それも最初の５つの文

の自由さは、誰と共に立つ自由さなのか、ということです。新自

書、モーセ五書と言いますけれども、それだけを大切に考えまし

由主義のように、自分の自由、自分の国や民族のための自由、強

た。先ほど読まれました聖書の少し前に出てくるファリサイ派や、

いものの自由だけであれば、それは無責任な自由、無責任なリベ

イエスも、そのようには考えませんでした。聖書に直接書いてな

ラルなのだと思います。

くても、それをどう読むのか、解釈して膨らました口伝えの教え
や、議論を大切に考えていました。ですから、イエスやファリサ

しかしイエスは、その自由を、今痛む人、後回しにされた人と

イ派は復活を信じていましたが、サドカイ派は、モーセ五書に明

共に生きる、その生き方とされました。これまでにない新しい世

確には書いていない復活を信じていませんでした。

界を求めて、神の国をもとめて、生き始められた。イエスは、今

サドカイ派の復活に対する考え方、それ自体は、私は一つの考

日の箇所で言えば、女性たちと共に生き始められました。当時女

え方だと思います。現代人にとっても「復活はない、あるいは分

性たちが人ではなくモノとして見られていたことが先ほどの聖

からない」といった方が理解されやすいかもしれません。ただク

書でも伺えます。「死者の中から復活するときには、めとること

リスチャンならば、復活を否定するなんてサドカイ派はひどい、

も嫁ぐこともなく」とありました。これはもともとの聖書の言葉

と思うかもしれません。しかしモーセ五書でも、永遠の命は、
「子

をみると、男性たちが女性たちをめとることも、女性たちがその

孫が増えていく」ということで表現されています。復活のように、

父親によって嫁がされることもなくなる、と書いてあります。女

そこに誤って潜みうる人間の思いを言えば、「自分だけが永遠に

性たちの意思はそこにはない、男性が女性を家の財産の一つとし

生き残ってやる」というより、子どもたちの命がつながっていく

てしかみていない社会の現実がそこに見て取れます。現代も、ジ

ことが大切という考え方も素敵だなあと私は思います。

ェンダーギャップ指数という、どれだけ女性が男性より後回しに

ただ、サドカイ派が良い保守ではなく、不勉強なだけならば、

されているかの指数で言うと、日本は世界で 120 位、最下位の方

やはり問題なのでしょう。イエスは「あなたがたは聖書も神の力

が近いのです。イエスは、そんな古い世界は、終わるというので

も知らないから、そんな思い違いをしているのではないか」とサ

す。新しい世界が、永遠の世界が私たちを待っている。それが神

ドカイ派に言っています。もともとヘブライ語聖書には無かった

のもたらす、この世界をも超えていく復活の力であり、復活の希

復活という考え方が形成されたのは、ユダヤ人がギリシア人に支

望だというのです。単に新しいことを無責任にイエスは言ってい

配された比較的新しい時代になってからです。ギリシア人等が持

るのではありません。実際にイエスは女性たちと共に生き、やが

っていた復活の考え方がそこに影響したという人もいます。そし

て権力者に命を狙われ十字架に至るほど、今痛んでいる人たちと

てギリシア人たちに支配され、殺されていくユダヤ人たちが、
「た

共に立ち、
「生きている者の神」
、いのちの神を示しつづけ、新し

とえ死んでもこれで終わりじゃない、復活がある」のだと、希望

い神の国へと手を伸ばしたのです。

の基として復活を信じ始めたのかもしれません。サドカイ派は時
の権力者たちと仲良くしておりましたから、そんな新しい世界の

神は、私たちの無責任でもない、不勉強にもとどまらない、日々

考え方も、殺されていく人たちの希望も、何も勉強しようとせず

の学びを励ましてくださいます。

に、分かろうとせずに、復活を否定していたのかもしれません。

今日から始まる神学部での生活において、あなたは、具体的に、

それならばやはり「あなたがたは聖書も神の力も知らない」と言

何を始めるように、神から招かれているでしょうか。そこには希

われても仕方がないのでしょう。

望と大いなる祝福があります。お祈りします。

それに対して、復活を信じていたファリサイ派は、当時にあっ

私たち一人一人の名前を呼んで、西南神学部に集めて下さった

てはリベラルな人たちと呼べるのだと思います。モーセ五書をど

神様。どうぞこれから始まる日々、あなたが共にいてください。

う読むのか、新しい読み方、自由な読み方、状況に合わせた読み

そしてあなたが私たちを励まし、共に笑い、共に泣いてくださる

方ができないか、ファリサイ派の中でも分かれて議論を繰り返し

ことを聖書を通して知っておりますので、感謝します。今日ここ

ていました。

に集まった一人一人をあなたが豊かに祝福してください。

それ自体、私はやはり素敵なことだなあと思います。聖書を自分
の目で読み、自分の言葉で語ることこそ、神学部で皆さんと共に

戦争が続くこの日、平和の君、イエス・キリストの名前で祈り
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ます。アーメン

2021 年度卒業礼拝説教

2022 年 3 月 17 日(木) 於：西南学院大学チャペル

「主の慈愛のもとに」
詩編 23 編 6 節
しぶたに

沖縄バプテスト連盟

東風平バプテスト教会協力牧師

ハレルヤ、命をはぐくみ、愛と恵みに満ちたもう主に感謝い

かずみ

澁谷 和美

◎家族の崩壊がもたらしたもの
家庭が崩壊し、行く道が分からなくなり、二人の子どもを育

たします。今日、ここに立たせていただいたことに、心から御
礼を申し上げます。なつかしいお顔もあります。感謝です。
私は、2009年に神戸から沖縄に移り住み、那覇新都心キリスト
教会で教会主事をさせていただきました。2019年からの３年間、
今回ご卒業を迎えた安里道直神学生の推薦教会(東風平バプテ
スト教会)で協力牧師をさせていただいております。今日、神学

てる生活に、「ああ重いな」と思うことがありました。生きて
いくことが重かった。自分の選択の結果起こったことでもあり、
負わなければいけないことも分かっていましたが、「重いな」
と思うことがありました。周りにどう説明していいのかも分か
らないのです。勿論色んな助けを受けているのです。それでも
です。助けてほしかったのです。

部の卒業を迎える皆様の卒業礼拝に説教を取り次ぐというお
役をいただきました。主の前に畏れを感じております。

そこから出てきた問いがありました。「助けられるとはどう
いうことか？」、
「人を助けるということはどういうことか？」

説教の依頼をお受けしたとき、脳裏に浮かんだのは哀歌３章
22節「主の慈しみは決して絶えない。主の憐れみは決して尽き

という問いでした。
何年かして「人は人を助けられない」という結論に至りまし

ない」でした。そのことについてお話しすることを許してくだ
さい。私の家族は、夫が献身しこの神学部に入学したため福岡

た。私がたどり着いた答えでした。助けられるとは、誰かに丸
ごとすっぽり身代わりになってもらう、入れ替わってもらうこ

に移り住んで過ごしたことがあります。卒業後は、赴任先に家
族で向かうはずでした。しかし、夫が出ていくことによって家

とでした。それは不可能です。
しかし、できる方がおられました、イエスさまです。私たち

族は分断しました。

の罪の身代わりになって死んでくださったイエスさまにしか
できないことでした。ということは人にはできないことなのだ

皆様の中には献身の思いをもって入学され、今主に召し出さ
れて新しい赴任先に向かおうとしておられる方がおられ、人文

と。神さまは、このような者の問いに答えてくださり、前に進
めるようにしてくださいました。勿論、この答えが誰にでも当

学コースの方はまたそれぞれの道を歩もうとされている。神学
部時代は、常に献身の思いも揺るがず、召命への疑いを持つこ

てはまるとは言えないでしょう。
今日選びました聖書は詩編23編６節ですが、１節は「主は羊

となく有益に時を過ごすことができた方ばかりではないかも
しれません。意外と、これ迄の信仰が揺り動かされる時ではな
かったでしょうか。
恐らく、私の夫も献身の思いが揺らいでしまったのでしょう。
家族も巻き込んで、何をしているのかわからない時を過ごした
のではないかと思います。でも夫が出ていくきっかけは私にも

飼い」と始まります。それは、新約聖書でイエスさまが「私は
よい羊飼いである」と言われた言葉とつながります（私はよい
羊飼いである。私は自分の羊を知っている。(ヨハネ14:14)）。
私という人間に必要な応答の仕方で、極めて個別性をもって、
私の感覚にも合う形で答えてくださったのではないかと受け
取っています。

あるのです。私が赴任先に赴くことを反対したからです。理由
は色々ありますが、今思うと私の方に一緒に船に乗って進む自

その後の人とのかかわりの中で、このことは傲慢になりがち
な自分自身への自戒ともなりました。ゆめゆめ人を助けたなど

信がその時無かったからです。夫はどうにか立ち上がろうとし
て一縷の望みで赴任先に活路を見出そうとしたのかもしれま

と思うなかれ、です。ほんの一コマ用いてくださったというこ
とがあるだけだと。

せん。そのような夫に対して隣人になることもできず、非常に
申し訳ないことをしました。子どもたちに対してもです。
また、神学部の先生方や同級生の皆様にも、本当に痛みを負
わせる出来事になりました。それでも私たち家族のことを祈り

ある時「もう死ぬしかない」と思っている人を前にしたこと
があります。思いつめて目の前に見ているのは死ぬことだけで
した。どうして死ななければいけないのか、と私自身は思うけ

覚えてくださったからこそ、ここまで主から離れず来られたの
だとも思います。

れど、相手には死の選択しかないのです。神さまに祈るしかあ
りません。祈りつつ緊張しながら話しておりました。彼は死を

そんな経緯がありましたから、再びここに来ることはないだ
ろうと思っておりました。しかし、主のなされることの不思議

思いとどまってくれたのです。「あの時言ってくれた言葉で思
いとどまることができた」と後で言われましたが、私は緊張し

さ、そこに主の「慈しみと憐れみ」を感じました。

過ぎて覚えていないのです。「二人、また三人がいるところに
私もいる」といわれる神さまが、そこにあるお互いの祈りと願
いに答えてくださったのではないか、と思わされる経験でした。
感謝なことに、思いがけない出来事を通して出てきた問いは、
月日を経て一つの答えをもって導いてくださいました。
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すでに、福岡を離れてから30年程経っております。そして今

と驚きと恐怖の空気の塊に打たれています。一日も早く、この

日ここに立たしていただくということが起こりました。道はあ
りました。連れ合いが行こうとした道を閉ざしたことについて、

軍事侵攻が終わってほしい、多くの人々の平和への祈りと行動
が起こっています。

「家庭が壊れているのに、これで教会まで巻き込んではいけな
い」と思って反対しました。「・・すべきではない。」こうい

どのような時も神のもとにとどまり続け、生かされている命
と命が欲するもの、生存とその人らしく生きる繁栄の道を奪う

う風な考えをすることによって、自分自身を動きにくくする傾
向が私にはあるのです。「今は反対しなければ」と、これがみ

ものに対し声を上げていく、祈りと行動で繋がることを、神の
恵みと慈しみへの応答として与えられているのではないでし

旨(神さまの示されていること)だと思ったのでした。

ょうか。
沖縄には「命（ぬち）どぅ宝」（命こそ宝）という言葉があ

つい最近の出来事ですが、神さまのみ旨について話していた
時、ある牧師の連れ合いが「み旨なんて分からない。確かにこ

ります。生きていることそのものが宝であるという、古くから
受けつがれてきた沖縄の心ともいえる言葉です。今こそ、この

れはみ旨だとはっきりわかる人もいるかもしれないけれど。後
からやはりこれがみ旨だったと受け止めるだけだよ。開かれた

言葉で一つとなろう、再び沖縄を戦場にしない、戦争はいらな
いと、「命どぅ宝の会」(2)が立ち上がろうとしています。キリ

道を行ったらいいだけ。」確かにそうです。そう言えるという
ことに、私は「すごいな、そうできたらいいな」とも思いまし

スト者もまたそこに繋がるでしょう。

た。
私たちは日々、意識してかまたは無意識に、次にすることを

◎最後に
今年度神学研究科博士前期課程4名、選科1名、また神学コー

選択して生活しております。無数の選択をしつつ、一日が過ぎ、
一年が過ぎる。「道は無数にある」とも言えます。でも道はな

ス2名、人文学コースを10名の方々がご卒業される。本当におめ
でとうございます。今日、個人的な話で戸惑う方もおられたか

いと思う、ないと思ってもう死ぬだけと思い詰めることもあり
ます。

もしれません。私は皆さまの前に、一人の人間として傷もしわ
もシミもいっぱいの姿で立ちました。私も、今日がかつて起こ

「開かれた道を行けばいい。」それは神さまが与えてくださ
った道として信頼するから行けるのです。でもその道を進めな

った出来事の卒業式だなと思っております。神学部を出て行か
れる皆様にとって、牧師である前に、教会員である前に、キリ

くても別の道もあるのです。行く道が分からなくなる、迷いの
中にいる者に、主ご自身がそばに来てくださり、迷いの穴から

スト者である前に、私たちは人間としてその姿をかくしきれな
いままで教会に立たされます。その上にみ言葉と神学と諸々の

引き揚げてくださり、また新たな道を歩ませてくださるのです。
どの道にも、そこで起こること、遭遇することは様々でしょう

情報を持って、自身の考えの傾向、枠組みともいえるものを織
り交ぜて、み言葉を取り次ぎます。言葉は力を持ちます。人を

が、主を呼び求めるものと共に歩んでくださいます。

活かすこともまたその反対のこともあります。恐れを持ちつつ
も、教会員の祈りに支えられて、また受け入れられて語り続け

◎詩編23編6節
「命のある限り

てください。主の許しのもとに。
恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に

私は帰り 生涯、そこにとどまるであろう。」
「慈しみは神の性格であると共に行為でもある。・・・またヘ

◎お祈りします
この世界を造り、すべての命を育み、慈しんでおられる主な

セドを行うとはその関係において最良を行うことであり、その
関係を最良のものとすることである。」と注解書(1)にあります。

る神さま、御名を崇めます。今日、新たに進むべき道を歩み出
そうとしておられる卒業生の皆様の歩みを守り、お導きくださ

私たちがどこにいようと、神さまの方から私たちを追跡して来
てくださり、見つけ出してくださる。そしていつも最善に持ち

い。生きることが困難な時代において教会の牧者として、また
それぞれの開かれた道を行かれる皆様に、あなたの御手で力強

運んでくださるということです。
神の恵み(トーブ)と慈しみ(ヘセド)。トーブの意味は「良い」

く押し出してください。平和の福音を携えて、その与えられた
場での働きを喜びと感謝をもってすることができますように。

と出てきます。創世記に神さまがその世界の創造において出来
たものを見て「良しとされた」の「良い」です。神に良しとし

生活の上でのすべての必要を満たし、すでにあなたが下さって
いる恵みの道を歩めるようにしてください。

て造られた私たちは、その生きる世界のどこにおいても神に信
頼して生きて行けばいいのです。「大丈夫だ、心配ない」と。

日々神学生にかかわる西南学院大学神学部の諸先生方のお
働きを感謝します。主に献身する教会の働き人を更に起こし、

実際のところ、この世は闇が益々濃くなってきているように

神学部が豊かに用いられますように。神学生を支える日本バプ
テスト連盟のお働きに感謝いたします。在校生の皆様の勉学を、

見えます。ロシアの他国への軍事侵攻、今までもあった、けれ
ど今回はその様子に震えました。世界中が震撼させられた。敵

生活をもお守りください。またかかわる教会の皆様の上に豊か
な祝福をお祈りします。主の御名によって祈ります。

意と憎しみも一極に集中いたしました。
新型コロナウイルスで世界の空気は変わり、今またこのロシ
アの蛮行で空気は変わりました。神学部学生会の機関紙「道」
(2021、No46 )に吉田神学生が「前方コロナ―後方恵み」と題し

------------------------------------------------------(1) 現代聖書注解スタデイ版「詩編」60頁J.F.D.クリーチ

て寄稿しておられました。今まさに前方ロシアのウクライナ侵
攻です。私たちはまるで空気銃で撃たれたような感じで憎しみ

現代聖書注解「詩編」496頁Ｊ.Ｌ.メイズ 左近豊訳
(2)「ノーモア沖縄戦
命どぅ宝の会」2022年3月19日発足
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2022 年度 卒業予定者紹介
「私の教会像－意識変革」
特別研修生

ゆかわ

湯川

ひろひさ

洋久

私にとっての理想の教会像というものは、
「悩みに寄り添い、元気づけられ、意識変革
が行われ、その結果、社会の不正義に立ち向かえる教会」です。
よく言われる、
「いつも喜んで」いること、これはもちろん素
晴らしいことでしょうし、そうしていられるに越したことはな
いのですが、人生の苦難にぶつかったときに、
「神様なぜ？」と

卒業予定者の招聘について

問わずにはいられない時もあると思うのです。そのように苦し
み、弱った心になっている人に、寄り添い、癒しとなる存在、
それが教会ではないかとも思うのです。ヨブ記にもちゃんと書
かれていますし、詩編では神様に悩み苦しみをぶつけているも

卒業予定者の赴任先については、原則と

のがたくさんあることからも、このような態度も実に聖書的な

して、神学部長が日本バプテスト連盟常務

のです。

理事と協議の上、その紹介にあたっていま

そしてその悩み苦しみに寄り添われることによりまず心の
内面における変革が起き、次に、変革に伴って自由になった精

す。招聘についてのお問い合わせは、直接

神を背景に、活力をもって社会の不正義の是正に取り組めるよ

下記にご連絡ください。なお神学生が神学

うな、そんな人たちの集まった教会であることができれば、と

の学びに集中できるよう、お問い合わせは

願うのです。

卒業年度に入ってからお願い致します。

そのプロセスの中で最も大切と考えるのは、「内面の意識変
革」です。信仰の世界は世の中の常識を超えた「超常識」の世
界です。悩み苦しみの少なからぬ部分は、常識の範囲内で物事

【連絡先】神学部長

を考え行動することから出てくる結果です。まずは各人の意識
の中にある「しょせん常識」であるに過ぎない思考をいちいち

住

洗い出し、教会員皆お互いに支えあってその思考を自由にして

濱野

道雄

所：〒814-8511
福岡市早良区西新 6-2-92

いくことで霊的成長を目指していければ良いと思うのです。旧

西南学院大学

約聖書での各登場人物の言動は一生懸命人生を生き抜く知恵
に満ち溢れていますし、新約聖書でのイエス様の言動は愛と超

電

常識の発想に満ち溢れています。これらが私たちの指針となっ

学術研究所

話：092-823-4539（濱野道雄 研究室）

メール：hamano@seinan-gu.ac.jp

て、私たちを内面から意識改革し、自由にしていくのです。
内面が自由に変革されていく過程で、私たちは神様から無条
件で愛されていることの喜びを知ります。その喜びの分かち合
いとして、世の中に存在する不公正に自然と立ち向かう態度を
持つことになると思うのです。よく教会で問題となる内向き姿
勢は、一つには教会がこの内面変革に意識がなかなか向いてい
ないことにあるように思えるのです。
この、世の中の不公正に立ち向かう教会、ということは、多
くの教会にとっては規模の問題などから困難を伴うかもしれ
ません。しかし、与えられた賜物の範囲内で行うことは可能だ
と思いますし、また、霊的成長にとって不可欠なことだと思う
のです。
少しずつ、少しずつ、こうやってより深い神様イエス様大好
き人間を増やすことが、困難ではあっても、理想の教会を作り
上げていく地道な道だと思うのです。
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2021 年度 卒業生紹介

【大学院神学研究科博士前期課程】

４名

● 泉 智也

①東風平教会 ②現代日本のバプテスト教会と礼拝－

②フランス革命から来る国と宗教の関係

④東風平教会

②日本人の葬儀観とキリスト教における葬儀の意義

②『長血の女性』の物語－史的イエスに見
③須藤 伊知郎

③才藤 千津子

④松山西教会

● 川元 美羽

● 奥村 献

②『ダ・ヴィンチ・コード』に見るフィクションと

①恵泉教会 ②プロテスタント教会における暴力
（ハラスメント）について

【選科】

③濱野 道雄

ノンフィクション

④平尾教会

②日本の子ども・若者の自殺とその予防

③才藤 千津子

● 中島 桂

● 林 守鎮

②太宰治とキリスト教

①鳥飼教会 ②日本バプテスト連盟の教会学校―その
歴史、現状と課題 ③才藤 千津子

③片山 寛

● 福島 浩二

④緑の牧場教会

②日本の自殺の現状と予防策

③才藤 千津子

● 的場 稜

【学部４年生】

②説得的行為に潜む危険性について

《神学コース》 ２名

③片山 寛

● 樺山 昂平

● 原田 仰
②宗教改革と終末論 ③片山

②差別から共生の道へ－ナショナリズムの中で生きる

寛

在日外国人の神学的解放

④本学大学院進学

③濱野 道雄

● 深町 創太

● 吉田 睿濫
①博多教会

③片山 寛

● 菅 雄策

１名

①平尾教会

③金丸 英子

● 岡田 龍馬

● 嶋田 健治

る「穢れ」と差別の克服

１０名

ついて ③片山 寛

● 安里 道直

①直方教会

④赴任先及び進路

②奴隷制における黒人の宗教観と結びついたブルーズに

④かたえ教会

その美学を探る ③濱野 道雄

③担当教員

● 衛藤 稜平

①かたえ教会 ②J.モルトマンの神学における「希望」の
③片山 寛

②卒業(修了)論文

《キリスト教人文学コース》

● 興津 吉英

根拠

①推薦教会

②ルターの教育観と現代日本のキリスト教教育

②信仰者が求めるべき真のキリスト教信仰

③才藤 千津子

─聖書における信仰から問う現代の諸信仰─
③濱野 道雄 ④本学大学院進学

2021 年度

西南学院大学神学部及び大学院神学研究科卒業礼拝

（2022 年 3 月 17 日

於：西南学院大学チャペル）
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2022 年度 入学生

神学部出張公開講演の御案内

Zoom 等を利用して講演会を開催しませんか。かねてより

【学部】
１年次（神学コース）

１名

（氏

名） （推薦教会）

李

信範

神学部では、全国の「地方連合」枠で、年２回を目途に出張
公開講演を行ってまいりました。講演者（神学部教員）の交

平岸教会

１年次（キリスト教人文学コース）

通費・宿泊費はすべてこちら側で負担いたします。また、講

９名

渡邊

裕月、師井

和奏、松尾

大輝、

演料もいただきません（但し、当該講演の前後に設定された

中村

泰貴、信田

将、満崎

彩乃、

別枠での御奉仕― 例えば礼拝説教奉仕等― についてはこ

澤村

祐輔、高築

想、宮地

陽菜
の限りではありません）。ただ御存じの通り、新型コロナウ

３年次（神学コース編入）
奥田

悟

【研修生】
石原

誠

湯川

洋久

１名

イルスの影響で、現在直接お会いしての講演会は難しくなっ

東京北教会

ています。それでもインターネットを通じて、私たちはこの

２名

出張公開講演が、全国諸教会の皆さまと神学部とを結ぶ架け

常盤台教会
橋の一つとなることを願っております。昨今、牧師になる神

福岡城西教会

学コース生が減少していますが、その要因の一つとして神学
部で何を行っているのか、ご理解いただくためのコミュニケ
ーションが不足していることをも考えています。そこでどう
《 2022 年度 神学部・大学院神学研究科
学部

専攻科

４年次

神学コース

12

人文学コース
選

学生人数表 》
か貴地方連合がこの機会を「将来伝道者になる人々」と神学

３年次

２年次

１年次

計

1

1

1

3

部の出会いの場としても是非とも御利用くださいますよう、

11

11

9

43

御案内申し上げます。その際は、御希望の時期・主題・専門

科

領域・講師等を具体的にお伝えいただければ有り難く存じま

専 攻 科
合

す。ご提供できます講演のテーマとしては、たとえば以下の
12

計

12

12

10

46
ようなものがあります：
「イザヤ書と現代の課題」
「新しい翻

*カリキュラム上、選科 1 年は学部 3 年次、2 年は 4 年次、3 年は専攻科にあたる

大学院
合

訳『聖書協会共同訳』、何が変わったのか?」「バプテスト史

博士後期

博士後期

博士後期

博士前期

博士前期

３年

２年

１年

２年

１年

計

3

3

計

にみる教会の自立と協力」「教会形成論」「平和の神学」「キ
リスト者として超高齢社会・多死社会を生きる」「現代キリ

研究生・研修生

総

合

計

2

スト教の霊性の宗教社会学」。御連絡は、神学部長宛てメー

51

ル（hamano@seinan-gu.ac.jp 件名＝「出張公開講演の件」
）
にて、お願いいたします。（なお、できるだけ御希望に沿う
よう努めますが、組み合わせ次第ではそうならない場合もあ
りますことを予め御了承ください。
）
在主

7

濱野

道雄

新任教員紹介

書

「黄南徳（ファン・ナムドク）教授のご紹介」
神学部長

濱野

評

『中世キリスト教の七つの時』
片山寛

道雄

著

／ 新教出版社
神学部長 濱野

2022
道雄

今年度より黄南徳先生を神学部教授として迎えました。天野
2021 年度をもって神学部教授を定年退職された片山寛先生

有先生が召天されて以来、求めてきた組織神学担当教員として

の本論文集は、
「まえがき」によれば、１「神学と哲学の関係」、

です。国際的な研究と活動を続けていらっしゃった方で、神学

２「修道院と大学の関わり」
、３「ペスト（黒死病）と、それに

教育に大きな寄与をして下さることでしょう。ひとつチャレン

よって中世世界が崩壊し…たこと」
（11-12 頁）の３つの問題群

ジであったのは、神学部にとって初めてのバプテスト以外の背

をめぐる論文に大別することができます。

景を持つ教員である点です。そこには日本のバプテスト内の研

そこに著者に対してどこかで抱いていた、評者の「疑問」を

究者養成に関する厳しい現実が確かにあります。ただし黄先生

解くヒントが見えた気がしました。
「疑問」とは、片山先生の専

はもともと日本キリスト教会へ韓国の大韓イエス教長老会・統

門であるトマス・アクィナスと、片山先生が良く言及されたカ

合から派遣されたエキュメニカル宣教師で、東アジア平和セン

ール・バルトの、一見対立する二つの神学はどのような関係に

ター・福岡のセンター長をなさっている方です。グローバリゼ

あるのか、ということでした。トマスを第二バチカン公会議の

ーションの中、その負の面を批判しつつ、しかし同時に積極的

基幹的神学にまでしたカール・ラーナーの弟子、クラウス・リ

に時代に向き合う伝道者養成の働きを試みている西南神学部

ーゼンフーバーから哲学を学んだ評者は、トマス神学はある種、

にとって、黄先生を迎えたことは大きなプラスになると信じて

自然神学的な「超越論的」神学であり、バルトの「超越的」神

います。

学とは対立的なものだと捉えていたのです。
トマスとバルトは「
『聖書を神の啓示として読む』というこの
一点については、共通している」
（114 頁）と著者は記していま

「自己紹介」

す。３つの問題群の「１」に関係するのですが、神から人の世
界を考える、神の啓示から哲学を考えるという方法がそこに共
神学部教授

黄

南徳

通するのでしょう。かつて片山先生が「私はラーナーのトマス
理解は好きではありません」と言われたことを思い出しました

私は 2019 年 2 月に大韓イエス教長老会

が、このようなトマス理解をお考えになり、だからバルトとの

(PCK)から日本キリスト教会(CCJ)にエキュメニカル宣教協力

共通点を見出されていたのだと、今になって思い至りました。

者として派遣され来日しました。大韓イエス教長老会は、韓国

その神学と哲学の関係理解は問題群「２」に反映されます。

基督教教会協議会(NCCK)、アジア基督教協議会(CCA)、世界教会

そこで「神学部」の存在意義、信仰生活と社会活動の関係も問

協議会(WCC)、世界改革教会共同体(WCRC)、世界宣教協議会

われます。著者はトマスをひもときつつ「観想的生活は、現実

(CWM)などの会員教団として世界エキュメニカル運動に参加し

的には少数の人々にのみ可能な『神への開け』ですが、それは
すべての人間の活動的生活に方向付けを与え、倫理学の全体に

ています。

意味を与えるべきもの」
（155 頁）と結論します。つまり神学校

来日した年の 5 月に、
東アジア平和センター・福岡を設立し、

での学びや信仰生活が、この社会の中で平和等を求める活動の

8 月に沖縄で第 1 回日韓青年平和学校を開催し、日本、韓国、

基盤になる訳で、これは先の「１」の理解に一致しています。

中国の学生たちとともに東アジアの平和と連帯のための一歩

ただそれは「社会活動より信仰生活」といった保守的な倫理

を踏み出しました。その他にも平和教育のために様々なテーマ

構造にならないでしょうか。そのような単純な理解を否定する

で資料集を発刊し、オンラインで市民月例講座を開くなど、こ

のが問題群「３」の、死や障碍を扱う諸論文でしょう。
「死の舞

れまで平和運動を続けてきました。そして今年 4 月から神学部

踏図」
（227 頁）のように、中世において死は現代より身近でし

の教授になりました。私は日本の教会と神学を学びながらアジ

た。そしてペストにおいては死そのものよりも、近親者との信

アの神学を発展させたいと願っています。これからの日本の教

頼関係の崩れや、それによって「死に方の作法」
（199 頁）が守

会のための牧師を養成し、私の神学の思索を深めたいと思いま

られなくなることこそが恐怖の対象でした。どんなに立派でも、

す。日本の神学者たちと議論しながら世界神学とエキュメニカ

人の働きはやがて死によって終わります。そのことに思い及ば

ル運動に寄与するつもりです。あわせて、今年韓国の済州島で

ない「『能力主義』という名前の病い」を「知的障碍者を見ると

開催しようとしていた第 2 回青年平和学校がコロナのせいで来

きに、私たちはその『病気』の存在に気付く」
（268 頁）
。社会

年に延期されましたが、沖縄-済州島-台湾をつなぐ＜平和の

活動は素晴らしい恵みですが、それができなくなる日が来る。
それでも残る何か、その社会活動のために犠牲にしてはいけな

島々＞の連帯を通じて東アジアの平和に向けた夢と希望を皆

い何かを、教えられます。これは大変重要なメッセージです。

さんと分かち合いたいと強く望んでいます。ご協力お願い致し
ます。主の平和
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『ウィリアム・マックスフィールド・ギャロット伝：
遣わされた方の御心を行うために』
カレン J. シャフナー 著

／

学校法人西南学院
神学部教授 金丸

『ここが変わった！「聖書協会共同訳」新約編』
小さな、しかし大きな一歩

2021
英子

浅野淳博 伊東寿泰 須藤伊知郎 辻学 中野実 廣石望 著 ／
日本キリスト教団出版局 2021
神学部准教授 日原 広志

『西南学院百年史』刊行のために設置された百年史編纂委員
本書は、2018 年 12 月に刊行された『聖書

会が役割を終えて解散する際、引き継ぐべきプロジェクトを洗

聖書協会共同訳』

い出して新設の学院資料センターへ申し送った。本書はその中

の従来の翻訳との違いと意義を紹介するために、
「NTJ 新約聖書

の初穂である。

注解」監修者会 6 名が分担して、新約聖書からの具体例 31 項
目について分析、評価したものです。須藤伊知郎先生は②④⑤

W. M. ギャロットは 1934 年に南部バプテスト宣教師として

⑭⑳の 5 項目を担当しています（⑭は伊東寿泰氏と共同）
。

来日し、戦前の日本と西南学院を知っていた。戦後は新制大学

本書の 31 項目について概観すれば、新共同訳のまま変えて

としての西南学院大学設立に尽力。初代学長、院長を歴任した。
また、神学部教授でもあった。1960 年代には、西南女学院の歴

いないもの 3 項目（注を入れたことが大きな前進①㉔㉛）
、新

史に残る労働争議収拾のために理事長として赴任。辣腕を振る

共同訳から口語訳の訳語に戻したもの 2 項目（改善㉕、新共同

い、短期大学長も務めた。宣教師としては、戦前、日本政府か

訳の方が良い②）
、新しい訳となったもの 25 項目です。新たな

ら抑留生活を強いられ、最後の交換船で帰国するまで国内に留

訳 25 項目の内訳については、新共同訳より改善されていると

まった。帰国すると、敵国からの帰還者であると同時に、戦争

評価されているものが 18 項目
（③④⑦〜⑭⑰⑱⑳㉒㉓㉖㉘㉚、

反対を明言して、諜報部の厳しい審査を余儀なくされた。入国

但しうち 3 項⑪⑬⑳については項目内部に新共同訳の方が良か

が認められると、日系人強制収容施設に赴き、収容者の福祉と

った改悪箇所も含む）、改善とまでは判定しないが新しい地平

教育に心を砕いた。また、日本と地理的に最も近いハワイで宣

を開くと評価できるものが 4 項目（⑮⑲㉑、注を評価㉗）
、いず

教活動に従事しながら、日本宣教再開の門が開かれる日を待っ

れの翻訳にも不足感が拭えず執筆者による更に別の訳が提案

た。再び来日すると、戦争で疲弊した教会の復興に奔走し、日

されているものが 4 項目（⑤⑥⑯㉙）となっています。
協会共同訳が脚注によって異読や別訳を明示していること

本バプテスト連盟の結成とその働きに協力を惜しまなかった。
西南学院では持ち前の知性と冷静さで同僚宣教師 E．B．ドージ

は教会の聖書理解を新たにします。本文は一つだけではないこ

ャーを脇からよく支え、大学行政の一端を担った。因みに、ギ

と、本文の読みは一つだけではないこと、この当たり前の聖書

ャロットは母校の米国ケンタッキー州ルイビルのサザンバプ

の事実に立ち返る時、教会は唯一の正解を握ったという自己絶

テスト神学校で若干 22 歳で新約聖書学の博士号を授与され、

対化の危険と不自由さから解放されるでしょう。

将来の教員候補に嘱望されていた。しかし、
「イエス様は『先生

「③『蝮』ではダメなわけ」における以下の文章が協会共同

と呼ばれない方がよい』とおっしゃっている。自分もそれに倣

訳の意義の一つを象徴しているように思えます。「最下層の

い博士号は要らない」と言って学校側を当惑させたという伝説

人々に寄り添い、かき消された声に耳を傾け続けたイエスに倣

もある。

うキリスト者は、このような些細な雑音を聞きとってこれに適
切な対処を施し、少数派の人たちが排除されない共同体を建て

本書の執筆は、第 10 代学長 K. J. シャフナー氏が個人的な

上げることを目指すべきだと思われます」
（浅野氏、18 頁）

プロジェクトとして心に温めていたもので、ご退任を機にそれ

まさにイエスに倣うかのように、協会共同訳は訳語の改善に

を再開された。このために氏は広範囲から新たな資料を収集、
執筆に力を注がれた。学院資料センターは発刊に向けてプロジ

よって、周縁化された者たちが存在を肯定され、排除されてい

ェクトチームを設け、小林洋一神学部名誉教授、劉雯竹学院宗

た者たちが偏見から解き放たれることを希求します。「男」を

教主事、評者がチームを組み、時節柄 Zoom による監修会議を

「人」にすることで女性と子どもが（⑧）
、
「ユニアス」を「ユ

何度も行い、ようやく完成に漕ぎ着けた。内容はシャフナー氏

ニア」にすることで消されていた女性が（⑳）、
「兄弟たち」を

の原稿に加え、学長・院長としてギャロットが残した文書群、

「きょうだいたち」にすることで姉妹が（㉒）
、当該章句の中に

詳細な年表、写真、ご家族や所縁の方々の思い出である。

再び存在を肯定されます。また「子孫」を「子ら」にすること

私立学校の魂は「建学の精神」にある。奉職した宣教師の事

でユダヤ人が（④）
、
「不自然な肉の欲」を「異なる肉の欲」に

績を文字にすることは、建学の精神を生きたものとして残す手

することで同性愛者が（㉚）
、誤訳に基づく偏見や差別から解放

立てのひとつである。ギャロットは「遣わされた方の御心を行

されます。

うため」に異国の土を踏み、西南学院と日本のバプテストに生

須藤先生は「目指されたものは数多くあったが、最終的には

涯を捧げた。そのような先達が実際にここにいた。神学部も西

達成できたことはごくわずかとなった。しかしまずここからし

南学院もその生きた貢献とスピリットの上に今日あること思

か始まらない。小さいが、極めて大きな一歩である」と語って

い起こすべきであろう。日本バプテスト連盟とその諸教会も同

おられましたが、本当に大きな一歩であることを再認識するこ

様に。

とができました。
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『教義学要綱』
カール・バルト 著

天野有 宮田光雄

訳

新教出版社
元神学部教授

片山

／
2021
寛

元気の出る神学
天野有先生が晩年、病いをおして文字どおり「懸命」に訳し

を持っているのだというバルトの思想は、この箇所以上に明瞭

ておられたカール・バルトの『教義学要綱』が出版された。生

かつ説得的に語られた例を私は知らない。バルトの口調は若々

前に翻訳は完成していなかったので、宮田光雄先生が補って完

しく、力と確信に満ちている。1948 年のエキュメニズム運動へ

訳にまで漕ぎつけたのだとうかがっている。仙台という美しい

の参与以後のバルトに見られる路線変更（
「神の人間性」!）の

都市に、天野先生も宮田先生も関係が深いのだが、この師弟関

ようなものや、バルトの晩年に起ったイスラエルの「六日間戦

係（宮田先生は「バルト理解を共有する若い友人かつ同志」と

争」
（1967 年）による苦悩などの影は、ここにはまだ見出され

書いておられる）について、私は詳しくは知らないものの、こ

ないのである。

の引き継ぎは近年まれに見る麗しいものだと思う。

読むと元気の出て来る神学書、それがこの『教義学要綱』で

天野先生はなぜ、この『教義学要綱』をご自身の最後の仕事

ある。天野先生と宮田先生の翻訳そのものも、とても若々しい

として訳そうとなさったのだろうか。というのは、この本には

と思う。

すでに、名訳者として定評のある井上良雄先生の翻訳があり、

1 箇所だけ、私の立場から訂正していただきたい箇所がある。

天野先生もそれを読んでバルトを学んで来られたはずなので

74 頁４行目の「あの有名な五つの神証明」という言葉で、バル

ある。もちろん、今回いくつかの新しい翻訳上の工夫は凝らさ

トが「何を考えているのかは明らかではない」と訳者は註で述

れている。中でも読者の大きな助けになるのは、バルトの原書

べておられるのだが、これは明らかにトマス・アクィナスの『神

特有の長すぎる段落を意味上適切に区切って、いくつかに段落

学大全』第Ⅰ部第２問題第３項で提示されている（形而上学的

分けしてくださっていることと、全体を「である」体から、講

な）５つの神の存在証明（「五つの道」
）のことである。

義調の「です・ます」体に変えておられることである。これら
は、
『教義学要綱』が元来、ボン大学での講義の速記録であるこ
とを考えると、とうぜんなされるべき変更であったと思うけれ
ども、井上訳に目立った誤訳などが見出されるわけではない。
他にも訳語などを分かりやすくする小さな工夫はいろいろ施
されているのだが、それにしてもなぜ、病気と闘いながら天野
先生はこの翻訳を続けられたのだろうか。推測するに、それは
おそらく、先生ご自身が、このバルトの講義から生きる元気と、
病いと闘う勇気を得ておられたからだと思うのである。
バルトはこの講義を、1946 年の夏学期に、第二次世界大戦の
戦禍の跡も生々しいボン大学で、ナチズムによる戦争遂行中の
苦悩の日々をまだその顔や身体にとどめている若い学生たち
相手に、友情をこめて語った。講義の中でもしばしば、時事的
な話題が語られている。とりわけ第 11 章「救い主にして神の
僕(しもべ)」における、バルトのいわゆる「イスラエル神学」
、
つまりイエス・キリストの歴史の枠としてのイスラエルの歴史
は、単なる歴史的背景ではなくて、それ自体が神学的な必然性
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― 2023 年度 西南学院大学神学部入試案内 ―

【１年次一般入学（英語４技能利用型を含む）
】
○出願期間：2023 年 1 月 6 日（金）～1 月 17 日（火） ○試験日：2023 年 2 月 6 日（月）及び 2 月 9 日（木）
１．神学（献身者）コース（キリスト教会信徒歴＊１年以上）
２．キリスト教人文学（一般学生）コース（信徒歴は問いません）
【１年次独自指定校推薦入学】
○出願期間：2022 年 11 月 1 日（火）～11 月 9 日（水） ○試験日：2022 年 11 月 23 日（水・祝）
※キリスト教学校教育同盟加盟の高等学校長または日本バプテスト連盟加盟教会牧師からの推薦を受けた者
【１年次総合型選抜入学】
○出願期間：2022 年 10 月 3 日（月）～10 月 13 日（木） ○試験日：2022 年 11 月 23 日（水・祝）
※神学部を第一志望とし、入学してキリスト教と聖書を学ぶことを強く希望する者
※高等学校第３学年１学期（２学期制の場合は第３学年前期）までの全体の評定平均値が 3.8 以上の者
【２年次転・編入学】
○出願期間：2022 年 9 月 21 日（水）～9 月 28 日（水） ○試験日：2022 年 10 月 19 日（水）
※神学（献身者）コースはキリスト教会信徒歴＊２年以上を有する者
※大学第１学年次修了者（32 単位以上修得または修得見込）、短期大学または高等専門学校卒業者（見込含む）、文部科学大臣の定める
専修学校（専門課程）を修了（見込含む）し大学入学資格を有する者
【３年次転・編入学（学士入学含む）・選科・専攻科】
○出願期間：2022 年 9 月 21 日（水）～9 月 28 日（水） ○試験日：2022 年 10 月 19 日（水）
１．３年次転・編入学（学士入学含む）
※神学（献身者）コースはキリスト教会信徒歴＊２年以上を有する者
※大学第２学年次修了者（62 単位以上修得または修得見込）、短期大学または高等専門学校卒業者（見込含む）、文部科学大臣の定め
る専修学校（専門課程）を修了（見込含む）し大学入学資格を有する者、学士号を取得している者（見込含む）
２．選科生入学 高等学校卒業以上で 22 歳以上の献身者（バプテスト教会信徒歴＊２年以上）
３．専攻科入学 大学神学部卒業（見込含む）の献身者（キリスト教会信徒歴＊４年以上）
【神学部研修生（聴講生）
】
キリスト教宣教の伝道者養成のため、主として社会人を対象とした研修生制度（詳細は教務課（092-823-3305）へお問い合わせください）
＊「信徒歴」とは推薦教会における信仰生活を指します。なおこれらの年限は「日本バプテスト連盟全国壮年会連合奨学金制度に関する規程」の
ものとは必ずしも一致しておりませんので、お気を付け下さい。
※神学コース志願者は、出願時に①牧師・伝道者としての召命・献身決意書、②所属教会の総会決議に基づく推薦書（伝道所の場合、母教会と伝道
所の推薦書）
、③所属教会牧師の推薦書（伝道所の場合、母教会と伝道所の推薦書）
、④履歴書が必要となります。出願前に必ずキリスト教活動支
援課（TEL 092-823-3336）までお問い合わせください。
※外国人留学生入学の制度もあります。お早めにお問い合わせください。
◎神学部入試に関するお問い合わせ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
入試部入試課 TEL：092-823-3366 FAX：092-823-3388

― 2023 年度 西南学院大学大学院神学研究科 神学専攻博士前期課程及び博士後期課程入試案内 ―
【秋期（博士前期課程）】
一般・外国人等（国内居住者）及び社会人
○出願期間：2022 年 7 月 1 日（金）～7 月 13 日（水）

○試験日：2022 年 9 月 3 日（土）

【春期（博士前期課程）】
１．一般・外国人等（国内居住者）及び社会人
○出願期間：2023 年 1 月 6 日（金）～1 月 18 日（水）
２．外国人等（国外居住者）
○出願期間：2022 年 10 月 3 日（月）～11 月 4 日（金）

○試験日：2023 年 2 月 25 日（土）

【春期（博士後期課程）】
１．一般・外国人等（国内居住者）及び社会人
○出願期間：2023 年 1 月 6 日（金）～1 月 18 日（水）
２．外国人等（国外居住者）
○出願期間：2022 年 10 月 3 日（月）～11 月 4 日（金）

○試験日：2023 年 2 月 24 日（金）

○試験日：2023 年 2 月 25 日（土）

○試験日：2023 年 2 月 24 日（金）

◎大学院入試に関するお問い合わせ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
大学院課 TEL：092-823-3368 FAX：092-823-3348
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2021 年度 開講科目表
【神学専攻科】

【神学部神学科】
科

目

科

担 当 者

目

担 当 者

旧約学特殊講義Ａ／Ｂ

日原広志准教授

キリスト教神学への招待Ｂ ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ日原広志准教授

新約学特殊講義Ａ／Ｂ

須藤伊知郎教授

旧約概論Ａ／Ｂ

日原広志准教授

聖書学特殊講義Ａ／Ｂ

原田義也講師

新約概論Ａ／Ｂ

濱野道雄教授

聖書学特殊講義Ｃ／Ｄ

須藤伊知郎教授

キリスト教史概論Ａ／Ｂ

Ｇ.ロドリゲス准教授

教会史特殊講義Ａ／Ｂ

金丸英子教授

組織神学概論Ａ／Ｂ

濱野道雄教授

教理史特殊講義Ａ／Ｂ

片山

実践神学概論Ａ

才藤千津子教授

バプテスト史特殊講義Ａ／Ｂ 金丸英子教授

実践神学概論Ｂ

濱野道雄教授

牧会学特殊講義Ａ／Ｂ

才藤千津子教授

ヘブライ語Ⅰ・Ⅱ

日原広志准教授

牧会学実習

才藤千津子教授

ギリシア語Ⅰ・Ⅱ

石橋誠一講師

牧会心理学Ａ／Ｂ

才藤千津子教授

教会ラテン語Ａ／Ｂ

片山

説教学演習

濱野道雄教授

旧約釈義Ａ／Ｂ

日原広志准教授

教会形成論特殊講義Ａ／Ｂ

濱野道雄教授

旧約神学Ａ／Ｂ

原田義也講師

ｷﾘｽﾄ教教育学特殊講義Ａ／Ｂ 坂元幸子講師

新約釈義Ａ／Ｂ

須藤伊知郎教授

教会音楽特殊講義Ａ／Ｂ

麦野達一講師

新約神学Ｃ／Ｄ

須藤伊知郎教授

教会音楽特殊研究Ａ／Ｂ

福田のぞみ講師

教会史Ａ／Ｂ

金丸英子教授

特殊講義（３）

野中宏樹講師

教理史Ａ／Ｂ

片山

特殊講義（４）

中條譲治講師、今井朋恵講師

日本キリスト教史Ａ／Ｂ

安高啓明講師

今給黎眞弓講師、

バプテスト史Ａ／Ｂ

金丸英子教授

岡田富美子講師、

教義学Ｃ

濱野道雄教授

吉田尚志講師、中條智子講師

現代社会とキリスト教

Ｇ.ロドリゲス准教授

特殊講義（６）

ファン ナムドク講師

フェミニスト神学

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ日原広志准教授

演習Ａ／Ｂ

金丸英子教授

牧会学Ａ／Ｂ

才藤千津子教授

キリスト教教育学Ａ／Ｂ

坂元幸子講師

教会音楽Ａ／Ｂ

麦野達一講師

実践神学Ａ

野中宏樹講師

科

実践神学Ｂ

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ濱野道雄教授

キリスト教音楽特論

麦野達一講師

キリスト教社会福祉論

滝口

真講師

教理史特論

片山

総合人間学Ａ／Ｂ

片山

寛教授

キリスト教的共生特論

谷村禎一講師

教会音楽研究Ａ／Ｂ

福田のぞみ講師

説教学特論

濱野道雄教授

教会音楽研究Ｃ／Ｄ

福田のぞみ講師

神学演習

須藤伊知郎教授、

特殊講義（１）

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ濱野道雄教授

演習Ａ／Ｂ（１）

片山

演習Ａ／Ｂ（３）

日原広志准教授

演習Ｃ／Ｄ

金丸英子教授

英会話Ａ／Ｂ

Ｍ．Ｈ．ハヤシ講師

宗教心理学Ａ／Ｂ

才藤千津子教授

西南学院史（１）

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ立石剛教授

宗教科教育法

野口真講師

宗教科指導法Ⅰ・Ⅱ

才藤千津子教授

キリスト教神学への招待Ａ 踊

真一郎講師

寛教授

寛教授

寛教授

【大学院神学研究科】
目

担 当 者

寛教授

濱野道雄教授

寛教授
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2021 年度 神学部報告
10 月 6 日(水）伝道者養成に関する協議会、卒論、修論 中間
発表会（於 Web）

2021 年

11 日(月）～12 日(火)三バプテスト牧師合同研修会

4 月 1 日(木)大学入学式

（濱野教授分科会担当）

2 日(金)神学部始業礼拝（大学博物館講堂）
、
18 日(月)学生のための話し合い

開講講演（ロドリゲス准教授、大学博物館講堂）
、

19 日(火)～11 月 16 日(火)西南学院大学公開講座

ガイダンス（百年館）

「コロナ時代に神学は何を語るか」(於 Web)

7 日(水)前期授業開始(対面授業)

20 日(水)２・３年次転編入等試験、奨学金面接

12 日(月)学生のための話し合い
23 日(金)「一麦」基金第一回運営員会（Web)

11 月 8 日(月)学生のための話し合い
11 日(木)～13 日(土)大学祭

5 月 10 日(月)学生のための話し合い

23 日(火)１年次独自指定校推薦入試、総合型選抜入試

19 日(水)卒論、修論 構想発表会

26 日(金)佐々木和之氏 イブニングチャペル(於 Web)

21 日(金)「一麦」基金第二回運営員会（Web)
24 日(月)芦名定道氏（関西学院大学神学部教授）講演会

12 月 17 日(金)神学部クリスマス

（神学部主催、Web）

13 日(月)学生のための話し合い

27 日(木)ジョナサン・マゴネット氏（レオ・ベックコレッ

27 日(月)授業終了

ジ名誉教授）ロングチャペル（神学部主催、Web）

28 日(火)～2022 年 1 月 5 日(水)冬期休暇
6 月 9 日(水)～11 日(金）連盟第 1 回理事会
（Web、濱野神学部長陪席）
11 日(金)ジョナサン・マゴネット氏（レオ・ベックコレッ

2022 年
1 月 6 日(木）授業再開
11 日(火)卒業及び修了論文提出締切

ジ名誉教授）学術講演会（学術研究所主催、Web）

17 日(月)学生のための話し合い

12 日(土)卒業生個別面談（常務理事、神学部長）

20 日(木)後期授業終了

14 日(月)学生のための話し合い

21 日(金)～31 日(月)後期試験

25 日(金)神学教育に関する委員会（Web）

27 日(木)日本バプテスト連盟総会

神学校週間を覚える集い（Web）

31 日(月)卒論、修論 最終発表会
7 月 12 日(月)学生のための話し合い
2 月 1 日(火)～3 日(木)連盟第３回理事会

29 日(木)前期授業終了

（Web、濱野神学部長陪席）

30 日(金)～8 月 7 日(土)前期試験

4 日(金)～8 日(火)大学入学試験

31 日(土)オープンキャンパス

7 日(月)及び 8 日(火)1 年次一般入学試験（神学部）
12 日(土)協力伝道会議Ⅳ「どげんすっと？宣教協力」

8 月 1 日(日)オープンキャンパス（午後）

（福岡連合、神学部等共催、西南コミュニティ

10 日(火)～9 月 16 日(木) 夏期休暇

センター）

13 日(金)～14 日(土)全国青年大会（講師 濱野教授）

25 日(金)大学院試験（博士）

臨床牧会実習（宣教研究所との協力プログラム）

26 日(土)大学院入試（修士）

21 日(土)全国壮年大会（Web)

28 日(月）新任牧師主事研修会（宣教研究所）
9 月 4 日(土)大学院試験（修士・博士）
3 月 11 日(金)～12 日(土)神学校入学前研修会

8 日(水)～10 日(金）連盟第２回理事会

（宣教部主催、才藤教授講演）

（Web、濱野神学部長陪席）

14 日(月)実践神学担当者懇談会・近隣教会懇談会・

17 日(金)後期授業開始

助言者の会

22 日(水)神学教育協議会（於 Web）

15 日(火)～16 日(水)クリスチャン・アカデミー主催、

24 日(金)秋の親睦会

神学生交流プログラム

27 日(月)学生のための話し合い

17 日(木)神学部卒業礼拝・片山教授最終講義

29 日(水)前期卒業式

18 日(金)大学卒業式
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◆随筆
・
「名づけるとその名になった」神学部学生会誌『道』46 号（2021.10.8）
◆講演・発題
・「コロナ時代に神学は何を語るか――中世の教会篇――」
（西南学院
大学公開講座）（YouTube、2021.11.2）
・「ダンテ『神曲』と愛の形而上学 II」（最終講義）（於大学チャペル
2022.3.17）
◆説教
・「命に触れる」I Joh.1,1-4（神学部チャペル）（於 Zoom、2021.6.7）
・
「霊と水と血」I Joh.5,6-7（神学校週間礼拝）
（於 Zoom、2021.6.25）
・「真理が私たちを解放する」Jn.8,32（於大学チャペル、2021.7.7）
・「キリスト者として」Ps.130,1-8（松永雄二先生前夜式）（於西日本
典礼 INORIA 七隈ホール、2021.7.18）
・「松永雄二先生告別式説教」Off.21,1-4（於西日本典礼 INORIA 七隈
ホール、2021.7.19）
・「新しい心と新しい霊」Ez.18,30-32（日本バプテスト連盟全国壮年
大会開会礼拝）（於大名クロスガーデン、2021.8.21）
・「神が神であること」Ez.37,1-6（於和白キリスト教会、2021.9.19）
・
「世界のために祈る」Mt.24,29-31（於和白キリスト教会、2021.11.28）
・
「終末論的関係」Mk.3,31-35（神学部チャペル）
（於 Zoom、2022.1.17）
・
「物語るひと」Mk.12,41-44（西南学院大学卒業礼拝）
（於大学チャペ
ル 2022.3.16-18）
◆消息
・2022 年 3 月末 定年退職
・和白キリスト教会協力牧師

2021 年度 研究・活動・消息（就任順）
Ｇ．Ｗ．バークレー 教授
◆説教
・福岡ベタニヤ村教会（2021 年度毎月第一日曜日、合計 11 回
（8 月を除く）
）
・西南学院大学チャペル（2021.4.7、2021.9.22）
◆消息
・西南学院理事長
・西南学院大学学長
・早緑子供の園園長
・西南学院理事
・西南学院評議員
・アジア・バプテスト神学大学院理事・常任理事
・キリスト教学校教育同盟西南地区協議会代表理事
・福岡ベタニヤ村教会協力牧師

須藤

伊知郎 教授

◆執筆
・
「松の緑『三本の指を立て、平和を作り出す』
」
『西南学院月報』840 号
（2021.8）4 頁
・「真の平和を求める赦しと和解─キリスト教学の授業から─」
『「佐々木さんを支援する会」会報 ウブムエ』55 号（2021.8.20）
1-3 頁
・「
『入管法』公開学習会に参加して」『日韓・在日連帯特別委員会ニ
ュースレター』（2021.8.18）3-4 頁
・
「三本の指を立てて」神学部学生会誌『道』46 号（2021.10.8）10-11
頁
・「蔵書ギャラリー no.31『バッハ愛用 カロフ聖書』復刻版 全３巻」
『図書館報』191 号（2021.10.30）7 頁
◆翻訳
・フライブルク音楽家医学研究所／フライブルク大学病院／フライブ
ルク音楽大学「音楽の領域におけるコロナウイルス感染のリスク評
価」
（第 6 アップデート）（2021.6.7）
（https://www.mh-freiburg.de/fileadmin/Service/Covid-19/6._
Update_Risikoabschaetzung_Corona_Musik_Japanische_
UEbersetzung_7.06.2021.pdf）
◆講演・発題
・第 23 回ミャンマーを覚える祈り会「須藤伊知郎とマキンサンサン
アウンさんのダイアローグ」（オンライン、2021.7.16）
（https://youtu.be/kRcWEWyEHS0）
・神学部公開講座「コロナ時代に神学は何を語るか─イエスと初代教
会の時代から─」
（於コミュニティーセンター、2021.10.26）
◆研修会
・北海道地方連合教役者会牧師セミナー「わたしたちに託された福音
とは～マタイによる福音書から～」（オンライン、2021.8.24）
◆説教
・神学部チャペル（2021.4.12）
・全学チャペル講話（2021.4.15）
・筑紫野南キリスト教会主日礼拝（2021.7.18）
・田隈バプテスト教会主日礼拝（2021.8.22）
・常盤台バプテスト教会主日礼拝（2021.9.12）
◆消息
・宗教部長
・西南学院理事
・西南学院評議員
・チャペルパイプオルガン管理運用委員長
・聖書植物園管理・運営委員長
・情報処理センター委員
・西南学院管弦楽団部長
・日本新約学会理事
・西日本新約聖書学会理事
・日本聖書学研究所所員
・日本基督教学会九州支部幹事
・ＮＴＪ新約聖書注解シリーズ監修（福音書行伝グループリーダー）
・安全保障関連法の廃止を求める西南学院有志の会
（http://seinan-gu.jimdo.com）呼びかけ人
・市民連合ふくおか呼びかけ人代表
・福岡西部バプテスト教会員

片山

金丸 英子 教授
◆論文
・The Founding of the Japan Baptist Women’s Missionary
Union:Akiko Matsumura’s Passion for Equal Stats in God’s
Mission（神学論集第 79 巻第 1 号、2022.3）
◆執筆
・「教派神学校で教派史を学ぶことについて」神学部学生会誌『道』
46 号（2021.10.8）
・【分担執筆】「ウォルター・ラウシェンブッシュ」『キリスト教神学
命題集』（日本基督教団出版局、2022.3.30）
・『ウィリアム・マックスフィールド・ギャロット伝』編集後記
（学校法人西南学院、2021.4.20）
◆翻訳
・カレン・E.スミス「バプテストの教会論：共にキリストの心を識る」
（Baptist Ecclesiology: Discerning the Mind of Christ Together）
（神学論集第 79 巻第 1 号、2022.3）
◆研究ノート
・「南部バプテストとエキュメニズム（1）
」（神学論集第 79 巻第 1 号、
2022.3）
◆特別講義
・Baptists in Japan（於 Zoom, Wake Forest University Divinity
School, North Carolina, USA, 2022.2.5）
◆研修会
・「バプテストについて学ぶ」
（於福岡ベタニヤ村教会、2022.1.23）
◆説教
・神学部チャペル説教（於大学チャペル、2021.5.24、10.18)
・大学チャペル講話（2021. 6.8)
・北山バプテスト教会小櫻信牧師就任・按手式礼拝説教
（於京都・北山バプテスト教会、2021.5.30)
・福岡ベタニヤ村教会神学校週間説教
（於福岡ベタニヤ村教会、2021.7.4)
・天野有先生記念会説教（於 Zoom、2021.10.17）
・福岡バプテスト教会主日礼拝説教
（於福岡バプテスト教会、2022.3.13)
◆消息
・大学院神学研究科科長
・一麦奨学金委員会委員
・神学寮寮監
・西南学院大学寮運営委員会委員
・全学点検評価委員会委員
・西南学院資料センター運営委員会委員
・西南学院資料センター宣教師文書研究委員会委員長
・西南学院資料センターバプテスト研究委員会委員長
・西南学院資料センターバプテスト資料委員会委員長
・関東学院大学キリスト教と文化研究所客員研究員
・Baptist World Alliance Commission on Baptist Heritage and
Identity member
・Baptist World Alliance Commission on Baptist Doctrine and
Christian Unity member,
・福岡バプテスト教会員

寛 教授
日原 広志 准教授

◆著書
・『中世キリスト教の七つの時』新教出版社（2022.2）
◆論文
・「コロナ時代に神学は何を語るか――中世の教会――」『神学論集』
第 79 巻第 1 号（2022.3）

◆執筆
・
「あなたの献身はキリストのからだなる教会の献身です」神学部学生
会誌『道』46 号（2021.10.8）
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◆翻訳
・ジョナサン・マゴネット「ヤコブは間違った祝福を奪ったのか（創世
記 27 章)？」
『西南学院大学神学論集』第 79 巻第 1 号（2022.3）4163 頁
・ジョナサン・マゴネット「ディベートする二つの詩編（103 編、145
編）―父としての神か、王としての神か？―」
『西南学院大学神学論
集』第 79 巻第 1 号（2022.3）65-91 頁
◆講演・発題
・
「ヘブライ語聖書の『疫病』と神の関係について」2021 年度後期西南
学院大学公開講座「西南コミュニティーカレッジ【学部等横断提供】
コロナ時代に神学は何を語るか」
（2021.10.19～11.16)の第一回「旧
約聖書学より」として（於 Zoom ミーティング形式、2021.10.19）
◆説教
・神学部チャペル（2021.6.21）
・福岡有田教会（2021.8.15、10.31）
・大学チャペル（2021.12.21）
◆消息
・日本旧約学会員
・日本基督教学会員（九州支部会幹事）
・大学学科主任
・大学学術研究所委員
・大学論集編集委員
・大学聖書植物園管理運営委員
・大学一般教育委員
・大学院委員
・大学授業評価検討委員
・大学親交会委員
・福岡有田教会員
濱野

道雄

◆消息
・鳥栖キリスト教会協力牧師
・日本バプテスト連盟 東日本大震災被災地支援委員会委員原発課題班担当
・日本バプテスト連盟 公害問題特別委員会協力委員
・日本バプテスト連盟 性差別問題特別委員会協力委員
・日本バプテスト連盟 宣教研究所バプテスト研究班メンバー
・日本バプテスト連盟 神学教育に関する委員会委員
・日本バプテスト連盟 福岡地方連合社会委員会委員
・東京バプテスト神学校特別委員会分科会Ａ委員
・日本基督教学会会員
・日本基督教学会 九州支部幹事
・日本新約学会会員
・日本宣教学会会員
・日本実践神学会会員
・キリスト新聞社 季刊『ミニストリー』編集委員
・公正・平等な選挙改革にとりくむプロジェクト 選挙市民審議会委員
才藤 千津子 教授
◆執筆
・
「コロナとともに生きる〜いのちをみつめて」日本バプテスト女性連
合発行『世の光』2021.4〜2022.3 毎月連載
・
「コロナ危機の中で〜神学部の取り組み」西南学院大学学生相談室報
(2020 年版/第 33 号) 特集「コロナ禍における学生支援」
・「コロナ危機にける自殺者の増加と教会の役割」西南学院大学学報
『SEINAN Spirit』第 218 号(2021.9)「教授のヨノナカ考」
・「新型コロナ危機の中で〜2 年目を迎えて」神学部学生会誌『道』46
号（2021.10.8）
◆講演・発題
・発表「危機における祈り」日本心理臨床学会大会「自主シンポジウム
心理臨床と祈り」 (zoom 開催、2021.9.5)
・講演「コロナ危機の時代を生きる」福岡地方連合女性会修養会（於日
本バプテスト連盟福岡城西キリスト教会、2021.11.3）
・講演「実践神学から〜コロナ時代のこころのケア」西南学院大学公開
講座 西南コミュニティカレッジ「コロナ時代に神学は何を語るか」
（於西南学院コミュニティセンター、2021.11.9）
◆研修会
・コメンテーター「病とキリスト教〜病院チャプレンの働き」全国大学
チャプレン会研修会（zoom 開催、2021.7.17）
・事例発表「教会内でのハラスメント」関西パストラルケア研究会（zoom
開催、2021.8.24）
・講師「がん患者のこころのケア入門」がん患者のサポート「サンフラ
ワー」連続研修会（zoom 開催、2022.1.22, 2.17, 3.24）
・講師「ハラスメント入門講座」日本バプテスト連盟福岡地方連合「ハ
ラスメント」研修会（zoom 開催、2022.1.30）
・講師「神学生になるということ」日本バプテスト連盟神学校入学前研
修会（zoom 開催、2022.3.11-12）
◆説教
・日本バプテスト連盟田隈教会主日礼拝（2021.4.25）
・杉本拓哉牧師 広島江波教会牧師就任按手礼拝（2021.4.29）
・西南学院大学神学部チャペル（2021.5.10）
・平尾バプテスト教会・大名クロスガーデン主日礼拝（2021.5.16, 8.15,
10.10, 12.24, 2022.2.13）
・日本バプテスト連盟筑紫野南教会主日礼拝（2021.12.12, 2022.2.20）
・日本バプテスト連盟神学校入学前研修会閉会礼拝（zoom 開催、
2022.3.12）
◆消息
・宗教部委員（2018.4〜現在）
・言語教育運営委員（2018.4〜2022.3）
・平尾バプテスト教会協力牧師（2018.5〜現在）
・Pastoral Psychology 誌 編集委員（2013.7〜現在）
・社会福祉法人久山療育園評議員（2018.〜現在）
・社会福祉法人福岡いのちの電話スーパーバイザー（2018.9〜現在）

教授

◆執筆
・説教原稿「からし種一粒ほどの信仰」
『神学部報』西南学院大学神学
部（2021.6.15）
・日本バプテスト連盟 宣教部教会音楽室ニュースレター『礼拝さいこ
う』連載「事例紹介に応答して(4)」
（2021.6.16）
、
「事例紹介に応答
して(5)」（2021.10.20）、「事例紹介に応答して(6)」（2021.10.20）
・講演要旨「礼拝とは何か：聖書と歴史から」
、
「私たちはどのような礼
拝を、そして教会を求めていくのか」
『第 59 回 全国青年大会報告書』
第 59 回全国青年大会実行委員会（2021.10.19）
・講演要旨「パレスチナ問題とキリスト教、そして日本」
『キリスト教
センターニュース』東京女子大学キリスト教センター（2021.12）
・「片山寛教授古稀記念号・謝辞」
『神学論集』西南学院大学神学部
（2022.3.17）
◆書評
・
「青野太潮著『どう読むか、新約聖書』福音の中心を求めて」
『神学部
報』西南学院大学神学部（2021.6.15）
◆講演・発題
・
「パレスチナ問題とキリスト教、そして日本」聖書に学ぶ会、福岡 YWCA
（2021.7.22）
・「礼拝とは何か：聖書と歴史から」
、「私たちはどのような礼拝を、
そして教会を求めていくのか」第 59 回全国青年大会
（於 Web、2021.8.13-14）
・
「西南神学部を SWOT する」第 56 回全国壮年大会（於 Web、2021.8.21）
・「日本バプテスト連盟による「いわゆる『牧師夫人』に関する見解」
に学ぶ：私たちが名前のある一人として教会に連なるために」日本
基督教団愛知西地区「性差別問題を考える委員会」オンライン講演会
2021（於 Web、2021.10.2）
・
「『新コロナ時代』の牧師（教役者）のリーダーシップ」三バプテスト
合同牧師主事研修会 分科会（於 Web、2021.10.12）
・
「パレスチナ問題とキリスト教、そして日本」東京女子大学 宗教講演
（於 Web、2021.10.21）
・
「これからのふじみ野教会の物語を考える」ふじみ野バプテスト教会
信徒研修会（於 Web、2021.10.31）
・
「組織神学・実践神学より：コロナ時代の教会と神学について」西南
コミュニティーカレッジ後期公開講座（於 Web、2021.11.16）
・
「按手（礼）式の学び会」藤沢バプテスト教会 按手（礼）式の学び会
（於 Web、2021.11.21）
・
「教会像の変遷：アメリカの４つの教会像を手がかりに、日本の教会
を考える」第 4 回「どげんすっと？宣教協力」
（於西戸崎教会・Web、
2021.2.12）
・
「若者が生きる教会：礼拝、コロナ、
『弱さを絆に』
」中部地方バプテ
スト連合第３回青少年伝道カンファレンス（於 Web、2021.2.9）
・「天皇制に対する神学的批判の諸論拠」日本基督教学会 関東支部・
九州支部会（於 Web、2021.3.24）
◆説教
・神学部始業礼拝（2021.4.2）
・神学部チャペル（2021.7.5、9.27）
・鳥栖キリスト教会（2021.8.5、2022.1.30）
・臼杵キリスト教会 牧神就任式（2021.9.19）
・ふじみ野バプテスト教会（2021.10.31）
・田隈バプテスト教会（2021.11.28）
・日本キリスト教会 福岡城南教会（2022.2.17）
・西南学院高等学校卒業礼拝（2022.2.28）

Ｇ．ロドリゲス 准教授
◆執筆
・「ソーシャルディスタンスが求められる時代の自然に身をおいての
祈り」神学部学生会誌『道』46 号（2021.10.8）
◆説教
・西南学院大学神学部チャペル（2021.7.26、11.29）
・早良キリスト教会（2021.9.12）
◆消息
・早良キリスト教会員
・大学神学部学生主任
・大学国際センター委員
・大学国際化検討協議会員
・大学キャリアーセンター委員
・大学保健委員
・大学『神学論集』編集委員
・日本基督教学会員
・「宗教と社会」学会員
・国際宗教社会学会員
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2022 年度 西南神学生だより
新年度が始まり、新たな仲間と共に新しい歩みがスタートしました。私たちを学び舎に送り出し、また祈りや様々な支援で
もって支えてくださっている全国の教会・伝道所の皆様には、心から感謝申し上げます。今年度の神学部・大学院神学研究科
の神学生を紹介します。私たちのことを少しでも身近に感じていただければと思います。

大学院博士前期１年
原田 仰
推薦教会：平尾バプテスト教会
研修教会：福岡西部バプテスト教会

神学部１年
李 信範
推薦教会：平岸バプテスト教会
研修教会：姪浜キリスト教会

西南学院での学びが 5 年目となりました。しか
し、目の前に広がっているのは 5 年間慣れ親しんだ
環境ではないような気がしています。大学院での学
びは、聖書や自分の信仰、今の教会のことをより深
く見つめるものとなっています。今年はその中でも、「バプテスト」と
は何か、をより意識して学ぶ一年にしようと思います。また、引き続き
ウクライナやミャンマーにおいて、未だ戦いの最中にあり、生きるこ
と、学ぶことさえも危ぶまれている方々のことを祈りに覚えます。

大学院博士前期１年
吉田
推薦教会：博多キリスト教会
研修教会：早良キリスト教会

2022 年度、西南学院大学神学部での新しい生活
が始まりました。特に私にとっては外国人留学生
という立場で迎えるこの時期なのでより深い意味
があると思います。日本に来て 1 年 4 ヶ月の時間
が経ちました。西南に入学する前には札幌で 1 年 3 ヶ月間日本語学校
に通いましたが、それはウォーミングアップに過ぎなかったと感じら
れるほどこの 1 ヶ月間、いろいろな変化と学びがありました。これか
らの神様の導きを祈り、新しい歩みを踏み出したいと思います。

睿濫

研修生
石原 誠
推薦教会：常盤台バプテスト教会
研修教会：鳥飼バプテスト教会

私たちの主である素晴らしい神さまに感謝しま
す。この丸 4 年間の神学校生活を守り導いてくだ
さった主に感謝します。今までの数多くの出会い
と今後の新しい出会いを与えられている主に感謝
します。この出会いが祈りによって固く結ばれていることに感謝しま
す。日本バプテスト連盟の諸教会の一人一人に寄り添ってくださる主
に感謝します。すべてのことに感謝しつつ主の道を歩める恵みを感謝
します。

この 4 月から神学生としての新たな歩みが始ま
りました。たったひと月経過しただけですが、さ
まざまな事に不安を抱き、心がざわついていたよ
うに思います。今は一つ一つ整理され落ち着いて
きました。神さまの契約は揺らぐことがありませんから、心を乱さず、
主を信頼しお委ねをすればよいのですが…自身の弱さを思わされるス
タートとなりました。日々、主の慈しみの中で育まれていますことに感
謝いたします。そして、皆様のお祈りを心から感謝いたします。

研修生
湯川 洋久
推薦教会：福岡城西キリスト教会
研修教会：福岡城西キリスト教会

神学部３年
奥田 悟
推薦教会：東京北キリスト教会
研修教会：長住バプテスト教会
みなさまの祈りと支えを心より感謝いたします。
神学部での学びがスタートし、改めて、バプテスト
教会の今後の在り方、選択の時を思います。パラダ
イムシフトが、かえってキリストの教えの本質に
近づいていくものとなりますように、日々研鑽を重ねさせていただく
所存です。キラキラした若い学生たちを横目に見ながら、制約、限界、
過ち、不安と共生する姿にも、神が創りたもうた人の営みの可能性を感
じます。エッサイの根から芽が萌え出で･･･主から与えられる希望に喜
びをもって学んでいきたいと思います。

神学部２年
長尾 基詩
推薦教会：府中キリスト教会
研修教会：福岡城西キリスト教会

数多くの方々に支えられて、毎日感謝の日々を
送っております。寮に入寮し壮年会の奨学金を得
べく単位を多数取ることにも、色々と躊躇してお
りましたが、全国の方々に祈って頂くため入寮し
たことが非常に有難い結果となっております。毎日のように寮生とデ
ィスカッションをし、祈り合い、それは素晴らしい機会を得させて頂い
ております。もちろん神学校でも新たな視点での学びが得られ貴重な
機会を得られています。早く教会にこの学びを還元出来ればと願って
います。

学生会の組織改革に伴い、アドレスが変更

西南に来て 2 年目を数える。昨年は本当に守ら
れた年であった。目を閉じれば様々な人の顔が浮
かんでくる。牧師とは祈る人のことであろう。神学
生でもそれは変わらない。しかし、振り返ってみる
とどうだろうか。最も祈られていたのは他ならぬこの私であった。感謝
である。寮に神学コース生の人数が少ない分、出ていく人、入ってくる
人の与える変化がとても大きい。新たな年は変化に開かれた、それでい
て、私の神学を確立する、そんな年にしたい。

になります。神学部学生会へのお問合せは
s24mg001@seinan-gakuin.jp<会長アドレス>
までお願いします。
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