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キリスト教思想特講Ⅰ
［担　当　者］�袴田　渉
［開　講　期］通年

［授�業�形�態］講義　［単位］4

［科目ナンバリング］410A1-2340-o4

410 15810

●本授業の概要：
本講義は、「福音全体の要約」といわれる「主の祈り」（マタイ福音書6章9-13節）をギリ
シア語原文で読むことを目指し、そのために必要な限りのギリシア語文法を一から学ぶ。
その際、「主の祈り」を含む新約聖書の言葉がもつ思想的・文化的背景についても触れる。

●到達目標：
新約聖書を原文で読むことができる。
キリスト教成立の背景となる思想や文化を理解する。

●成績評価の基準：
授業への取り組み度　40％
定期試験　60％

●留意事項：
ギリシア語については一から手ほどきするので、前提知識を必要としない。本授業は、新
約聖書を原文で読んでみたいすべての学生に開かれている。

●実務経験の授業への活用方法：

●授業予定一覧：
I 期
１　オリエンテーション
２　ギリシア語の文字、福音書の世界1
３　ギリシア語の発音、福音書の世界2
４　名詞と格、福音書の世界3
５　冠詞、福音書の世界4
６　動詞、福音書の世界5
７　名詞と性、福音書の世界6
８　名詞の変化1、福音書の世界7
９　名詞の変化2、福音書の世界8
10　代名詞1、福音書の世界9
11　代名詞2、福音書の世界10
12　代名詞3、福音書の世界11
13　代名詞4、福音書の世界12
14　名詞の変化3、新約聖書の成立1
15　名詞の変化4、新約聖書の成立2
定期試験

II 期
16　I 期のおさらい
17　形容詞の変化1、パウロ書簡1
18　形容詞の変化2、パウロ書簡2
19　比較級分詞の変化1、復活信仰1
20　動詞・未完了過去、復活信仰2
21　動詞・未来、「神の子」1　
22　動詞・アオリスト、「神の子」2　
23　動詞・現在完了、「使徒言行録」
24　動詞と態1、「神のことば」
25　動詞と態2、「屠られた小羊」
26　動詞と態3、「主の祈り」を読む1
27　不定法、「主の祈り」を読む2
28　命令法、「主の祈り」を読む3
29　分詞、「主の祈り」を読む4
30　まとめ
定期試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
（予習）毎回の授業の学習範囲について、配布資料を読んでおく。
（復習）授業で学んだことを書きとめておき、興味を持った点や疑問点について参考書な
どで調べ、自分の関心を深める。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
毎回の授業で資料を配布する。

『聖書�新共同訳』，日本聖書協会

＜参考書等＞
『改訂新版�新約聖書ギリシア語独習』，玉川直重 [ 著 ]，土岐健治 [ 監 ]，キリスト新聞社

キリスト教思想特講Ⅰ A
［担　当　者］�袴田　渉
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］410A2-2340-o2

410 15811

●本授業の概要：
本講義は、「福音全体の要約」といわれる「主の祈り」（マタイ福音書6
章9-13節）をギリシア語原文で読むことを目指し、そのために必要な限
りのギリシア語文法を一から学ぶ。その際、「主の祈り」を含む新約聖
書の言葉がもつ思想的・文化的背景についても触れる。また、本講義は

「キリスト教思想特講 IB」と連続した内容になっているため、同科目と
あわせて履修することが望ましい。

●到達目標：
新約聖書を原文で読むことができる。
キリスト教成立の背景となる思想や文化を理解する。

●成績評価の基準：
授業への取り組み度　40％
定期試験　60％

●留意事項：
ギリシア語については一から手ほどきするので、前提知識を必要としな
い。本授業は、新約聖書を原文で読んでみたいすべての学生に開かれて
いる。

●実務経験の授業への活用方法：

●授業予定一覧：
１　オリエンテーション
２　ギリシア語の文字、福音書の世界1
３　ギリシア語の発音、福音書の世界2
４　名詞と格、福音書の世界3
５　冠詞、福音書の世界4
６　動詞、福音書の世界5
７　名詞と性、福音書の世界6
８　名詞の変化1、福音書の世界7
９　名詞の変化2、福音書の世界8
10　代名詞1、福音書の世界9
11　代名詞2、福音書の世界10
12　代名詞3、福音書の世界11
13　代名詞4、福音書の世界12
14　名詞の変化3、新約聖書の成立1
15　名詞の変化4、新約聖書の成立2
定期試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
（予習）毎回の授業の学習範囲について、配布資料を読んでおく。
（復習）授業で学んだことを書きとめておき、興味を持った点や疑問点
について参考書などで調べ、自分の関心を深める。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
毎回の授業で資料を配布する。

『聖書�新共同訳』，日本聖書協会

＜参考書等＞
『改訂新版�新約聖書ギリシア語独習』，玉川直重 [ 著 ]，土岐健治 [ 監 ]，
キリスト新聞社
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キリスト教思想特講Ⅰ B
［担　当　者］�袴田　渉
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］410A2-2340-o2

410 15812

●本授業の概要：
本講義は、「福音全体の要約」といわれる「主の祈り」（マタイ福音書6
章9-13節）をギリシア語原文で読むことを目指し、そのために必要な限
りのギリシア語文法を一から学ぶ。その際、「主の祈り」を含む新約聖
書の言葉がもつ思想的・文化的背景についても触れる。また、本講義は

「キリスト教思想特講 IA」と連続した内容になっているため、同科目と
あわせて履修することが望ましい。

●到達目標：
新約聖書を原文で読むことができる。
キリスト教成立の背景となる思想や文化を理解する。

●成績評価の基準：
授業への取り組み度　40％
定期試験　60％

●留意事項：
ギリシア語については一から手ほどきするので、前提知識を必要としな
い。本授業は、新約聖書を原文で読んでみたいすべての学生に開かれて
いる。

●実務経験の授業への活用方法：

●授業予定一覧：
１　I 期のおさらい
２　形容詞の変化1、パウロ書簡1
３　形容詞の変化2、パウロ書簡2
４　比較級分詞の変化1、復活信仰1
５　動詞・未完了過去、復活信仰2
６　動詞・未来、「神の子」1　
７　動詞・アオリスト、「神の子」2　
８　動詞・現在完了、「使徒言行録」
９　動詞と態1、「神のことば」
10　動詞と態2、「屠られた小羊」
11　動詞と態3、「主の祈り」を読む1
12　不定法、「主の祈り」を読む2
13　命令法、「主の祈り」を読む3
14　分詞、「主の祈り」を読む4
15　まとめ
定期試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
（予習）毎回の授業の学習範囲について、配布資料を読んでおく。
（復習）授業で学んだことを書きとめておき、興味を持った点や疑問点
について参考書などで調べ、自分の関心を深める。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
毎回の授業で資料を配布する。

『聖書�新共同訳』，日本聖書協会

＜参考書等＞
『改訂新版�新約聖書ギリシア語独習』，玉川直重 [ 著 ]，土岐健治 [ 監 ]，
キリスト新聞社

キリスト教文化特講
［担　当　者］�小林　修典
［開　講　期］通年

［授�業�形�態］講義　［単位］4

［科目ナンバリング］410A1-2340-o4

410 15830

●本授業の概要：
西欧文化とキリスト教の関係について理解を深めることを目的に、聖書物語）を読んでい
く。該当箇所の旧新約聖書 ( 日本語および英語）も参考にする。また、聖書に題をとった
美術や音楽作品にも親しむ。

●到達目標：
１　聖書についての理解を深める。　２　キリスト教信仰の場で使われる慣用的な表現に
慣もれる。３　聖書をめぐる文化的伝統について学ぶ。

●成績評価の基準：
平常点（課題、発表など）40点　（到達目標１、２、３）
レポート（2回）　60点　（到達目標１、２、３）

●留意事項：
オフィスアワー　授業中に指示する。

●実務経験の授業への活用方法：

●授業予定一覧：
I 期　新約聖書
１　イエスの誕生
２　宣教のはじめ
３　ガリラヤ地方をめぐって
４　イエスに反対する人々
５　イエスをとりまく人びと
６　神の国のたとえ話
７　この人はいったい何者か
８　エルサレムへの最後の旅
９　神さまはいいかた
10　近づく十字架
11　最後のばんさん
12　最後の夜のおことば
13　イエスの十字架と死
14　イエスは復活なさった
15　まとめ
期末レポート

II�期　旧約聖書
16　世界と人がつくられたとき
17��神様を信じたアブラハム
18　エジプトに行ったイスラエルの子ら
19　エジプトを出る
20　神様との契約
21　最後のさばきびとサムエル
22　この人を王にせよ
23　ダビデ王
24　国の分裂
25　南の王国と預言者たち
26　トビトの物語
27　ヨブの物語
28　ダニエルの物語
29　ヨナの物語
30　まとめ
期末レポート

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
自主的かつ積極的に予習 ･ 復習をすることが望まれる。毎回扱うテキストの予習をしてお
くことが必須である。課題レポートは、各自の関心に基づいて探究するテーマの研究成果
をまとめたものとなるので、毎回の授業への積極的な参加と、十分な授業外学習が求めら
れる。

【必携書（教科書販売）】
新約聖書物語，脇田晶子，女子パウロ会
旧約聖書物語，脇田晶子，女子パウロ会

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
適宜、授業中に指示する。
＜参考書等＞
必要に応じて、印刷物を配布する。

キ
文
研

4
1
0



（ 547 ）

キリスト教文化特講Ⅰ A
［担　当　者］�小林　修典
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］410A2-2340-o2

410 15831

●本授業の概要：
西欧文化とキリスト教の関係について理解を深めることを目的に、聖書
物語を読んでいく。該当箇所の新約聖書 ( 日本語および英語）も参考に
する。また、聖書に題をとった美術や音楽作品にも親しむ。

●到達目標：
１　聖書についての理解を深める。　２　キリスト教信仰の場で使われ
る慣用的な表現に慣もれる。３　聖書をめぐる文化的伝統について学ぶ。

●成績評価の基準：
平常点（課題、発表など）40点�（到達目標１、２、３）
レポート（１回）　60点（到達目標１、２、３）

●留意事項：
オフィスアワー　授業中に指示する。

●実務経験の授業への活用方法：

●授業予定一覧：
１　イエスの誕生
２　宣教のはじめ
３　ガリラヤ地方をめぐって
４　イエスに反対する人びと
５　イエスをとりまく人々
６　神の国のたとえ話
７　この人はいったい何者か
８　エルサレムへの最後のたび
９　神さまはいいかた
10　近づく十字架
11　最後のばんさん
12　最後の夜のおことば
13　イエスの十字架と死
14　イエスは復活なさった
15　まとめ
期末レポート

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
自主的かつ積極的に予習 ･ 復習をすることが望まれる。毎回扱うテキス
トの予習をしておくことが必須である。課題レポートは、各自の関心に
基づいて探究するテーマの研究成果をまとめたものとなるので、毎回の
授業への積極的な参加と、十分な授業外学習が求められる。

【必携書（教科書販売）】
新約聖書物語，脇田晶子，女子パウロ会
旧約聖書物語，脇田晶子，女子パウロ会

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞�
適宜、授業中に指示する。�
＜参考書等＞�
必要に応じて、印刷物を配布する。

キリスト教文化特講Ⅰ B
［担　当　者］�小林　修典
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］410A2-2340-o2

410 15832

●本授業の概要：
西欧文化とキリスト教の関係について理解を深めることを目的に、聖書
物語を読んでいく。該当箇所の旧約聖書 ( 日本語および英語）も参考に
する。また、聖書に題をとった美術や音楽作品にも親しむ。

●到達目標：
１　聖書についての理解を深める。　２　キリスト教信仰の場で使われ
る慣用的な表現にも慣れる。３　聖書をめぐる文化的伝統について学ぶ。

●成績評価の基準：
平常点（課題、発表など）40点�（到達目標１、２、３）
レポート（１回）　60点（到達目標１、２、３）

●留意事項：
オフィスアワー　授業中に指示する。

●実務経験の授業への活用方法：

●授業予定一覧：
１　世界と人がつくられえたとき
２　神様を信じたアブラハム
３　エジプトに行ったイスラエルの子ら
４　エジプトを出る
５　神様との契約
６　最後のさばきびとサムエル
７　この人を王にせよ
８　ダビデ王
９　国の分裂
10　南の王国と予言者たち
11　トビトの物語
12　ヨブの物語
13　ダニエルの物語
14　ヨナの物語
15　まとめ
期末レポート

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
自主的かつ積極的に予習 ･ 復習をすることが望まれる。毎回扱うテキス
トの予習をしておくことが必須である。課題レポートは、各自の関心に
基づいて探究するテーマの研究成果をまとめたものとなるので、毎回の
授業への積極的な参加と、十分な授業外学習が求められる。

【必携書（教科書販売）】
新約聖書物語，脇田晶子，女子パウロ会
旧約聖書物語，脇田晶子，女子パウロ会

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞�
適宜、授業中に指示する。�
＜参考書等＞�
必要に応じて、印刷物を配布する。
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キリスト教文学特講Ⅱ
［担　当　者］�山根　道公・長原　しのぶ
［開　講　期］通年

［授�業�形�態］講義　［単位］4

［科目ナンバリング］410A1-2340-o4

410 15840

●本授業の概要：
日本文学者のなかでキリスト教と深く関わった文学者としてⅠ期には太宰治、Ⅱ期には芥川龍
之介と遠藤周作を取り上げる。それらの作家の人生を学び、作品を読み解くことで、人間と人
間を超えたものとの関係と相克、己を愛するが如く隣人を愛することの困難さ、エゴイズムと愛、
アガペーとエロス、父性的神と母性的神、罪と罰、愛と許し、人間存在の根源的渇望、同伴者
イエス等のキリスト教的テーマを探究する。
なお、Ⅰ期は長原しのぶ、Ⅱ期は山根道公が担当する。

●到達目標：
1．各回の授業で取り上げる作品について自分の読解や意見を述べることができる。
2．太宰治の文学とキリスト教に関係したテーマで、その作品を読解、分析してレポートにまと
めることができる。
３．芥川龍之介・遠藤周作の文学とキリスト教に関係したテーマで、その作品を読解、分析し
てレポートにまとめることができる

●成績評価の基準：
・授業中の発言・リアクションペーパー…30％（到達目標1）
・Ⅰ期末レポート…35％（到達目標2）
・Ⅱ期末レポート…35％（到達目標3)

●留意事項：
〇授業が一方通行にならないようにリアクションペーパーに毎回、意見・質問等のメモを書い
てもらう。受講者は主体的に授業に臨むこと。
〇オフィスアワーは授業中に指示する。

●実務経験の授業への活用方法：

●授業予定一覧：
Ⅰ期（担当：長原しのぶ）
1�内村鑑三とキリスト教
2�内村鑑三から太宰治へ
3�太宰治文学とキリスト教
4「虚構の春」
5「HUMAN�IOST」
6�「黄金風景」
7�山岸外史の「人間キリスト記」
8�山岸外史から太宰治へ
9�「駈込み訴へ」
10「正義と微笑」①
11「正義と微笑」②
12「パンドラの匣」①
13「パンドラの匣」②
14「ヴィヨンの妻」
15�「人間失格」から見る太宰治文学の終焉
期末レポート

Ⅱ期（担当：山根道公）
1�日本の近代文学者とキリスト教について概説
2�芥川とキリスト教
3「羅生門」「鼻」
4「蜘蛛の糸」「杜子春」「白」
5「神々の微笑」「奉教人の死」
6「おぎん」「きりしとほろ上人伝」
7「西方の人」「続西方の人」
8�遠藤周作とキリスト教
9『海と毒薬』
10『おバカさん』
11『わたしが・棄てた・女』
12『満潮の時刻』『沈黙』
13『死海のほとり』
14『女の一生』『侍』
15『深い河』�
期末レポート

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
〇授業で取り上げる作品については、事前に授業中に指示するので、予習として読んで自分の
意見をもって授業に臨むこと。（2時間程度）
〇期末レポートの資料にできるように、毎回の授業の内容を復習し、まとめておくこと。（1時
間程度）

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】

キリスト教文学特講Ⅱ A
［担　当　者］�山根　道公・長原　しのぶ
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］410A2-2340-o2

410 15841

●本授業の概要：
日本文学者のなかでキリスト教と深く関わった文学者として太宰治を取り上げ
る。それらの作家の人生を学び、作品を読み解くことで、人間と人間を超えた
ものとの関係と相克、己を愛するが如く隣人を愛することの困難さ、エゴイズ
ムと愛、アガペーとエロス、父性的神と母性的神、罪と罰、愛と許し、人間存
在の根源的渇望、同伴者イエス等のキリスト教的テーマを探究する。

●到達目標：
1．各回の授業で取り上げる作品について自分の読解や意見を述べることができ
る。
2．太宰治の文学とキリスト教に関係したテーマで、その作品を読解、分析して
レポートにまとめることができる。

●成績評価の基準：
・授業中の発言・リアクションペーパー…30％（到達目標1）
・Ⅰ期末レポート…70％（到達目標2）

●留意事項：
〇授業が一方通行にならないようにリアクションペーパーに毎回、意見・質問
等のメモを書いてもらう。受講者は主体的に授業に臨むこと。
〇オフィスアワーは授業中に指示する。

●実務経験の授業への活用方法：

●授業予定一覧：
Ⅰ期（担当：長原しのぶ）
1�内村鑑三とキリスト教
2�内村鑑三から太宰治へ
3�太宰治文学とキリスト教
4「虚構の春」
5「HUMAN�IOST」
6�「黄金風景」
7�山岸外史の「人間キリスト記」
8�山岸外史から太宰治へ
9�「駈込み訴へ」
10「正義と微笑」①
11「正義と微笑」②
12「パンドラの匣」①
13「パンドラの匣」②
14「ヴィヨンの妻」
15�「人間失格」から見る太宰治文学の終焉
期末レポート

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
〇授業で取り上げる作品については、事前に授業中に指示するので、予習とし
て読んで自分の意見をもって授業に臨むこと。（2時間程度）
〇期末レポートの資料にできるように、毎回の授業の内容を復習し、まとめて
おくこと。（1時間程度）

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
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キリスト教文学特講Ⅱ B
［担　当　者］�山根　道公・長原　しのぶ
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］410A2-2340-o2

410 15842

●本授業の概要：
日本文学者のなかでキリスト教と深く関わった文学者として芥川龍之介
と遠藤周作を取り上げる。それらの作家の人生を学び、作品を読み解く
ことで、人間と人間を超えたものとの関係と相克、己を愛するが如く隣
人を愛することの困難さ、エゴイズムと愛、アガペーとエロス、父性的
神と母性的神、罪と罰、愛と許し、人間存在の根源的渇望、同伴者イエ
ス等のキリスト教的テーマを探究する。

●到達目標：
1．各回の授業で取り上げる作品について自分の読解や意見を述べるこ
とができる。
2．芥川龍之介・遠藤周作の文学とキリスト教に関係したテーマで、そ
の作品を読解、分析してレポートにまとめることができる

●成績評価の基準：
・授業中の発言・リアクションペーパー…30％（到達目標1）
・Ⅱ期末レポート…70％（到達目標2)

●留意事項：
〇授業が一方通行にならないようにリアクションペーパーに毎回、意
見・質問等のメモを書いてもらう。受講者は主体的に授業に臨むこと。
〇オフィスアワーは授業中に指示する。

●実務経験の授業への活用方法：

●授業予定一覧：
1� 日本の近代文学者とキリスト教について概説
2� 芥川とキリスト教
3�「羅生門」「鼻」
4�「蜘蛛の糸」「杜子春」「白」
5�「神々の微笑」「奉教人の死」
6�「おぎん」「きりしとほろ上人伝」
7�「西方の人」「続西方の人」
8� 遠藤周作とキリスト教
9�『海と毒薬』
10�『おバカさん』
11�『わたしが・棄てた・女』
12�『満潮の時刻』『沈黙』
13�『死海のほとり』
14�『女の一生』『侍』
15�『深い河』
期末レポート

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
〇授業で取り上げる作品については、事前に授業中に指示するので、予
習として読んで自分の意見をもって授業に臨むこと。（2時間程度）
〇期末レポートの資料にできるように、毎回の授業の内容を復習し、ま
とめておくこと。（1時間程度）

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】

キリスト教文化演習Ⅰ
［担　当　者］�須沢　かおり
［開　講　期］通年

［授�業�形�態］演習　［単位］4

［科目ナンバリング］410B1-3400-o4

410 15900

●本授業の概要：
卒業論文の作成、準備のための演習です。卒論のテーマによっては、受
講をお断りすることがあります。
卒論のテーマにしたがって、プレゼンテーション、討論、論文の構成、
文章の推敲等をおこなっていきます。

●到達目標：
1．自らの関心に従ってテーマを発見し、先行の研究論文や様々な文献
を読み込んだ上で、問題テーマについて論究する。
2．修得した知識と研究方法に基づき、具体的な資料の調査や分析を行い、
卒論を執筆する。
3．卒論のテーマについて論理的かつ実証的に結論を導き、新たな知見
を提示する。

●成績評価の基準：
発表　５０％
討論　２０％
レポート　３０％

●留意事項：
本演習は、キリスト教文化研究所の教員のもとで卒論を書くことを検討、
希望している学生に受講者を限定します。
セミナー形式で授業を進めます。
授業の一部をコロキウムの形式で、集中講義で行うことがあります。授
業の開講日時が不規則になりますので、留意してください。初回の授業
で開講日時を知らせます。

オフィスアワー�授業中に指示する。

●実務経験の授業への活用方法：

●授業予定一覧：
1������イントロダクション
2�-�5�自らの関心に従ってテーマを絞る
6-9�対象とする作家の選定と研究の構想
10-20、先行の研究論文や様々な文献を読み込んだ上で、問題テーマに
ついて論究
20-30　プレゼンテーション
31��期末試験、レポート

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
（予習）　卒論で取り上げる作品をよく読み、演習でディスカッション
できるように、論点をまとめておく。

（復習）　演習でのプレゼンテーションとディスカッションから得られ
た点を、卒論に生かす。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜参考書等＞
文献、資料は授業中に指示する。
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キリスト教文化演習 A
［担　当　者］�須沢　かおり
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］演習　［単位］2

［科目ナンバリング］410B2-3400-o2

410 15901

●本授業の概要：
卒業論文の作成、準備のための演習です。卒論のテーマによっては、受
講をお断りすることがあります。
卒論のテーマにしたがって、プレゼンテーション、討論、論文の構成、
文章の推敲等をおこなっていきます。

●到達目標：
1．自らの関心に従ってテーマを発見し、先行の研究論文や様々な文献
を読み込んだ上で、問題テーマについて論究する。
2．修得した知識と研究方法に基づき、具体的な資料の調査や分析を行い、
卒論を執筆する。
3．卒論のテーマについて論理的かつ実証的に結論を導き、新たな知見
を提示する。

●成績評価の基準：
発表　５０％
討論　２０％
レポート　３０％

●留意事項：
本演習は、キリスト教文化研究所の教員のもとで卒論を書くことを検討、
希望している学生に受講者を限定します。
セミナー形式で授業を進めます。
授業の一部をコロキウムの形式で、集中講義で行うことがあります。授
業の開講日時が不規則になりますので、留意してください。初回の授業
で開講日時を知らせます。

オフィスアワー�：授業中に指示する。

●実務経験の授業への活用方法：

●授業予定一覧：
1������イントロダクション
2-3�自らの関心に従ってテーマを絞る
4-5�対象とする作家の選定と研究の構想
6-10、先行の研究論文や様々な文献を読み込んだ上で、問題テーマにつ
いて論究
11-15　プレゼンテーション
16��期末試験、レポート

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
卒論で取り上げる作品をよく読み、演習でディスカッションできるよう
に、論点をまとめておく。
演習でのプレゼンテーションとディスカッションから得られた点を、卒
論に生かす。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
文献、資料は授業中に指示する。

キリスト教文化演習 B
［担　当　者］�須沢　かおり
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］演習　［単位］2

［科目ナンバリング］410B2-3400-o2

410 15902

●本授業の概要：
卒業論文の作成、準備のための演習です。卒論のテーマによっては、受
講をお断りすることがあります。
卒論のテーマにしたがって、プレゼンテーション、討論、論文の構成、
文章の推敲等をおこなっていきます。

●到達目標：
1．自らの関心に従ってテーマを発見し、先行の研究論文や様々な文献
を読み込んだ上で、問題テーマについて論究する。
2．修得した知識と研究方法に基づき、具体的な資料の調査や分析を行い、
卒論を執筆する。
3．卒論のテーマについて論理的かつ実証的に結論を導き、新たな知見
を提示する。

●成績評価の基準：
発表　５０％
討論　２０％
レポート　３０％

●留意事項：
本演習は、キリスト教文化研究所の教員のもとで卒論を書くことを検討、
希望している学生に受講者を限定します。
セミナー形式で授業を進めます。
授業の一部をコロキウムの形式で、集中講義で行うことがあります。授
業の開講日時が不規則になりますので、留意してください。初回の授業
で開講日時を知らせます。

オフィスアワー�：授業中に指示する。

●実務経験の授業への活用方法：

●授業予定一覧：
1������イントロダクション
2-3�自らの関心に従ってテーマを絞る
4-5�対象とする作家の選定と研究の構想
6-10、先行の研究論文や様々な文献を読み込んだ上で、問題テーマにつ
いて論究
11-15　プレゼンテーション
16��期末試験、レポート

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
（予習）　卒論で取り上げる作品をよく読み、演習でディスカッション
できるように、論点をまとめておく。

（復習）　演習でのプレゼンテーションとディスカッションから得られ
た点を、卒論に生かす。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
文献、資料は授業中に指示する。
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キリスト教文学演習Ⅱ
［担　当　者］�山根　道公
［開　講　期］通年

［授�業�形�態］演習　［単位］4

［科目ナンバリング］410B1-3400-o4

410 15930

●本授業の概要：
近代・現代の日本文学において，芥川龍之介 , 太宰治 , 遠藤周作 , 三浦
綾子 , 宮沢賢治などをはじめとしてキリスト教と関わりのある文学作品
を書いた作家は実に多い。また，外国のキリスト教と関わる文学作品か
らも多大な影響を日本の文学者は受けている。そうした文学作品を取り
上げ，そこにこめられたキリスト教的主題（神・信仰・愛・罪・赦し…）
や聖書的表現などを分析，読解する方法を学び、各自発表し、併せて論
文作成の手順と技術について学ぶ。

●到達目標：
1．演習中に取り上げる作品およびその発表について自分の読解や意見
を述べることができる。
2．キリスト教や聖書との関わりのある作品を取り上げ，キリスト教的
主題や聖書的表現等に注目して分析，読解して発表することができる。
3．自分の演習の発表を基にし、論文作成の手順と技術に即して，論文
を完成させることができる。

●成績評価の基準：
・演習中の発表（Ⅰ期とⅡ期、各１回）…30％（到達目標2）
・演習中の主体的参加態度、リアクションペーパー…30％（到達目標1）
　期末レポート（前期と後期）………40％（到達目標3）

●留意事項：
・演習では他の発表者の作品に対して積極的に発言できるようにするこ
と。
・オフィスアワーは授業中に指示する。

●実務経験の授業への活用方法：

●授業予定一覧：
1�イントロダクション
2�キリスト教と関わる文学作品と研究発表の方法について
3�発表①　4�発表②�5�発表③　6�発表④　７発表⑤　8�発表⑥
9�研究テーマの先行研究史の発表の方法について
10�発表①�11発表②�12発表③�13発表④　14発表⑤　15発表⑥
16�先行研究を踏まえた，研究発表の方法について
17�発表①�18発表②�19発表③�20発表④　21発表⑤　22発表⑥�23発表⑦�
24発表⑧�25発表⑨��26発表⑩　27発表⑪　28発表⑫�29研究発表を踏ま
えた論文作成の方法について
30�論文の要旨・キーワードについて、および全体のまとめ
期末試験（レポート）

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
・演習で取り上げる作品は，事前に授業中に指示するので，予習として
読んでおき，他の発表者の作品に対して積極的に発言できるように予習
しておくこと。（2時間程度）
・自分の発表を終えた後は、授業のなかで受けた指摘等をまとめておき、
期末レポートに活かせるように復習をしておくこと。（1時間程度）

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞

キリスト教文学演習Ⅱ A
［担　当　者］�山根　道公
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］実験　［単位］2

［科目ナンバリング］410B2-3400-o2

410 15931

●本授業の概要：
近代・現代の日本文学において，芥川龍之介 , 太宰治 , 遠藤周作 , 三浦
綾子 , 宮沢賢治などをはじめとしてキリスト教と関わりのある文学作品
を書いた作家は実に多い。また，外国のキリスト教と関わる文学作品か
らも多大な影響を日本の文学者は受けている。そうした文学作品を取り
上げ，そこにこめられたキリスト教的主題（神・信仰・愛・罪・赦し…）
や聖書的表現などを分析，読解する方法を学び、各自発表し、併せて論
文作成の手順と技術について学ぶ。

●到達目標：
1．演習中に取り上げる作品およびその発表について自分の読解や意見
を述べることができる。
2．キリスト教や聖書との関わりのある作品を取り上げ，キリスト教的
主題や聖書的表現等に注目して分析，読解して発表することができる。
3．自分の演習の発表を基にし、論文作成の手順と技術に即して，論文
を完成させることができる。

●成績評価の基準：
・演習中の発表…30％（到達目標2）
・演習中の主体的参加態度、リアクションペーパー…30％（到達目標1）
　期末レポート………40％（到達目標3）

●留意事項：
・演習では他の発表者の作品に対して積極的に発言できるようにするこ
と。
・オフィスアワーは授業中に指示する。

●実務経験の授業への活用方法：

●授業予定一覧：
1�イントロダクション
2�キリスト教と関わる文学作品と研究発表の方法について
3�発表①　4�発表②�5�発表③　6�発表④　７発表⑤　8�発表⑥
9�研究テーマの先行研究史の発表の方法について
10�発表①�11発表②�12発表③�13発表④　14発表⑤　15発表⑥
期末レポート

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
・演習で取り上げる作品は，事前に授業中に指示するので，予習として
読んでおき，他の発表者の作品に対して積極的に発言できるように予習
しておくこと。（2時間程度）
・自分の発表を終えた後は、授業のなかで受けた指摘等をまとめておき、
期末レポートに活かせるように復習をしておくこと。（1時間程度）

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】 キ
文
研
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キリスト教文学演習Ⅱ B
［担　当　者］�山根　道公
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］演習　［単位］2

［科目ナンバリング］410B2-3400-o2

410 15932

●本授業の概要：
近代・現代の日本文学において，芥川龍之介 , 太宰治 , 遠藤周作 , 三浦
綾子 , 宮沢賢治などをはじめとしてキリスト教と関わりのある文学作品
を書いた作家は実に多い。また，外国のキリスト教と関わる文学作品か
らも多大な影響を日本の文学者は受けている。そうした文学作品を取り
上げ，そこにこめられたキリスト教的主題（神・信仰・愛・罪・赦し…）
や聖書的表現などを分析，読解する方法を学び、各自発表し、併せて論
文作成の手順と技術について学ぶ。

●到達目標：
1．演習中に取り上げる作品およびその発表について自分の読解や意見
を述べることができる。
2．キリスト教や聖書との関わりのある作品を取り上げ，キリスト教的
主題や聖書的表現等に注目して分析，読解して発表することができる。
3．自分の演習の発表を基にし、論文作成の手順と技術に即して，論文
を完成させることができる。

●成績評価の基準：
・演習中の発表…30％（到達目標2）
・演習中の主体的参加態度、リアクションペーパー…30％（到達目標1）
　期末レポート………40％（到達目標3）

●留意事項：
・演習では他の発表者の作品に対して積極的に発言できるようにするこ
と。
・オフィスアワーは授業中に指示する。

●実務経験の授業への活用方法：

●授業予定一覧：
1�イントロダクション
2�キリスト教と関わる文学作品と研究発表の方法について
3�発表①　4�発表②�5�発表③　6�発表④　７発表⑤　
8　研究発表を踏まえた論文作成の方法について
9�先行研究を踏まえた，研究発表の方法について
10�発表①�11発表②�12発表③�13発表④　14発表⑤　
15�論文の要旨・キーワードについて、および全体のまとめ
期末試験（レポート）

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
・演習で取り上げる作品は，事前に授業中に指示するので，予習として
読んでおき，他の発表者の作品に対して積極的に発言できるように予習
しておくこと。（2時間程度）
・自分の発表を終えた後は、授業のなかで受けた指摘等をまとめておき、
期末レポートに活かせるように復習をしておくこと。（1時間程度）

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】

キ
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