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2016 年上半期の活動
上半期の研究活動を振り返ると、一神教における神をめぐる教義理解

共催講演会「2016 米国大統領選挙と米国内政・外交の展望」で米外交
政策立案を行ってきたエリオット・エイブラムス氏（外交問題評議会中

を視点に展開されたように思える。
「中国宣教師マッテオリッチ（利瑪竇）と日本でのレガシー」、ならび

東研究担当シニアフェロー）の講演は、臨場感に富むと同時に氏の誠実

に研究会「16 世紀の日本とドイツにおけるキリスト教神学」は、アントニ・

な人柄が伺えるもので、特に中東での米外交の効果がある国（アラビア

ウセレル准教授（サンフランシスコ大学利瑪竇中西文化歷史研究所所長）

湾岸諸国）とない国 ( イラク、シリア ) の現状に素直に疑問を提示され

と村上みか教授（本学神学部教授）を発題者として行われたが、日本布

たことが印象に残っている。

教において神を大日如来として布教したことでの、その後の展開は中国
のそれとの比較において、有り得べき、もう一つの歴史の可能性を抱かせ、

院生のインセンティブを目的とした英語によるゼミナールは、ブラン
カ・ミシッチ博士（カナダ、シャンプレイン・カレッジ講師）による「パ

また天正遣欧少年使節伊東マンショらのようにバチカンの地で教義を理

ンノニアにおけるミトラス教」、トーマス・ヘンリー・ローリック教授

解し司祭になった者たちの教義理解は期待される教義理解であったとの

（AKP 同志社留学センター前所長）による「米国のリベラルアーツ・カレッ

指摘があった。それは外来宗教の伝道における神、あるいは根本の理解

ジで学ぶ 」、ジェームス・ロブソン教授（ハーバード大学教授）による「神

において、大日如来を提示した空海の方法論を想起させる。

としての老子：西洋の道教受容の中で失われたもの」と 3 回実施された。

「パウロとユダヤ教 」研究会議は、村山盛葦教授（本学神学部教授）、

ミトラス教の地方地域の拡大、米国のアジアからの留学生の増加、そし

勝又悦子准教授（本学神学部准教授）に発題で行われたが、キリスト教

てキリスト教信徒の神を観る、あるいは感じる方法論として道教の方法

布教初期のユダヤ教との相互影響の視点は一神教研究の視点として興味

論と取り入れに関する内容であった。テーマの多様性ゆえ、受講者の層

あるもので、同じ宗教環境、教義理解からの一神教の夫々の発展の軌跡

はテーマ毎に違っていた。特に道教のテーマは中国、韓国の留学生の興

を理解させるものである。

味を引いたようだ。

また講演ではあったものの、「神を観ることについて 」は、神学部客

それ以外ではクウェートテレビ局の映像取材、インドネシア信徒の訪

員准教授として大学院で教える スレイマン・ビン・アリー・ビン・アミー

問など CISMOR の活動はこれまでの実績から海外で知られているように

ル・アルジュエリーー博士（オマーン・スルターン国、国立スルターン・カー

なっている。

ブース王立大学教育学部イスラーム法学学科長・准教授）の信仰学（アキー

CISMOR は、一神教を全体の枠として捉え、歴史的発展の中で見えにく

ダ）をめぐるテーマで先行するユダヤ教、キリスト教との共通した見え

くなっている教義の根本の古くて新しい視点を一つの軸としているが、

ない神をめぐる教義理解のイスラームの知的方法論を紹介するもので

上半期はそうした活動が行われた。

あった。日本で馴染みのあるスーフィズムについての知的理解の一つの

（一神教学際研究センター長

四戸潤弥）

方法論を提示した。
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神を観ることについて
主催：

同志社大学一神教学際研究センター

共催：

同志社大学神学部・神学研究科

(CISMOR)

【講師】 Sulaiman bin Ali bin Amir ALShueili
（オマーン・スルターン国、国立スルターン・カーブース王立大学教育学部
イスラーム法学学科長・准教授）
【日時】 2016 年 05 月 12 日（木）16:40-18:15
【会場】 同志社大学今出川キャンパス

神学館チャペル

ALShueili 氏は、神を見ることの可能性をめぐるイスラー

預言者の言葉でも伝承経路の信用度が低いものは、

ムにおける議論をクルアーンやハディースを参照しつつ

我々の信仰問題の論拠となり得ないため、 様々なハ

論じた。

ディースを検討し、 ある学派は神を見ることが現世でも来

「見る」 ということの定義には、 目 （視覚器官） で見る

世でも不可能と結論する。

ことと、 心で見る （理解する） ことの二つがあり、 イスラー

神を見ることの否定については、 見ることの知性的根

ム教徒はこれらの意味で神を見ることを検討している。

拠として、 見る対象物の存在、 大きさ、 距離、 光の必

目で見ることに関しては、 神を見る可能性とそれが誰に

要などの条件があるが、 このような属性を神が持つとは

起こるかが問題となるが、 まず神を見ることが現世と来世

思われないため、 創造者たる神は被造物の見ることの対

で可能であるとし、 それが信仰者一般に可能とする説と、

象物ではないと思われる。 クルアーンには 「あなたたち

現世では預言者の様な人々だけ可能とする説がある。

は私を見ないだろう」 との神の言葉があり、 この言葉に

次に、 来世だけで見るとし、 神を見ることが来世での最

は時間と空間の制約が無く、 決して違えられることはな

大の恩恵であるゆえに信仰者だけが見る、 信仰篤い人

い。 現世や来世で神を見るならば、 この最も信に値する

も不信仰者も共に見る、 信者と偽信者と不信仰者の三

文言と矛盾するため、 クルアーンでは神を見る可能性は

者が見るとの説、 そして来世も現世も神を見ることはない

否定されていると言える。 またハディースにも神を見るこ

との説がある。

とが不可能であることが示されている箇所がある。

現世で神を見る可能性の根拠として、 被造物が存在し

我々はこのように様々な論議をするが、 我々イバード

互いを見ることが可能ならば、 類推により被造物の存在

派は現世でも来世でも神を見ることは不可能との立場をと

から創造者が存在するゆえに創造者を見ることの可能性

る。 神を見ることに比喩的表現が使われることがあるが、

が指摘される。 しかし被造物同士でも見えないものが

神は属性をもって変わることがなく、 どんな被造物とも比

多々あり、 さらに創造者と被造物の属性の違いを考えれ

較出来ない。 比喩を用いるハディースは、 様々な機会

ばそういった類推の適用は出来ない。 クルアーンには現

や場所で神について語られた時に、 そこで聞く人に理解

世で神を見るとのモーセの言葉があるが、 これは彼の無

させるために最も相応しい表現を使ったに過ぎないと述

知からではなく、 神を見たいとの民の要求が不可能であ

べ、 氏は講演を締めくくった。 講演後、 会場との質疑

るのを明示するためと考えられる。 またハディースの 「夜

応答が行われた。

の旅」の記事から可能とする説があるが、預言者の妻アー

(CISMOR 特別研究員 朝香知己）

イシャの言葉 「ムハンマドが彼の主を見たと主張する人
は、 アッラーに対して最も悪い嘘を言っている」 や、 そ
の不可能さを意味する預言者の言葉も別のハディースに
あり、 クルアーンとハディースから現世で神を見ることは
不可能と考えられる。
来世で見ることに関して、 最後の日に見ることに関す
る文言は、 一般的な見るという意味でも実際にはそのも
のを見ていない場合や、 待ち望むという意味の箇所もあ
り、 クルアーンでもハディースでも明確に神を見る証拠と
なっておらず、 天国に入るという意味だと考えられる。

Sulaiman ALShueili 氏

天国に入ることは信仰者の最大の恩恵であるゆえに、 裁
きの日に全ての人が裁かれることから人間全てがそこで
神を見る可能性があるとする指摘には問題がある。 また、
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公開講演会

中国宣教師マッテオ・リッチ（利瑪竇）と
日本でのレガシー
主催：

同志社大学神学部・神学研究科

共催：

同志社大学一神教学際研究センター

(CISMOR)

【講師】 M. Antoni J. Ucerler, S.J.（サンフランシスコ大学准教授 利瑪竇中西文化歷史研究所所長）
【日時】 2016 年 6 月 18 日（土） 13:30-15:00
【会場】 同志社大学今出川キャンパス

神学館チャペル

1549 年にフランシスコ･ザビエルが日本に宣教にやっ

日本で拡大していくこととなる。

て来たこと、 その後の禁教令によって多くの切支丹が苦

日本がキリスト教の思想の拡大と、 リッチらの漢籍の影

境に立たされたことは広く知られている。 一方で、 なぜ

響に危機感を募らせたのは、 リッチの死後まもなくのこと

そのような中にあっても、 キリスト教の教えが一部の信者

であった。 江戸幕府は、 教会の破壊と布教の禁止を命

ならびに知識階層の中に浸透していったのかに関する検

じ、 また 1630 年には禁書令が発布された。 禁書目録

証はさほど進んでいない。 本講演は、 ザビエル以降に

が作成されただけではなく、 書物目利きや書物改めの

東アジアにやってきた宣教師たちがどのようにキリスト教

任を担う部署まで作られらた。 この禁書目録の中には、

の教えを広めようとしたのか、 そして日本ではどのような

科学に関する本 （例、 『幾何原本』） も含まれている。

形で彼らの宣教の軌跡を辿れるのかを史料から紐解くも

幕府側が、 リッチをはじめとするイエズス会士によって著

のである。

された本であれば何でもキリスト教 （邪教） と関連してい

ザビエルはその日本滞在を通して、 日本での布教のた

ると考え、 危険なものと認識していたという事実を読み取

めには、 中国での宣教が必要不可欠であると考えた。

ることができよう。 このような幕府側の姿勢は、 享保 5 年

日本と中国との結びつきが歴史的にも、 政治的にも強い

（1720 年） の御制禁御免書籍訳書で幾分緩和され、 「邪

ことがその背景にある。 この考えを引き継いだのは、 イ

宗門の勧法でなければよい」、 すなわちキリスト教を勧め

エズス会東インド巡察師として中国および日本に派遣さ

る類の本でないならば輸入してもよいこととなった。 しか

れたアレッサンドロ ・ヴァリニャーノであり、 また彼の後に

し、 その間の約百年間は、 イエズス会士らによって書か

マカオに派遣されたミケーレ・ルッジェーリやマッテオ・リッ

れた漢籍は日本では禁じられていた、 ということになろう。
ところが、 昨今様々な大学、 研究機関、 官庁で行わ

チである。
マカオに居を構えたルッジェーリとリッチは、 中国の様々

れている漢籍のデジタル化プロジェクトの公開データを見

な学者や皇帝の側近と交流する中で、 中国の文化に適

てみると、 リッチらによって書かれた漢籍は、 禁止されて

応し、 特に言葉を学ぶことが宣教の近道であると考えた。

いた空白の百年間の間にも存在したということがわかる。

また、 「中国においては言葉よりも書物が重視される」 と

これらの書物の中には、 イエズス会の印や 「利瑪竇」

いう点に気づいた両者は、 漢文で書物を著すようになっ

の字を消したり破ったり、 あるいは耶蘇教との関連がわ

た。 ルッジェーリによる中国語のカテキズモ 『天主実録』

かってしまう記述の一部を伏せているものが見られる。 興

（1584 年） や、リッチによる教義に関する書籍 『天主実義』

味深いことに、 林羅山をはじめとする学者、 昌平坂学問

（1603 年） がその最たる例といえる （なお、 リッチは宣

所、 宮内庁などにも禁書に指定されていたものがあった。

教師の中で最も多くの書籍を著している）。

つまり、 キリスト教から、 あるいは西洋の科学を学ぼうと

これらの本は、 日本で宣教をおこなうヴァリニャーノにも

する人々の探究心を 「禁教令」 や 「禁書令」 がねじ伏

重宝されたようで、 リッチによるヴァチカン宛ての書簡

せることはできなかったのである。 現存する史料は、人々

(1605、 1608 年） は、 漢文で著された在華宣教師たち

が試行錯誤してリッチらの書籍を手にしようとしたというこ

の書物が日本で大いに役立っているとの知らせをヴァリ

とを証明しているといえよう。

ニャーノから受けたこと、 より多くの本を送るよう要請され

M. Antoni J. Ucerler, S.J. 氏

(CISMOR 特別研究員 川本悠紀子）

たことを伝えている。 また、 リッチらによって現された漢
籍は、 キリスト教の教義に留まらず、 暦法、 地図類、 『交
友論』 （古代ギリシア ・ ローマの哲学者による交友に関
する本を集めて編纂されたもの）、 『幾何原本』 （リッチ
口授、 徐光啓翻訳 ・ 筆記） なども含んでいた。 多種多
様な内容を表したこれらの漢籍は、 次第にその影響力を
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2016 Presidential Election and
the Future of U.S. Domestic & Foreign Policy
主催：

独立行政法人国際交流基金日米センター（CGP)、同志社大学市民外交研究センター (DCCD)
同志社大学一神教学際研究センター（CISMOR)、米国ユダヤ人協会（AJC）

【講師】 Elliott Abrams（外交問題評議会、中東研究担当シニアフェロー）
【モデレーター】阿川尚之（同志社大学特別客員教授）
【ディスカッサント】村田晃嗣（同志社大学法学部教授）
【日時】 2016 年 07 月 20 日（水）16:40-18:15
【会場】 同志社大学今出川キャンパス良心館

Elliott Abrams 氏

RY305 教室

Abrams 氏によれば、1990 年のイラクによるクウェー

産を持ってくる。また移民は人口動態や出生率にも

ト侵攻は米国の外交政策に大きな影響を与えた。湾

影響を与える。 他の先進国とは逆に米国では今後も人

岸戦争以後、米国政府はそれ以前とは異なり常に中

口の増加が予測されている。

東に最大の関心を寄せ、米軍は駐留し続けた。それ

大国として台頭してきた中国が世界のリーダーとして米

に対しオバマは米軍を撤退させる政策を掲げ、2008

国に取って代わるとの考えがあるが、 中国の人口は高齢

年に大統領に就任した。そしてアジア重視政策がと

化し今後減少してくる。 また中国は地方の貧しい地域に

られたが、主な狙いは米国の海外におけるコミット

6 億 5 千万人が住んでおり、 彼らの一人当たりの GDP

メントの削減と米国の役割の再定義だった。

は米国のそれの 12％である。 他にも GDP 対比の政府

外交問題評議会の S・セスタノビッチは、米国の外

債務残高の大幅な上昇や国有企業の負債の急速な増

交政策は関与と非関与の間を常に振り子のように揺

加、 汚職、 深刻な大気 ・ 水質汚染、 貧富の差などが

れ続けていると述べているが、私の考えでは現在は

政治的、 社会的な問題となり、 激変をもたらすかもしれ

振り子が振り切った状態にある。オバマ政権下で削

ない。 対して米国は最大の外国直接投資先であり、 軍

減を続けた軍事費は、次期大統領下で増大するだろ

事費は他国を大幅に上回る。 また世界の同盟体系の一

う。最新の世論調査では、軍事費拡大に対する国民

部である。 そして近年、 石油や天然ガスなどの主要な

の支持は 9・11 以来かつてないほど高まっており、

エネルギー生産国に返り咲いた。

実際に中東での IS への強硬姿勢は既に始まっている。

私見では、 一つには 2008 年以来の経済成長の低迷で

り必要だということであり、トランプもクリントン

ある。 両グループはワシントンの政治家が民意とかけ離

もそれを認識している。イスラムのテロの脅威があ

れており、 平均的な米国人の利益を求めていないと感じ

り、それが米国にも向けられている限り、たとえ米

ており、 経済の問題に基づく怒りがある。 もう一つはポリ

国が世界でその関与を弱めようとしても不可能であ

ティカル ・ コレクトネスに関係している。 多くの米国人は

る。経済的なリーダーシップに関しては、トランプ

それによって伝統的な態度や文化が攻撃され、 非合法

は米国の雇用を奪ったとしてグローバル化や通商条

化されていると感じており、 この怒りがトランプの支持に

約を非難するがそれは誤りであり、実際に雇用を奪っ

繋がっている。 また経済的、 文化的な問題の一つの主

たのはオートメーション化、近代化である。ただし

要な側面としてエリート主義に対する不満がある。 両党

グローバル化に敗者と弱者がいることは確かであり、

のリーダーはこの警告に耳を傾け、 再び信頼を勝ち取る

また彼の発言は実際以上に過激にとられている面も

努力をすべきである。

ある。

米国には過去数十年にわたり多くの間違いがあり、 ま

最近の世論調査によれば、米国人の多くは米国が

た将来間違わないと保証することも出来ないが、 にもか

唯一の軍事超大国として残ることを支持しており、

かわらず米国は今後も経済的、 軍事的な強国、 また深

また米国が世界最大の経済大国であるべきだと考え

く関与した強力な同盟国であり続け、 我々にこれまで繁

ている。米国がその地位を維持できるかについては、

栄をもたらしてきた国際秩序を守り続けるだろうと述べ、

私は米国が他国よりもはるかに有利な立場にあると

氏は講演を締めくくった。

考える。米国は毎年 100 万人という世界最大の移民

講演の後、 阿川氏をモデレーター、 村田氏をディスカッ

を引き付け、その多くはインドや中国などの最も優

サントに迎えてのディスカッションと会場との質疑応答が

秀で聡明な若者である。彼らは経済に活力と独創力

行われた。

をもたらし、また重大な知的、科学的、金融的な資

04

選挙戦でサンダースやトランプが支持を集めた理由は、

ここで学ぶべき教訓は米国のリーダーシップはやは

(CISMOR 特別研究員 朝香知己）
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公開講演会

パウロとユダヤ教
主催：

同志社大学一神教学際研究センター

共催：

同志社大学神学部・神学研究科

(CISMOR)

【講師】 村山盛葦（同志社大学神学部神学研究科・教授）
勝又悦子（同志社大学神学部神学研究科・准教授）
【日時】 2016 年 9 月 24 日（土）13:00-15:00
【会場】 同志社大学今出川キャンパス

神学館チャペル

本講演は、 「日本におけるユダヤ人 ・ ユダヤ教研究」

いるという点を汲むことなしに、 より正確なパウロ理解は

プロジェクトの一環で開催されたもので、 パウロとユダヤ

できないと指摘した。 そして、 パウロが初期ユダヤ教諸

教について、 ユダヤ教側 （勝又氏 ： 「ユダヤ教 ・ ユダ

派が共有していた神学や旧約聖書 （七十人訳） をどの

ヤ学から見たパウロ」） とキリスト教側 （村山氏 ： 「パウロ

ように再解釈したのかという点について検証をおこなっ

から見たユダヤ教」） の視点から検証しようとするもので

た。
はじめに、 パウロが継承したユダヤ教の神学思想の中

ある。
勝又氏は、 パウロ研究がユダヤ教徒としてのパウロに

でも異邦人巡礼に着目することで、 パウロが異邦人と信

高い関心が昨今高まっているのに対して、 ユダヤ学にお

仰についてどのような再解釈を与えているか考察された。

いては、 パウロは 「外の人」、 キリスト教側に行ってしまっ

村山氏によると、 パウロは肉の割礼ではなく、 心の割礼

た人という理解が強いことを指摘した。 それは、 パウロ

（倫理的な徳目の遵守） （エレ 4:4; 9:25; 申 10:16） の重

の同時代のラビ ・ ユダヤ教研究の関心がイスラエルの地

要性を説いている。 さらにパウロは、 「神の民」 の入会

にあり、 ディアスポラのユダヤ教への関心の低さを反映し

条件をキリスト信仰のみとした。 このような神学思想は、

ているのかもしれない。 そもそも、 パウロの同時代ユダ

異邦人の救いを視野に入れたユダヤ教の普遍主義を極

ヤ教文献には、 パウロや出身のタルソスについての言及

致にまで、 結果的に世界宗教としてのキリスト教の礎を

は皆無であることも一因である。

築くことになったという。 次に、 パウロから見たユダヤ教

そこで、 パウロがユダヤ教世界と異邦人世界の境界に

についての理解を深めるべく、 神の審判、 律法遵守、

あったことを考え、 同時代のユダヤ教文献での中でも最

神の言葉の授与、 選民、 同胞 ・ 同族意識といった観点

も初期に編纂されユダヤ教生活の規範の集大成となった

をパウロ書簡から繙いた。 また、 初期ユダヤ教の神学

『ミシュナ』 中の 「多神教徒 （オベド ・ コハビーム ： 星々

思想とパウロ神学との共通点や、 パウロによる旧約聖書

の崇拝者）」、 「異邦人 （ノクリー）」、 「キリスト教徒 （ミー

の引用についても精査された。

ニーム）」 に言及している資料を分析した。 まず、 ミシュ

我々の宗教理解は、 ユダヤ教とキリスト教の緊張 ・ 衝

ナでは、 「異教徒」 （オベド ・ コハビーム） が多用され

突という歴史に過分に影響を受けており、 そのため両宗

ており、 一神教の自分たちと 「多神」 教である他者との

教の教義に見られる差異に注目されることが多かった。

区別が自覚されていると考えられること、 第二に、 その

しかし、 本講演で行われた史料の検証により、 パウロ神

異教徒と実生活上での様々な接触、 交渉があったことを

学は初期ユダヤ教の神学思想を継承 ・ 再解釈している

示唆していることが理解された。 そして、 異教徒との様々

のであって、 ユダヤ教を否定しているのではないと判明

な規定の中で、 ユダヤ教徒は実行しなければならない

した。 パウロにとってユダヤ教は、 彼の神信仰と歴史理

様々な律法が異教徒には免除されることが多々あること

解をはぐくんでくれた母体であった。 すなわち、 初期ユ

が分かった。 つまり、 異教徒世界との境界において、

ダヤ教の神学思想はパウロ神学を形成する上で欠かすこ

ユダヤ教徒に課せられる律法の数々はそれ自体が絶対

とのできないものであったのである。

村山盛葦氏

ではなく、 ユダヤ教徒であるから実行しなくてはならない
ものであることを自覚させるものであり、 ここに信仰と行為

(CISMOR 特別研究員 川本悠紀子）

に関する解釈に変化が生まれたのではないかと考えられ
る。 それが 「それ自体汚れているものは何もない」 ( ロー

勝又悦子氏

マの信徒への手紙 14.14) 等のパウロの律法理解の背景
にあるのではないかと指摘した。
村山氏は、 ユダヤ教には様々な分派があったことを説
明し、 パウロの回心体験や、 パウロ書簡が終末を見据
えて中間期を歩んでいるという特殊な観点から書かれて

C I S M O R

V O I C E

23

05

2016 年度前半活動報告

7 月 06 日（水）

5 月 12 日（木）

CISMOR Seminar #9

公開講演会

‘Laozi as a God: What Was Lost in the Western Imagination

‘On Seeing God’
講 師： Sulaiman bin Ali bin Amir Al-Shueili (Sultan
Qaboos University College of Education, Islamic

講師： James Robson (Professor of East Asian Languages
and Civilizations at Harvard University)

Sciences Department)
会場： 同志社大学今出川キャンパス

of Daoism?’

神学館チャペル

会場： 同志社大学今出川キャンパス

5 月 30 日（月）

7 月 20 日（水

CISMOR Seminar #7

公開講演会
「2016 米国大統領選挙と米国内政・外交の展望」

‘Mithraism in Pannonia’
講師： Blanka Misic (Department of Ancient
Civilizations, Champlain College Lennoxville)
会場： 同志社大学今出川キャンパス

至誠館 S33 教室

神学館地下 G1 教室

講師： Elliott Abrams (Senior Fellow for Middle Eastern
Studies, Council on Foreign Relations)
モデレーター：阿川尚之（本学特別客員教授）
ディスカッサント：村田晃嗣（本学法学部教授）
会場： 同志社大学今出川キャンパス

良心館

RY305 教室

6 月 16 日（木）
CISMOR Seminar #8
‘Study Abroad in Liberal Arts Colleges in the U.S.’
講

師： Thomas Henry Rohlich (Associate Kyoto Program

9 月 24 日（土）
公開講演会
「パウロとユダヤ教」

(AKP)

1.「ユダヤ教・ユダヤ学から見たパウロ」

at Doshisha University)
会場： 同志社大学今出川キャンパス

クラーク記念館 CL25 教室

2.「パウロから見たユダヤ教」
講師： 勝又悦子（本学神学部神学研究科准教授）
村山盛葦（本学神学部神学研究科教授）
会場： 同志社大学今出川キャンパス

6 月 18 日（土 )

神学館チャペル

研究会
「16 世紀の日本とドイツにおけるキリスト教神学」
1.「戦国時代における日本キリスト教神学の教育」
2.「ルターのカトリック性 : 近年の研究における新しい視点」
講師： M. Antoni J. Ucerler, S.J. (Director, Ricci
Institute for Chinese- Western Cultural History,
University of San Francisco )
村上みか（本学神学部教授）
会場： 同志社大学今出川キャンパス

神学館地下 G1 教室

公開講演会
「中国宣教師マッテオリッチ（利瑪竇）と日本でのレガシー」
講師： M. Antoni J. Ucerler, S.J. (Director, Ricci

↑ローリック先生のセミナーでの様子

Institute for Chinese-Western Cultural History,
University of San Francisco )
会場： 同志社大学今出川キャンパス
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神学館チャペル
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来訪者記録
5 月 12 日（木）

7 月 6 日（水）

Professor Sulaiman bin Ali bin Amir Al-Shueili

Professor James Robson

（Sultan Qaboos University College of Education / Oman)

(East Asian Languages and Civilizations at Harvard
University/ U.S.A)

5 月 30 日（月）
Dr. Blanka Misic (Instructor in Humanities and Ancient
Civilizations at Champlain College Lennoxville / Canada)
Dr. Maria Vidovic (Canada, Montreal)

7 月 20 日（水）
Mr. Elliott Abrams
(Senior Fellow for Middle Eastern Studies, Council on
Foreign Relations)

6 月 18 日（土）
Professor M. Antoni J. Ucerler, S.J.
（Director of Ricci Institute for Chinese-Western Cultural
History,University of San Francisco / U.S.A.)
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お知らせ
カイロ大学アラビア語能力検定
本検定はアラビア語学習意欲促進を目的とし、問題作成・採点・

本学法学部のエルバルティ・ベリーグ氏が、
CISMOR リサーチフェローとして新たにメン

判定・合格登録・証明書発行をカイロ大学が行い、同志社大学一

バーに加わることになりました。ベリーグ

神教学際研究センターが事務業務を支援します。

氏は 2014 年に京都大学大学院法学研究科

検定レベルは初級・中級 1・中級 2・上級 1・上級 2 に分かれ、
各レベルの目安は以下のとおりです。

にて博士号を取得後、同大学院同研究科の
特定助教を経て現在本学法学部で嘱託講師
として教鞭を執っておられます。ご専門は国際私法・国際民事訴

初

級：同志社大学アラビア語講座初級

中級１：現地の小学生 1 ～ 6 年の国語・アラビア語文法教科書、

訟法・家族法・イスラーム法、言語はアラビア語、英語、日本語、
フランス語が堪能です。

社会教科書レベル
中級２：現地の中学 1 ～ 3 年の国語・アラビア語文法教科書、
表記法教科書、社会教科書レベル
日常生活の表現を理解し、新聞、雑誌などが読める
上級１：現地の高校 1 ～ 3 年の国語・社会教科書レベル
国語：アラビア文学史、古典詩、文法を含む
旅行ガイドとして活動できる
上級２：現地の高校 1 ～ 3 年の国語・ 社会教科書レベル

CISMOR からの最新情報
■Follow us on Facebook
Facebook でも CISMOR の講演会情報、研究動向などを発信してお
ります。以下のアドレスから情報を見ることができます。
https://www.facebook.com/doshisha.cismor/

国語：アラビア文学史、古典詩、文法を含む
通訳として活動できる

■Youtube での動画配信
CISMOR の過去の講演会は Youtube にてご覧いただけます。

検定試験は本学の学生に限らず、一般の方も受験が可能です。
当センターにメールアドレスをご登録いただきましたら、試験に
関する情報を随時お送りいたしますので、受験をご検討される方

http://www.youtube.com/CISMOR1 （日本語の講演会）
https://www.youtube.com/CISMOR2 （英語の講演会）
https://www.youtube.com/CISMOR3 （アラビア語の講演会）

はお名前とご所属を明記のうえ、rc-issin@mail.doshisha.ac.jp
へメールをお送りください。

CISMOR リサーチフェロー加入のお知らせ
本学アメリカ研究所の山口航氏が、
CISMOR リサーチフェローとして新
たにメンバーに加わることになり
ました。山口氏には、昨年秋のデ
ヴィッド・ハリス氏講演会や先日
のエリオット・エイブラムス氏講
演などにご協力いただいてきまし
たが、今後はリサーチフェローとして、実質的にセンター事業に
携わっていただけることとなります。ご専門は日米関係、外交史、
国際政治学です。

発行

同志社大学一神教学際研究センター（CISMOR）
〒602-8580 京都市上京区今出川烏丸通東入
TEL：075-251-3726

FAX : 075-251-3092

Email: rc-issin@mail.doshisha.ac.jp
http://www.cismor.jp
https://www.facebook.com/doshisha.cismor/
編集

CISMOR 事務局編集部
（担当：朝香知己、川本悠紀子）
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