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半 年 の 活 動 を 振 り 返 っ て

28August
2019
vol. 

　2018年秋のセメスター、2018年10月から2019年3月
までのCISMORの活動報告をお届けできることを嬉しく
思います。その活動には、シンポジウム、公開講演会、研究
会（特に若手研究者のための2つの高度な研究会）、そし
てカイロ大学で開催された国際学会への同志社大学と
CISMORからの3名の研究者の参加を含みます。
 その活動は、ヘブライ語聖書や考古学を通して明らかに
された古代近東の文化を含む古代の宗教から、古代後期
と近代のユダヤ教やキリスト教、そして歴史的観点や、特
にサウジアラビアやイランに関する講演による現在の政
治・文化的状況におけるイスラームに及びます。
　センターの若手研究者に研究会の始動と参加を促すこ
とを始めた前セメスターの後、このセメスターの12月には、
2つの優れた研究会が開催されました。これらの詳細につ
いては、この28号の報告をご覧ください。これらの他、我々
は日本の研究者との交流を伴った、海外からの研究者の
参加による2つのセミナーを開催しました。10月には死海
文書とユダヤ-キリスト教の歴史的文書に関するセミナー
を開催し、 Emanuel Tov 教授が参加されました。 彼は
CISMORのエルサレム・ヘブライ大学人文学部との長年
の協力関係に基づき、招待されました。11月にはキリスト
教の研究者であるマイスター・エックハルトに関するセミ
ナーが、同志社大学とチュービンゲン大学との新たな協力
の枠組みの元に開催され、客員研究員であるJohannes 
Brachtendorf教授が参加されました。
　我々はユダヤ学におけるCISMORの最も活動的なリ
サーチフェローの一人である市川裕教授のご退職を、彼
の教え子達（その多くは現在CISMORのリサーチフェ
ロー）によって構成された研究会で祝いました。

　また、セメスター中、Rina Dudai博士によって、ホロコー
スト生存者に関するセミナーが開催され、映画を通した解
釈と考察がなされました。
　2月に開催された公開シンポジウムでは、この年の研究
テーマである「宗教における禁止：近代における古代の慣
習－食物やその他の生活に関する禁止」を継続し、キリス
ト教、古代後期のユダヤ教、仏教について検討を行い、多
くの参加者を得ました。
　この年の活動の一部はすでに、当センターの主要な学
術雑誌である『一神教学際研究』の第14号(http://ww-
w.cismor.jp/jp/series/jismor/)と、『一神教世界』の第
10巻(http://www.cismor.jp/jp/series/monotheis-
tic/)に掲載されています。また、秋のセメスターにおける講
演や論文のいくつかは、『一神教学際研究』第15号と、『一
神教世界』第11巻に掲載される予定です。2019年の3月
には、2018年の8月にエルサレムで開催した第3回国際ユ
ダヤ学シンポジウムの報告書(http://www.cismor.-
jp/uploads- images/s i tes/2/2018/07/0fad-
de4f3ea7bb76fc 441505f5142db9.pdf)をなんとか出
版することができました。
　センターの若手研究者による当年度の活動の締めくく
りは、4人が外務省のプロジェクトに参加してアメリカ西海
岸を訪れ、サンフランシスコやロサンゼルスにおけるユダ
ヤ共同体の歴史や現在の状況を学ぶことでした。
　本号は、研究センターであるCISMORの絶え間のない
この半年の活動を詳細に報告しています。

（一神教学際研究センター長　Ada Taggar Cohen）



 　　  主催 ：　同志社大学一神教学際研究センター（CISMOR）

【講　師】　Emanuel Tov ほか 4名（詳細は本文参照）　　　　
【日　時】　2018 年 10 月 6日（土）　13:30-17:30
【会　場】　同志社大学今出川キャンパス　至誠館 3階会議室
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第 16回 CISMORセミナー&ワークショップ

The Biblical Dead Sea Scrolls as Representing 
Variety in Judaism and Early Christianity

　本セミナーは、ヘブライ語聖書の本文
研究の世界的権威である Emanuel Tov
氏（エルサレム・ヘブライ大学聖書学科
名誉教授）によるセミナーであり、若手
研究者の発表によるクローズドのワーク
ショップが引き続き開催された。Tov 氏
は死海文書に関しても世界的権威であり、
遅延していた死海文書の公開の進展は、
氏の尽力によるところが大であった。
　Tov 氏のセミナー内容は、以下の通り
である。Tov 氏は、ユダヤ教とキリスト
教における聖書テキストの多様性に関す
る見解を述べた。死海文書はクムラン由
来のものとそれ以外の場所からのものと
では相違し、後者は「プロト・マソラテ
キスト」（以下プロト MT）のみを収蔵し
たが、前者はそれに加えて他の民衆的な
テキスト（popular texts）も含む。この
相違は異なるテキストが同時期に、異な
る人々によって使用されていたことを示
す。プロト MT とは、中世の要素である
母音やアクセントを除いた MT の子音の
枠組みが、事実上まったく同様の古代の
テキストによって先行されていることか
ら名づけられた用語である。中世の MT
群はそれ自体異なっているが、レニング
ラード写本（以下 L）を規準とするならば、
中世の写本が他と相違する程度（2％程度）
にしか相違しない死海の巻物（群）が存
在する。すべてのプロト MT は 2 段階の
発展を経過した。最初の段階で各聖典は
あらゆるレベルにおいて一致せず、その
内容は流動的だった。第二段階では極度
の配慮がなされ、変化の無い、非常に注
意深く伝達されたテキストになった。こ
れらの想定と同様に重要なのは、それら
がプロト MT の背景を明らかにしないこ
とである。プロト MT を形成した人々に
関する証拠は一切ない。またプロト MT
が、プロトラビ的なサークルの見方に沿っ
て、変更を加えられた証拠は無い。
　いかなるクムランの資料も、MTにベー
スを置いているという明らかな指標は無
い（除く８ QphylⅠ）。クムランのあるも
のは一見 MT に基づくように見えるが、
この想定は MT と他の資料とに対立が無
いことから支持されない。プロト MT 最
早期の根拠（前 50 年のマサダからのテキ
スト）は、クムランからの MT 的なテキ
スト（前 225-175 の 4QJera）よりもずっ
と後代のものである。私見では、この不
一致は早期のクムランでプロト MT は保
存されていなかったという事実に基づく
ものであり、ユダの荒野で MT 的なテキ
ストを保存していた共同体は、より新し
い巻物を後代に採用したのである。プロ
ト MT を受容した人々と共同体の歴史の
結論については穏当である必要がある。

なぜなら、それらはプロト MT の社会－
宗教的環境に関しては示唆的だが、テキ
ストそれ自身に関しては謎のままである
からだ。プロト MT となる以前のテキス
トの起源は不明である。
　Tov 氏の作業仮説は、MT は知的、宗
教的エリートのテキストで、他のテキス
トは庶民（the people）のものだったと
いうものであり、また、サマリア五書（以
下 SP）と 70 人訳聖書（以下 LXX）とは
密接に関係していたというものである。
両者共通の祖先という仮説は、1815 年に
Gesenius によって初めてまとめられた。
これら二つの資料は、律法すべての書物
においてしばしば一致する。LXX と SP
が共通資料に由来するという想定は、い
くつかの書き直された聖書が MT よりも
LXX と SP により近いという事実から支
持される。律法における 2 つの伝承群は
特徴においても異なり、第２群のテキス
トは二次的な（secondary) 特徴で密接に
つながっている。律法を 2 群に分けると
いう新しいアイデアは、異なる書記の手
法、保守と大衆化（普及）の概念と密接
に結びついている。五書についてはほと
んどの非 MT テキストは民衆的なもの
だったが、その他の書物はそうではない。
例えばサムエル記のどのようなテキスト
に関しても、保守的なものであるか、あ
るいは一般的なものであるかを確信的に
言うことは出来ない。五書の書物は、捕
囚後にバビロニアからパレスチナにもた
らされた写本をおそらく反映しているが、
その他の書物では異なったプロセスが
あっただろう。
　初期のキリスト教に関する唯一の情報
源は新約聖書（以下 NT）の書物だが、
それらは NT のヘブライ的背景を明らか
にし、また、初期キリスト教徒の著者に
よって用いられたテキストにも関連して
いる。初期のキリスト教徒たちはヘブラ
イ語聖書のテキストを頻繁に用いたが、
その直接的な使用は継続されなかった。
彼らの解釈的方法はクムラン共同体のそ
れに似ている。カイゲ - テオドティオン
改訂版（以下 Kaige-Th）はプロトMT を
反映しているが、それはパリサイ派とラ
ビのサークルのものと同定されるテキス
トで、NT がしばしば批判する正にその
人々のテキストが NT で引用されている。
LXX(OG）やヘブライ語化されたどの写
本が新約の書物の中で優勢なのかについ
て正確な統計的情報を持っていないが、
LXX（OG）が NT の大部分の書物の中で
引用されていること、そしてマタイやパ
ウロによる初期のギリシャ語聖典改訂版
の利用が引用の少数派に属することは明
らかである。パウロが、LXX(OG) と
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たエッセネ派やファリサイ派ともイエスは
異なっている。イエスは、当時のユダヤ人
によって食事の交わりから排除された人々
が招き入れられる食卓の姿を通して、「神の
国」の姿を示した。福音書文学（特にルカ
福音書）は、このイエスのメッセージを効
果的に「読者」に伝えるために、天使の描
写を取り入れている可能性がある。死海文
書において、天使はクムラン共同体の正統
性の主張を支える機能を担っていたことを
視野に入れる時、イエスの物語を天使によっ
て枠づける福音書文学に、同時代のユダヤ
教諸分派の主張に対する抵抗文学としての
主張を見る可能性が浮かび上がってくる。
　続いて、北村（CISMOR 特別研究員 / 
“Ezekiel in the Dead Sea Scrolls”）は、
エゼキエル書と死海文書との試論的な比較
考察を行った。P. Joyce は、直接的な引用
は少ないものの、祭司的指向性を持ったエ
ゼキエルの終末的預言がクムランに相当の
インパクトを与え、玉座のイメージ（同書
冒頭、10 章）、諸国への批判（16,23 章）、
37 章の枯れ骨、40-48 章などのイメージが
影響力を持ったと指摘している。北村は、
特に同書の影響が指摘される「神殿の巻物」
（11QT）と「新しいエルサレム」（4Q554）
に注目し、「聖域の境界区分の差異に伴う、
神殿の巻物と同書との間における中心の推
移」（J. Maier）、「独特の構造物としての門
の描き方に関する三書における相違」（H. 
Antonissen）などの指摘を紹介しながら、
神殿の巻物と共通する同書 40-48 章におけ
る正方形の同心円状の構造（聖域・神殿の
外庭・内庭・祭壇）と祭壇に仕える者がエ
ゼキエル自身と解釈し得ることから（43
章）、同書の核心の一端が示唆されることの
可能性を指摘した。
　最後に大澤耕史氏（中京大学国際教
養学部助教 / “Dead Sea Scrolls and 
Other Biblical Interpretations concerning 
the Golden Calf Story”）は、へブライ語
聖書中で｢大いなる罪（חטאה גדולה）｣として
言及される金の子牛像事件（出エジプト記
32 章）について、死海文書における言及を
整理した。まずその解釈以前に出エジプト
記 32 章本文に関して言えば、死海文書全
体における出エジプト記の重要性に疑問の
余地がないにもかかわらず、現存する写本
の破損が大きく 32 章全文が残されている
ものはいまだ見つかっていない。わずかな
資料の中でマソラ本文との違いが見られる
のは、32:10 の神の怒りを述べた箇所であ
る（4Q22）。ここには申命記 9:20 との混
同ないしは合体が見られ、神の怒りがアロ
ンに向けられていることが明らかとなって
いる。この点は、フィロンの『モーセの生涯』、
偽フィロン『聖書古代誌』、ヨセフスの『ユ
ダヤ古代誌』に見られる、アロン擁護と言
えるような姿勢と一線を画している。聖書
本文以外での言及としては、断片的ではあ
るが 4Q159 が該当すると考えられる。こ
の写本は子牛像への言及より前の箇所で何
らかの贖いについて述べており、子牛像事
件がクムラン共同体の贖いに関して一定の
役割を果たしていたと考えることもできる
が、残念ながら決め手に欠ける。いずれに
しても、死海写本には他の神への崇拝行為
（≒偶像崇拝）を厳格に禁止する記述が多く
見られることからも、子牛像事件がそういっ
た文脈で使用された可能性は大いにある。
　以上の Tov 氏および 4 氏の発表の後、活
発な質疑応答がなされた。

（CISMOR特別研究員　北村徹）

の利用が引用の少数派に属することは明
ら か で あ る。パ ウ ロ が、LXX(OG) と
Kaige-Th の改訂版の双方を一見同じ条件
で、そして同じ書簡（ロマ書、第一コリント）
で使用したことは依然興味深い。テキスト
のタイプはおそらく彼にとって重要ではな
く、旅行の間、滞在先でたまたま利用でき
たテキストに基礎を置いていたのである。
マタイは、LXX(OG) と初期の改訂版を反映
したが、これらの二つの資料はおそらくマ
タイの編集プロセスの異なる層に由来する。
　要約すると、初期のユダヤ教とキリスト
教のテキストの状況はある意味で同様の線
に沿って展開し、各々、異なるタイプのテ
キストが知られていた。ユダヤ教において
は、保守的なテキストと大衆的なテキスト
の間で対立があり、後者のみがヘブライ語
聖書に基づく編集のためのベースとして使
用された。ギリシャ語を話すユダヤ－キリ
スト教の共同体では、同様に異なるギリシャ
語テキストである LXX(OG) とパリサイ派
によるその改訂版があった。両者は初期の
キリスト教に使用されたが、そこにはイデ
オロギー的な意図は無かった。

　Tov 氏に引き続き、4 名の若手研究者が
発表を行った（各氏とも CISMOR リサー
チフェロー、カッコ内は所属と発表題）。
　加藤哲平氏（日本学術振興会特別研究員
P　D / “Anc ien t  Chronography  on　 
Abraham’ s Departure from Haran: 
Rewritten Scripture, Josephus, Rabbinic 
Literature, and Jerome”）は、アブラハム
のハラン出発（創 11:26, 32; 12:4）におけ
る時系列の矛盾が古代の聖書解釈の中でど
のように説明されてきたかを明らかにした。
対象テクストは、死海文書中の再話聖書（『４
Ｑ創世記注解（4Q252）』と『ヨベル書』）、
ユダヤ・ヘレニズム文学（ヨセフス『ユダ
ヤ古代誌』）、そしてラビ文学（『創世記ラ
バー』とヒエロニュムスが保存するユダヤ
伝承）である。創世記における時系列の問
題を研究した B. Z. Wacholder によると、
ラビ文学と死海文書の解釈がまるで異なっ
ているのに対し、ユダヤ・ヘレニズム文学
と死海文書の解釈は似ているという。しか
しながら、アブラハムのハラン出発に関す
る三者の解釈を分析すると、Wacholder が
言うほどに事態は単純ではないことが分
かった。たとえば、Tov 氏が「珍しい構造
を持ったテクスト」と評する『４Ｑ創世記
注解』やヨセフスは、『創世記ラバー』に通
ずる解釈を保存しており、一方で『ヨベル書』
はヒエロニュムスのユダヤ伝承との親和性
を持っている。言い換えれば、ラビ文学に
おける洗練された聖書解釈の原型が死海文
書にもユダヤ・ヘレニズム文学にも見出さ
れるのであった。
　大澤香氏（神戸女学院大学文学部専任講
師 / “Angels in Dead Sea Scrolls”）は、
多様な聖書解釈を生みだした第二神殿時代
の多様な分派状況、特に、クムラン共同体
に見られる天使との共同の意識について分
析し、イエス及び新約聖書へ与えた間接的・
逆説的影響を考察した。天使との共同の意
識は、エルサレムの神殿体制に異議を唱え
たクムラン共同体の正統性を支えるもので
あったことが考えられる。共同体での独身
制の実践や、閉鎖的に守られた共同の食卓
にも、天使との類似・共同の認識が関係し
ていることが考えられる。食事についての
態度を比較すると、断食を行った洗礼者ヨ
ハネやファリサイ派とも、閉鎖的食卓を守っ

大澤香氏
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 　　  主催 ：　同志社大学一神教学際研究センター（CISMOR）
　　                                       共催：    同志社大学グローバル・スタディーズ研究科
　　　　　　    同志社大学神学部・神学研究科

【講　師】　奥田 紀宏
　　　　　（元サウディアラビア大使）
【日　時】　2018 年 10 月 27日（土）13:30-15:30
【会　場】　同志社大学今出川キャンパス　良心館RY303 教室

04                                                                　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　  C   I   S   M   O   R　   V   O   I   C   E　  28   

国際会議・公開講演会・シンポジウム・研究会報告

公開講演会

サウディアラビアの経済・社会改革の行方を読む
－宗教的伝統及び内政・外交への影響－
(Looking into the Economic and Social Reform in Saudi Arabia Today)

　エジプトやサウディアラビアなどの中
近東・アフリカ諸国を中心として外交官
を歴任された奥田紀宏氏により標題の講
演が行われた。また標題関連に加え、最
近サウディアラビアで起きたジャマール・
カショギ氏暗殺事件などの時事問題につ
いても言及された。ご講演では、サウディ
アラビアの経済・社会改革は今後とも我々
日本人にとって重大事であることを指摘
され、また、イスラーム教のワッハーブ
主義の流れを汲むサウディアラビアの改
革の方向性を理解した上で当該事件の意
味を考えることの重要性を説明された。
　奥田氏は、中東・アラブ社会、その他
のイスラーム社会のいずれにおいても、2
つの意味（「イスラーム原理主義・復古主
義という考え方」、「文化・風俗（服装など）
面でのイスラーム化の進行」）において、
現象としての「イスラーム化」を体感さ
れたとのことであった。イスラーム原理
主義は、明らかにここ十数年来目立って
きた現象であり、それは「あの世もこの
世も、本来神が支配すべき世の中を、本
来支配すべきでない人間が支配している
という現象を破壊し、在るべき姿に戻す」
という考えである。
　エジプトでは「ムスリム同胞団」の有
名な理論家であるサイイド・クトゥブが
ナーセル政権と激しく対立する中で、「ジ
ハードによって真のイスラーム国家を目
指すべきだ」という原理主義的なスロー
ガンを掲げ、両者の間で過激な抗争があっ
た筈だが、奥田氏ご自身は１９７０年代
に初めてエジプトに勤務した際にはこう
した危機的状況についてはあまり実感が
なかった、とのことであった。恐らく、
当時の抗争の多くは、いわゆる共産主義
系に代表される過激派左翼の暴力主義的
な組織に支えられたものが目立っていた
ので、いわゆるイスラーム原理主義的な
組織のそれは然程目立っていなかったの
ではないか、とのことであった。
   また奥田氏は、エジプトでは近代化・
現代化のロールモデルを見出す際に、「ア
ラブ湾岸諸国の石油経済」を顕著な成功
例として捉え、その湾岸諸国が元々有し
ていた宗教的な傾向がアラブ・中東地域
全体に広がったのではないか、という仮
説を立てられた。
　奥田氏は、1979 年に端を発した中東に
おけるイスラーム過激主義が拡大する現
象に深く関わった出来事として、「イラン
のホメイニー革命」「メッカのモスク事件」
「ソ連のアフガニスタン侵攻」を挙げられ

た。具体的には、「イランのホメイニー革
命」によって、これまで世俗的であった
イランが突然イスラームの権威に基づく
神権政治の国家となり、その結果、メッカ、
メデイーナの二大聖地の守護者をもって
自任するサウジのサウード家は支配の正
当性を侵食されたように感じた。その様
な折に「メッカのモスク事件」が起き、
その後、可能な限りイスラーム原理主義
に配慮した政策をとるようになった。又、
「ソ連のアフガニスタン侵攻」は無神論者
である共産主義者との闘いという大義名
分をイスラム過激主義者に与え、ソ連と
の戦いの中で更にイスラム過激主義者の
影響力を強める結果となった。
　奥田氏によれば、現在サウディアラビ
アが抱える問題として「サウディアラビ
ア人の若年層の失業率の高さ」「GDP の
4 割を石油収入に依存していること」「経
済活動の 7-8 割が政府部門であること」
があり、その解決策として「民間経済の
強化」「石油以外の産業の強化」「高齢者
を尊重する文化から若者を盛り立てる文
化への移行」などを挙げられた。そして、
これらの新しい経済政策を推進させるた
めには、これまでのワッハーブ主義を変
革させる必要があり、実際に、近年では
宗教警察の権限縮小がみられるとのこと
であった。これに対し、奥田氏は「宗教
的保守主義の反感を買うのではないか」
という恐怖心を抱いたという。しかし、
結果的には、省庁主導による若者の娯楽・
文化への参加促進等、社会のオープン化
が推進された。サウジ国内では、結果と
して IS（イスラム国）やアル＝カーイダ
によるテロリズムを生み出した「イスラー
ム主義のグローバリズム」への反省とし
て、近年、ナショナリズムが徐々に進み
つつあり、「新しい歴史が始まっている」
とのことであった。
　そのような矢先に今回のジャマール・
カショギ氏暗殺事件が起こった。奥田氏
は、この事件はサウディアラビア改革の
流れに重大な影を落とす出来事ではある
が、とはいえ、ムハンマド・ビン・サル
マン皇太子を排除して解決するという問
題ではないだろう、という見解を示され
た。この問題については日本の市民社会
でも様々な意見があるだろうが、今後日
本が生き延びていくためにも官民共に考
えていかなければならない、と述べて講
演を締め括られた。

　（CISMOR特別研究員 阿部泰士）

奥田紀宏氏



人かを死なせたが、それも彼女に強い罪悪
感を残した。彼女はその痛みに性的関係や
飲酒によって対処してきたが、Ida が現れ
た時、愛する者たちに関する真実を探求す
る旅への出発に同意した。殺害者たちは語
ることを拒んだが、真実の開示を余儀なく
された。その開示は Wanda たちに復讐の
念を起こすことは無く、彼らにある種の終
結の感覚を与えた。
　Wanda と Ida は各々、元の生活に戻っ
たが、Ida はキリストへの献身の誓約を心
から行うことができず、延期する。他方、
Wanda は、真実の開示によって、もはや
否定の中に猶予を見出すことはできず、身
を投げる。Wanda との出会いは Ida にト
ラウマへの囚われをもたらしたが、同時に、
生命と活力に満ちた新しい道をも開いた。
Ida は放浪のサキソフォン演奏家と関係を
持ち、彼はイーダに彼の旅に加わることを
提案し、プロポーズすら行う。しかし、そ
れは、彼女の核にある虚無を強調する、「そ
れで？ (And then what?)」という Ida の
問いによって退けられ、Ida は修道院に戻
ることを選ぶ。
　映画の結末において、カメラは静止せず、
Ida に沿って動くが、これは冒頭のシーン
とは対照的であり、Ida が経験した変容を
示している。このシーンに流れるのは神へ
の問いかけとその愛への献身を強調する、
Bach の「主イエス・キリストよ、われ汝
に呼ばわる」(BWV639) である。この場面
において初めて、物語の筋の説明ではない
音楽が流れるが、これは宗教性の感覚や彼
方からの超越的存在を示す働きがある。
Ida は修道院に戻るが、それは、彼女の意
識的な選択である。
   Dudai 氏によれば、この結末の解釈には、
多くの可能性が残される。彼女は、先祖の
亡霊たちへの道を選んだのかもしれない
し、修道院への道を選んだかもしれない、
あるいは、探し続けること自体への終わり
の無い衝動からさすらい続けるのかもしれ
ない。Bach をオルガンではなくピアノで
演奏していることは、キリスト教への執着
から離れ、曖昧な意味での宗教性のみを残
すことで結末の曖昧さを強めていると強調
し、Dudai 氏はセミナーを締め括られた。 

　　　　　（CISMOR特別研究員　北村徹）

   本セミナーで Dudai 氏は、詩的言語がい
かにトラウマの体験とその記憶を扱い得る
のかを示された。Dudai 氏はまず、外傷的
状況において記憶は断片化され、通常の状
態では引き出すことが阻止されることなど
を、トラウマに関する研究史と併せて紹介
された。Dudai 氏の問いは「トラウマ的記
憶の言語的表現」であり、Dudai 氏はそれ
を可能にするのが詩的言語であり、特に映
画という伝達手段であると主張された。
　Dudai 氏はその例として、P. Pawlikowsky
監督による、ポーランドとデンマークの合
作映画、“Ida” (2013) を紹介された。舞台
は 1960 年代のポーランドで、修道院で育っ
た孤児 Ana は、キリストへの献身の誓い
を立てる間際に自らの過去を知る。第二次
大戦中、赤子だった Ana（本名 Ida）のユ
ダヤ人の両親は、ナチスから彼らを匿って
いると思われていたポーランド人達に殺さ
れる。彼らは Ida の従兄弟をも殺害したの
だが、Ida に関しては情けをかけ、孤児と
して修道院に送った。この映画は、その過
去とアイデンティティの痕跡を捜し求める
Ana/Ida の旅を追って行く。
　映画は黒のフレームから始まり、徐々に
光と音が現れるが、それは方向感を失った
状態を創り出している。Ida は自分に叔母
がいることを看護師長から告げられ、自ら
の過去を知るために、献身の誓いを立てる
前に彼女に会いに行くよう命じられる。こ
の看護師長をユダヤ教とキリスト教、もし
くはユダヤ人とポーランド人との葛藤の象
徴と捉えることが出来る。冒頭のシーンは、
背景に建物正面を写しながら、Ana が修道
院を出る場面で終わっている。これは、彼
女が両親の骸骨を発見し、ルブリンのユダ
ヤ人墓地に葬る旅を終えて帰還するイメー
ジと同一である。この映画は螺旋状に展開
し、それぞれの旋回は終局に至るが、しか
しまた、他の窓を開く。
   Wanda は、姪である Ida がユダヤ人で
あることを、両親の名前とともに説明する。
彼らはその埋葬地を見つけるため、Wanda
の息子と Ida の両親を殺害した者を探す。
Wanda は戦時中、戦いに参加するため息
子を姉に預けたが、彼女によればその参加
は無意味であり、息子を死なせた罪悪感を
もたらした。彼女は後のポーランドの共産
体制において、イデオロギーの名の下に何

第 17回 CISMORセミナー

The Phantom of the Holocaust: 
An Interdisciplinary Discussion of Trauma
  　　　主催 ：　同志社大学一神教学際研究センター（CISMOR）
　　　 
 【講　師】   Rina Dudai 
　　　　　 (Senior Lecturer at the Kibbutzim College of Education 
　　　　　  and Tel Aviv Institute of Contemporary Psychoanalysis) 
 【日　時】　2018 年 11 月 8日（木）   16:40-18:10
 【会　場】　同志社大学今出川キャンパス   至誠館 3階会議室　

　Rina Dudai 氏
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 　　  主催 ：　同志社大学一神教学際研究センター（CISMOR）

【講　師】　中西 久枝
　　　　　（同志社大学グローバル・スタディーズ研究科教授／
　　　　　  一神教学際研究センター幹事）
【日　時】　2018 年 11 月 10日（土）13:30-15:30
【会　場】　同志社大学今出川キャンパス　良心館RY302 教室
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国際会議・公開講演会・シンポジウム・研究会報告

公開講演会

ポピュリズム、ポストイスラーム主義、不満の矛先
̶世界政治の中のイラン情勢
（Populism, Post-Islamism, and Social Grievances: 
 Iran in the World Politics） 

　中東現代政治、イスラームとジェン
ダー、平和構築等を専門とされ、イス
ラーム世界の女性を取りまく社会環境
やイランを巡る中東の安全保障問題等
について研究されている中西久枝氏に
より標題の講演が行われた。中西氏は、
アメリカがイランと対立する理由、イ
ランによるアメリカの捉え方、イラン
の政治的安定の歴史、今回の経済制裁
の影響、今後の中東政治の動向、といっ
た項目に分けて話された。

　中西氏は、イスラーム世界と称され
る中東地域はムスリムばかりであると
思われがちだが、実際にはムスリム以
外にも多くの民族がいる多民族国家の
集まりであることを示され、その例と
して、トルコ系のアゼルバイジャン人、
クルド人、アラブ人、ルリ人、バロチー
人、アルメニア人、アッシリア人など
を含む多民族国家であるイランを紹介
された。また、中東諸国の特殊性とし
て、「王政国家が未だに多いこと」「ア
メリカとの関係が国家の存続、安定化
の命運を分けること」「人口の多さが
問題であること」「ASEAN、EU のよ
うな地域的協力が困難であること」を
挙げられた。特に、「アラブの春」が
主として共和制国家で起こった事実を
強調された。
   また、イランにとってサウディアラ
ビアは関係を回復したい対象であるの
に対し、サウディアラビアにとってイ
ランは悪者にしておけば都合のよい対
象である、ということを示された。ア
メリカとイランとの対立について、中
西氏は、アメリカは反米国家であり且
つ操作しにくいイランの弱体化を狙っ
ているが、それに対して、イランはセ
レモニー的に反米を示しているに過ぎ
ないとして、互いの対立の温度差を指
摘された。

　中西氏はまた、多数派原理に基づか
ないイスラーム法学者の統治の下で共
和制（定期的議会選挙、直接投票の大
統領選挙）を実施しているイラン（イ
ラン・イスラーム共和国）が、その国
名が表す通り、「イスラーム：独裁的
な側面をもつ制度（アメリカが非民主
的と批判、テロ国家と呼称）」と「共
和国：民主的制度の部分（アメリカが
直接コントロール出来ないため、嫌
う）」が共存する国家・社会であるこ
とを強調された。
  また、イランの特徴として、行財政
機構が歴史的に整備され、地方と都市
の差がインフラについては小さいこと
や政策変更・制度改革・人事の刷新が
早く、経済・社会の安全弁を有してい
る（二重の国家経済〔国家の中の国家〕、
貿易・商取引での柔軟性が高い、治安
が徹底的によい）、といった点も紹介
された。

　そして中西氏は、イランを含む、「ア
ラブの春」後のアラブ社会は、ポスト・
イスラーム主義が人々の間に蔓延した
状況であることを説明され、これらと
ポピュリズムを基盤とするアメリカ
（トランプ大統領）およびワッハーブ
主義のサウディアラビアとが対立関係
にあるという構図が現状であることを
示された。
　　
　最後に中西氏は、いわゆるイスラー
ム主義は中東を離れてグローバルに拡
散する傾向にあるが、その本家本元で
ある中東ではポスト・イスラーム主義
（イスラーム離れ）が今後も蔓延する
であろうと述べられ、講演を締め括ら
れた。
　　　（CISMOR特別研究員 阿部泰士）中西久枝 氏



アウグスティヌスに対して、「神と世界の
関係」「神の内属に関する倫理的理想
（Inhaerere Deo）」「神への神秘主義的な上
昇」という 3 つの領域での「再プラトン化
（Re-Platonisierung）」を提示することに
よって、その神秘主義の構想概念の根拠づ
けを試みたが、それはアウグスティヌスの
意図にそぐわないものだったと主張され
た。

　田島氏は、エックハルトにおけるテオー
シス（theosis：人間神化思想）が「魂にお
ける神（の子）の誕生（Gottesgeburt in 
der Seele）」として展開されている理由を
確認しつつ、そのドイツ語著作に固有な「神
性への突破（Durchbruch zur Gottheit）」
と呼ばれる教説が、神論の一般的伝統にお
いて伝統的な形而上学的概念である「超範
疇的概念（transcendentia）」を介して、
どのように説かれているかを検証された。

　松澤氏は、エックハルトの存在論と神秘
主義との関係について、主として彼のドイ
ツ語著作で使用される「無」という概念が、
彼の存在論における神秘主義的側面を如実
に表していることに注目し、文脈に応じて
３つの異なる意味（松澤氏は暫定的にそれ
らを「様態論的無」「存在論的無」「認識論
的無」と呼称）で用いられるその概念分析
から、エックハルトにおける「形而上学」
と「神秘思想」との関係を明らかにするこ
とを試みられた。

　最後に阿部氏は、三位一体を掲げるキリ
スト教において、神の一性はいかにして理
解可能になるのかという教義史上の大きな
問いに対し、エックハルトの「魂における
神の誕生」理解とそこでの父と子の関係性
に関する考察、および、そこにおける神の
一性理解を明らかにすることを通して、一
なる神に関する伝統的なキリスト教的枠組
みを刷新する可能性を提起された。

　以上、四氏の発表内容は非常に難解では
あったが、キリスト教の伝統的な神理解に
対するエックハルトの立ち位置を示唆する
という意味において大変刺激的であり、発
表後の参加者との質疑応答も活発に行われ
た。
               （CISMOR特別研究員　北村徹）

   11 月 24 日（土）、同志社大学とテュー
ビンゲン大学との学術協定の一環として、
テ ュ ー ビ ン ゲ ン 大 学 の Johannes 
Brachtendorf 教授の主導のもと、ワーク
ショップ『マイスター・エックハルトにお
ける形而上学と神秘主義（“Metaphysik 
und Mystik bei Meister Eckhart”）』が 開
催された。Brachtendorf 教授は 2018 年
10 月から 12 月までの間、文学部の客員教
授として本学に滞在された。本ワーク
ショップでは宗教と哲学の観点から、マイ
スター・エックハルトについて議論を行っ
た。研究発表者と発表題は、以下の通りで
ある。

Johannes Brachtendorf（ヨハネス・ブラ
ハテンドルフ、テュービンゲン大学教授、
ドイツ）「マイスター・エックハルトにお
ける一致の形而上学とキリスト教の伝統」
“Meister Eckharts Metaphysik der 
Einheit und die christliche Tradition” 
　　　　　　　
田島照久（Teruhisa TAJIMA、早稲田大学
文化構想学部名誉教授）「エックハルトの
テオーシス思想における形而上学的構造 ― 
transcendentia 解釈の観点から―」“Die 
m e t a p h y s i s c h e  S t r u k t u r  d e s  
Theosis-Gedankens bei Eckhart ― in 
Hinblick auf die Transzendentalien”
　　　　
松澤裕樹（Hiroki MATSUZAWA、大谷大
学真宗総合研究所 PD 研究員）「エックハ
ルト存在論における「無」の意味」“Der 
Sinn des "Nichts" in der Ontologie 
Eckharts”                   
         　　　　　　　　　　　　　　　　
阿部善彦（Yoshihiko ABE、立教大学文学
部准教授）「魂における神の誕生における
父 と 子 の 関 係 性 に つ い て」“Die 
Vater-Sohn Relation in der Gottesgeburt 
in der Seele”
　　　　　　
　各氏の発表の趣旨は以下のようなもので
ある。
　Brachtendorf 氏は、マイスター・エッ
クハルトが、自らの教説が教父アウグス
ティヌスと一致していることを示すことに
よって、その挑発的な部分の防衛を試みた
と主張された。アウグスティヌスは新プラ
トン主義を高く評価しながらも、同時に批
判しているが、エックハルトはそのような

CISMORワークショップ

マイスター・エックハルトにおける形而上学と神秘主義
（Metaphysik und Mystik bei Meister Eckhart）

  　　　主催 ：　同志社大学一神教学際研究センター（CISMOR）
　　　 
 【講　師】　Johannes Brachtendorf ほか 3名（詳細は本文参照）
 【日　時】　2018 年 11 月 24日（土）13:30-17:00
 【会　場】　同志社大学今出川キャンパス　至誠館 3階会議室
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　　　　　　阿部善彦氏

田島照久氏

  Johannes Brachtendorf 氏

松澤裕樹氏



 　　  主催 ：　同志社大学一神教学際研究センター（CISMOR）
　　　　　　　カイロ大学東洋学研究所
【発表者】　Samir Nouh ほか（詳細は本文参照）
【日　時】　2018 年 11 月 27日（火）28日（水）
【会　場】　カイロ大学東洋学研究所

08                                                                　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　  C   I   S   M   O   R　   V   O   I   C   E　  28   

国際会議・公開講演会・シンポジウム・研究会報告

国際会議

第七回 宗教的価値国際学術大会「宗教における女性の位置付け」

　カイロ大学東洋学研究センターと同
志社大学一神教学際研究センターの共
催により、2018 年 11 月 27 日～ 28日、
国際学会「宗教の価値」の第 7 回「女
性と宗教」がカイロにて開催された。
マレーシア、カタール、エジプト、日
本と、複数の国々から研究者が集い、
全部で 5 セッション、合計 34 の発表が
行われ、初日は終了が午後 9 時近くに
なるほど熱心な発表と議論が繰り広げ
られた。日本からは、同志社大学一神
教学際研究センター元センター長四戸
潤弥先生、センター幹事サミール・ヌー
ハ先生、同志社大学社会学部教授・佐
伯順子の 3名が参加した。

　上記 3 名はすべて初日の最初のセッ
ションで発表し、サミール先生は日本
におけるイスラームの現状と女性につ
いて、四戸教授は日本の宗教の現状と
女性について、佐伯は日本宗教史にお
ける女性について発表を行った。
　同じセッションで、コプト教の神父
の方による女性の巡礼日記について、
女性研究者の方による古代の女性祭祀
についての発表があり、女性史、女性
学の分野においては、公的記録が残り
にくい女性の生活や思索の研究資料と
して日記が活用されるので、「女性と宗
教」研究においても巡礼日記が資料と
して有用であること、また、古代の宗
教世界における女性の巫女的な役割に
ついては、私の発表でも言及したので、
同じセッションの女性研究者の方が異
なるフィールドで同様の要素に言及さ
れたことが大変勉強になった。テーマ
の影響もあるのか、聴講者の方にも女
性が多く、質問にも積極的にたたれて
おり、エジプトの学術界における「女
性の活躍」を実感できたのも幸いであっ
た。

　学会はアラビア語で運営されたので、
英語で発表と質疑応答を行った私は恐
縮であったが、男性参加者の先生から、
中世近世の日本仏教における女性の不
浄視と、近代日本の女性教祖の活躍の
間にいかなる変化があったのかという
重要なご質問をいただき、明治の近代

化過程における西洋文明の影響下の男
女平等思想が、日本女性の宗教界にお
ける地位向上にも影響を与えたのでは
ないかと解答した。参加者の専門分野
は、宗教学はもとより、民俗芸術、女
性史、言語学と学際的であり、そもそ
も女性に関する研究自体が、歴史、社
会の多分野にまたがる学際的な領域で
あるため、本学で男女共同参画推進室
長をおおせつかっている立場としても、
「ジェンダーの主流化」という国際的な
学問の潮流を痛感する重要な経験で
あった。
　
　四戸教授と佐伯は、学会発表の翌日、
カイロ大学日本学科の授業で、同大学
における日本研究と教育の現状も視察
させていただいた。一昨年設立のカイ
ロ大学文学部日本研究センター 所長で
あり、カイロ大学日本語科助教授のハ
サン・カマル・ハルブ先生は、福澤諭
吉研究がご専門であり、当日は日本の
近代化に関して、日本語で熱心な発表
と議論が行われた。「日本はなぜあれほ
ど条約改正にこだわったのか」との女
子学生さんからの質問は、日本の教科
書で明治の歴史を習う者にとって実に
斬新な疑問であり、四戸教授と佐伯は、
日本語力を含めた学生さんの発表レベ
ルの高さと議論の熱心さに感銘をうけ
た。

　エジプト出張もこの学会への参加も、
筆者は初めてで緊張もあったが、偶然
にも『近代日本宗教史』（2019 年刊行
予定、春秋社）で「近代日本の宗教と
女性」をテーマに執筆依頼があったこ
ともあり、思い切って参加申し込みを
したところ、サミール先生、四戸先生
のお導きにより、無事に発表を終える
ことができ、心より感謝申し上げたい。

　来秋にはカイロ大学、同志社大学、
マレーシア大学の共催で、「宗教と正義」
をテーマに国際学会を行う予定を確認
し、将来にむけてさらなる可能性も広
がる極めて有意義な学術交流であった。
　
  （同志社大学社会学部教授　佐伯順子）

左から、
Gamal Abd Elsamia Elshazly 氏、

Samir Nouh 氏、
佐伯順子氏、

Naglaa Rafat Salem氏、
右端、四戸潤弥氏

Samir Nouh 氏（左から三番目）、
佐伯順子氏（右から三番目）、   

四戸潤弥氏（同二番目）      

（The 7th International Conference on Values in Religions “The Woman in Religions”）
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　センター長のアダ・コヘン先生と上
記の発表者のほか、それぞれ考古学と
文献学の専門家である、下釜和也氏（古
代オリエント博物館）と、森若葉氏（国
士舘大学）をコメンテーターとしてお
招きし、お二人には特にご専門の重な
る発表についてコメントをいただいた。

　発表者には文献学者も考古学者もお
り、また研究対象とする時代と地域は
古代メソポタミアから古代アナトリア、
聖書世界に及んだため、発表内容は多
岐に渡った。紀元前 3 千年紀シュメー
ルの王権観について、王の神格化を視
点に報告した辻坂氏は、文書史料およ
び図像資料にみられる王の神格化の様
相とその変遷について、研究の成果を
報告した。

　辻田氏は、紀元前 3 千年から前 2 千
年紀前半の史料に基づき、メソポタミ
アの女神ニサバとアシュナンの役割の
比較と、穀物神としての性格、女神で
あることの意義を明らかにした。

　山本は、紀元前 2 千年紀アナトリア
のヒッタイト王国における男女の「愛」
について、「愛」を意味するヒッタイト
語の用例を整理し、ヒッタイト人にとっ
ての「愛」とはどのような感情である
のか、これまでの研究結果を報告した。

　新井氏は「戦死者」を意味するヘブ
ライ語に着目し、その用例を丹念に拾
い上げ、整理することで、ヘブライ語
聖書における死者の性質について報告
した。

　考古学の発表で扱われた時代はより
広く、石田氏は先史時代の西アジア、
特にアナトリア東部の遺跡から出土し
た製粉具の形状の時代的変遷を明らか
にすると共に、その実用的側面と儀礼
的側面を明らかにした。

　増渕氏は、紀元前 2 千年紀ヒッタイ
トにおける製鉄技術について、これま
での理化学的な材料分析の成果を踏ま
え、国家における冶金術の重要性を宗
教的観点からも論じる発表を行った。
　
　杉本氏は、土器資料をもとに、紀元
前 2 千年紀末ヒッタイト帝国崩壊期の
アナトリアの中央の文化と、いわゆる
「海の民」や人口移動の影響を受けたア
ナトリア西部および南部の文化の比較
を試みた。

　コメンテーターの先生からは、ご専
門にかかわる発表にとどまらず、すべ
ての発表に対して有益なご意見をいた
だいた。また、次日の研究会で発表さ
れるご予定だった筑波大学の柴田大輔
先生にもお越しいただき、それぞれの
発表に貴重なご意見をいただいた。こ
の場をお借りしてお越しいただいた先
生方に深謝申し上げます。

　これらの発表は、主に各発表者のこ
れまでの研究の報告、あるいは今後進
めていく研究の紹介であり、萌芽的な
ものもあるが、いずれも今後の発展が
期待される。本会での発表とそれに対
するフィードバックが、発表者の今後
の研究に活かされ、その成果が研究手
法や分野の違いを越えて共有され、有
機的に結びついていくことを期待する。
　
　若手研究者の発表の場として、また
古代中近東研究に興味を持つ大学生に
研究を紹介できる場としても、今後も
このような研究会を継続していきたい。

（CISMORリサーチフェロー　山本孟）
　

石田温美氏

辻田明子氏

新井雅貴氏

増渕麻里耶氏



志田 雅宏（日本学術振興会特別研究員）   
「ハイーム・イブン・ムーサ『盾と槍』－
15世紀の宗教論争とその知的背景－」

李 美奈（東京大学大学院宗教学研究室博
士課程）     
「解放前夜のユダヤ人の社会的地位 －シ
モーネ・ルッツァートとメナセ・ベン・
イスラエル－ 」

青木 良華（東京大学大学院宗教学研究室
博士課程）     
「近代リトアニアのユダヤ教正統派ミト
ナグディームの思想」

立田 由紀恵（多摩大学グローバルスタ
ディーズ学部非常勤講師）
 「ボスニア・ヘルツェゴビナのユダヤ共
同体～迫害を知らないヨーロッパのユダ
ヤ人」

　上述のように、発表された研究は、時
代的には古代から現代まで、テーマとし
ては、古代メソポタミアの宗教における
一神教的性格に関する考察など宗教学的
なもの、特定の時代のシナゴーグの調査
など考古学的なもの、あるいは教父の聖
書解釈や 15 世紀の宗教論争など思想史
研究的なもの、また、ボスニア・ヘルツェ
ゴビナのユダヤ共同体に関する研究など
地域研究的なものなど非常に多岐に渡
り、市川先生というお一人の研究者から
育った（あるいは育ちつつある）とは思
えないような分野の幅の広さだった。し
かし、市川先生は 10 名に渡る研究発表
おのおのに対してコメントされ、それぞ
れの発表内容に欠けている点などをクリ
アに指摘されていた。それは、もちろん、
研究指導者として当然と言えば当然では
あるものの、そのコメントによって、第
三者（本報告担当者）がその発表の内容
と課題の理解を深めることが出来るとい
うのは必ずしも容易なことではなく、そ
のことは研究指導者としての市川先生の
姿勢と力量が改めて示されるもので
あった。

   2018 年 12 月 2 日、CISMOR 主催の
ユダヤ学に関する会議、「ユダヤ教の諸
相とその周辺（Aspects of Judaism and 
Beyond）」が、同志社大学室町キャンパ
ス 6階大会議室で開催された。

　勝又悦子氏（CISMOR 幹事）による開
会の辞で始められた本会議は、表向きは
「ユダヤ学に関する研究会議」というも
ので、実態としてもそのようなもので
あったのだが、その趣旨は、リサーチフェ
ローとして、長年、本センターの研究活
動に貢献された市川裕先生が 2018 年度
末で勤務校である東京大学を退官される
ことを受けて、市川先生の薫陶を受けた
教え子たちが市川先生を囲んで研究発表
会を催すというものだった。この趣旨は
市川先生ご本人には当日まで知らされる
ことはなく、一種の「サプライズ」とし
て企画されてたものだった。
　発表者と発表タイトルは、以下の通り
である（ご所属やご身分は会議当日のも
の、敬称略記）。

柴田 大輔（筑波大学人文社会系准教授）
「古代メソポタミアにおける「一神教」
的神学」

小堀 馨子（帝京科学大学総合教育セン
ター准教授）    
「帝政期ローマにおけるシナゴーグの諸
問題」

中西 恭子（東京大学大学院人文社会系研
究科研究員）     
「古代末期地中海世界における神話の回
顧の系譜と一神教文化」

袴田 渉（岡山大学文学部非常勤講師）     
「ディオニュシオスの聖書解釈」

勝又 悦子（同志社大学神学部准教授・
CISMOR幹事）    
「ユダヤ教における「民」「民衆」」

櫻井 丈（大妻女子大学兼任講師）   
“Lega l i z ing  the  Concept  o f  the  
Convertas a Newborn Child in the 
Bavli :Rabbinic Conversion as the 
Severing of Gentile Kinship”

CISMORワークショップ

ユダヤ教の諸相とその周辺
（Aspects of Judaism and Beyond）

  　　　主催 ：　同志社大学一神教学際研究センター（CISMOR）
　　　  共催：    科研費基盤Ｃ（研究課題番号 16K02221、研究代表者 : 勝又悦子）
　　　 
 【発表者】　柴田大輔ほか 9名（詳細は本文参照）
 【日　時】　2018 年 12 月 2日（日）  9:10-17:10
 【会　場】　同志社大学室町キャンパス 　寒梅館６階大会議室

柴田大輔氏
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小堀馨子氏

中西恭子氏

袴田渉氏

勝又悦子氏

櫻井丈氏

アダ・コヘンCISMORセンター長より、
　　　市川裕氏へ感謝状の贈呈
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　本報告担当者はヘブライ語聖書に関
心を持つ者であり、言うまでもなくユ
ダヤ学とも専門的に連続性を持ってい
るが、ユダヤ学がこれほどまでに広が
りを持っていることに、改めて驚かさ
れた。その驚きはまた、これだけの幅
を持った教え子の方々を育てられた、
市川先生ご自身に対するものでもあっ
た。
　多くの研究発表の中で、個人的には、
志田雅宏氏と青木良華氏のものが、特
に興味深く感じられた。志田氏の発表
は、15 世紀のスペインにおける宗教論
争に関するものであり、具体的には、
王宮に宮廷医として 40 年間仕え、特に
ユダヤ教徒からキリスト教徒に改宗し
た者（コンベルソ）によるキリスト教
の論争文学を研究したハイーム・イブ
ン・ムーサ（Hayyim ibn Musa, 1380
年頃― 1460）が著したとされる『盾と
槍』（Sefer Magen va Roma’ h）に 注
目したものである。1391年以降、セビー
リャからスペイン主要都市に拡大した
ユダヤ人大迫害によって、多数の犠牲
者や改宗者が生じた。猜疑心からキリ
スト教徒のコンベルソに対する異端審
問が行われ、また、コンベルソ内部に
おいても、社会的地位などをめぐって
対立感情が生じていた。このような状
況の中、ハイーム・イブン・ムーサは、
フランシスコ修道会に属していたリラ
のニコラウスを論敵として設定し、「神
のペルソナ」「受肉」「メシア（の到来）」
という 3 点に対してニコラウスが挙げ
た証拠に対する反論として著されたの
が、『盾と槍』である。その論争では、
例えば、6000 年とされる世界の歴史の
３区分に関して、第 3区分とされた、「イ
エスから世の終わりの 2000 年」が、
他の書物の主張と整合していない点を
指摘するなど、具体的な根拠に基づき
ながら、反論している点が興味深かっ
た。　　
　また、青木氏の発表は、リトアニア
の首都ヴィルナにおけるユダヤ教の正
統派ミトナグディームの思想に関する
ものだった。ヴィルナは周囲の文化の影
響を受けるタイミングが遅かったこと
もあり、「リトアニアのエルサレム」と
呼称されるほどユダヤの宗教文化が展
開した地域だったという。ミトナグ
ディームはハラハー（ユダヤ法）を重
視し、その学習と遵守によって、伝統

的な価値体系が維持されるべきと主張
した。彼らは初期（18 世紀末から 19
世紀前半）においては、同様に伝統を
重視するものの、神秘的体験を基とす
るハシディスムと対立関係にあったが、
近代化が共通の敵となることで、徐々
に協力関係へと移行していった。また、
ミトナグディームの中心的な指導者の
一人だったイスラエル・サランター
（Israel ben Ze’ ev Wolf Lipskin, 
1810-83）が、都市化・世俗化の進展
に伴って生じていた、当時のリトアニ
ア・ユダヤ人における道徳的な問題に
対して、「ムサル運動」を展開し、知識
としてのハラハーを「神の罰への畏れ」
という感覚と重ねていき、内面化して
いくことを求めた。このように、近代
化の流れに対して、リトアニアの正統
派のユダヤ人達がどのように対応しよ
うとしたのかについて詳細に報告され、
大変興味深い内容だった。

　研究会の後は、ケータリングで会場
に運ばれた食事を共にしながら、懇談
の時を持ったが、その中で各参加者が
市川先生に関する想い出をそれぞれ述
べる機会があった。個人情報であるた
め詳細は省くが、ユダヤ学を中心とす
る学問領域に関心を抱かれた各人それ
ぞれの想いを大事にされながら、日向
からあるいは日陰から、教え子の方々
を支え続けて来られた市川先生の姿勢
を垣間見させて頂いた。上述のように、
研究会では、多岐に渡る分野から、発
表者がまったく自由闊達にそれぞれの
関心に基づく研究発表を行い、それに
対して市川先生は柔和ながらも鋭い指
摘を与えられ、笑いと温かな緊張感が
終始続いた。日本のユダヤ研究におけ
る市川先生ご自身のご功績は改めて言
うまでもないが、それと並ぶご功績は、
様々な労苦を伴いながらも、自らの関
心に即して研究を進める愉しさを多く
の学徒に伝えられ、そして彼らの研究
活動を支え続けて来られたことではな
かったかと、一日の会議の模様を通し
て感じさせられた。
　なお、本会議の研究発表は、当日参
加されなかった方々の論稿も含め、市
川先生への献呈論文集として 2019 年
度中に出版される予定である。

　（CISMOR特別研究員 北村徹）

志田雅宏氏

李美奈氏

青木良華氏

立田由紀恵氏



SESSION B

③13:00-13:30      
Kyoko Shiga（同上）
“Transp lan ted  Turk i sh  Gü len  
Movement in the U.S.: A Case Study 
of Turkish Immigrant  Community in 
New York”

④13:30-14:00      
Ai Kotera（同上）
“Private Commemorations of the 
Holocaust and its Implications on 
Israeli Identity”

⑤14:00-14:30      
Fumie Hayafuji（同志社大学大学院神
学研究科）
 “The meaning of "καλὸν ἔργον" in 
Matthew 26:6-13”

SESSION C

⑥14:45-15:15    
Dr. Yu Hoki（日本学術振興会特別研
究員（東京大学））
“R e e v a l u a t i o n  o f  K a l ām  i n  
M a i m o n i d e s '  G u i d e  o f  t h e  
Perplexed” 

⑦15:15-15:45     
Dr. Teppei Kato（日本学術振興会特別
研究員（京都大学）／同志社大学神学
部嘱託講師）
“Jerome's Real Purpose of Hebraica 
Veritas in Light of His Prefaces to 
the Latin Translation of the Bible” 

 

   2018 年 12 月 8 日、第 3 回
「CISMOR 一神教学際研究会（若手研
究者による研究会）」が開催された。こ
の会の主旨は、大学院生などの若手研
究者に研究発表の機会を提供し、また、
その発表に対して与えられる研究者か
らのフィードバックなどを通して、若
手研究者の育成を図ることである。

　今回の研究会では、これまで中心的
に行われていた本学神学研究科博士課
程在籍中の大学院生や本学所属の PD
などの若手研究者による発表のみなら
ず、本学グローバル・スタディーズ研
究科博士課程在籍中の大学院生や他研
究機関所属の若手研究者による発表も
行われた。

   発表は質疑応答も含め、全て英語で
なされた。具体的なプログラムは次の
通りである。
    

SESSION A

①10:15-10:45 
Ako Muto（同志社大学大学院グロー
バル・スタディーズ研究科） 
“Has Non-military Assistance to 
Syria Changed? - Purpose and Usage 
o f  ODA (Officia l  Deve lopment  
Assistance) by Major Donors Before 
2011 and During the Conflict”   

②10:45-11:15     
Ibrahim A. Anli（同上）
“Kurdish Community of Nashville: 
Building, Maintaining and Preserving 
Identity in Diaspora”

CISMORワークショップ

CISMOR 3rd Young Scholars’ Workshop 
（第 3回 CISMOR一神教学際研究会） 
“Political, Social and Religious Perspectives
 in the Modern and Ancient Middle East”
 
 　　　主催 ：　同志社大学一神教学際研究センター（CISMOR）
　　　  
 【発表者】　Ako Muto ほか 6名（詳細は本文参照）
 【日　時】　2018 年 12 月 8日（土）10:00－16:00
 【会　場】　同志社大学今出川キャンパス　至誠館 3階会議室 Ako Muto 氏
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Ibrahim A. Anli 氏

Kyoko Shiga 氏
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  今回の研究会には、本研究センター長
であるアダ・タガー・コヘン教授に加え、
本研究センター幹事である本学グロー
バル・スタディーズ研究科・中西久枝
教授がモデレータとして参加された。
以下、今回の発表内容を発表順に簡単
に記す。

① シリアへの非軍事援助に関しては、
可能な限り直接的な支援に依存するこ
とがないように、彼ら自身による継続
的な発展を可能とする援助を増やし、
援助形態の不均衡を是正することが望
ましい。

② 離散の状況にあるナッシュビルの
クルド系コミュニティにおいて、クル
ド系アメリカ人のアイデンティティが
クルド系 2 世の若者によって、如何
様にして構成・表現されるか、につい
て検証を行った。

③ ニューヨークにおけるトルコ系移
民のコミュニティ、とりわけ彼らの
ネットワーク等によって構築される民
族性が、1980 年代からの移民では多
種多様であったのに対し、1990 年代
以降では組織化された文化機関によっ
て画一化される傾向にある。

④ イスラエル人としてのアイデン
ティティが、毎年 Yom HaShoah の
夜に催される Zikaron BaSalon（ホ
ロコーストを記念するコミュニティ）
に参加し、ホロコーストの記憶を共有
することで確立されている。

⑤ マタイによる福音書中のκαλὸν 
ἔργον（善行）の意味には、「キリスト
降誕物語と ρο ρ ο α（到来）」、「情
熱と αρ ο（高貴）」、「καλὸν ἔργον
（善行）が意味するもの」の3種がある。

⑥ マ イ モ ニ デ ス の Guide of the 
Perplexed に拠ると、マイモニデスは
彼の否定神学を主張するために
Basrian Mu’tazilite の言語分析を用
いていた。

⑦ ウルガータ聖書の翻訳者として知
られるヒエロニュムスによると、「ヘ
ブライ的真理」と自ら呼ぶ思想の最終
目的とは、旧約聖書のヘブライ語テク
ストとそのギリシア語訳である七十人
訳の間にある読みの違いを正すとい
う、２つのテクストをめぐる文献学的
問題を解決することではなく、これら
２つのテクストに新約聖書における旧
約聖書の引用を加えた、３つのテクス
トをめぐる神学的問題を解決すること
にあった。  

上記の様に、宗教的なテーマのみなら
ず近代の政治的・社会的なテーマも多
く扱われ、これまで以上に多種多様な
発表内容であった。

　今回示されたように、本研究会は、
一神教に関わる学際的な研究テーマで
あれば、必ずしも神学研究科在籍中の
大学院生や神学研究者による宗教的な
色合いの研究発表に限定される必要は
なく、広く門戸が開かれているもので
あり、今後も若手研究者の積極的な参
加が期待される。　

（CISMOR特別研究員 阿部泰士）

Teppei Kato 氏

Ai Kotera 氏

Fumie Hayafuji 氏

Yu Hoki 氏



と回答し（15.3％）、また「世界が平和で
ない理由」として、回答の多い順に「戦争
中の国がある」、「世界中で事件や事故が多
くある」、「貧しい国がある」を挙げた。
　また、日本では「自国が今平和と思う」
との回答が過半数であったのに対し、イス
ラエルの中学生は 6.8％が「世界は今平和
と思う」と回答し、「世界が平和でない理由」
は、回答の多い順に「テロの継続的な危険
と脅威がある」、「戦争中の国がある」、「個
人の権利を考慮しない国々がある」などで
あった。また、「自国が今平和と思う」と
する回答は少数派であった。また、「国を
守るよい戦争（正義の戦争）」があるか否
かについて、日本の中学生はその多くが否
定的に回答し、また「自国はどのような戦
争も行うべきではない」という意見が圧倒
的多数であったのに対し、イスラエルの中
学生は「国を守るよい戦争（正義の戦争）」
があるか否かについて肯定的な回答が圧倒
的である一方、「自国はどのような戦争も
行うべきではない」という意見は少数派で
あった。さらに「平和な社会をつくるため
に学習する必要があるもの」として、イス
ラエルの中学生の回答は、多い順に「テロ
の防止」、「反ユダヤ主義とホロコースト」、
「パレスチナの隣人と仲良く暮らすこと」
であったのに対し、日本の中学生の回答は、
多い順に「いじめ問題への対策」、「環境の
保護」、「広島・長崎の原爆」、「国際連合の
平和維持の役割」であった。また「自国が
好きか」という質問に対し、日本の中学生
は「はい」の意見が半数以下であったのに
対し、イスラエルの中学生は圧倒的多数
（85％以上）が「はい」と回答していた。
両国の調査結果の違いに繋がる要因とし
て、村上氏は、日本の場合は、強い反戦平
和志向と集団重視の教育的要因があり、他
方、イスラエルの場合は、強い国防意識と
議論・スタートアップを重視する教育的要
因があること等を示された。
　結論として、村上氏は、平和な社会が形
成されるためには、基本的人権、平等、安全、
公正、共生が実現される必要があり、具体
的には、在るべき平和像について子どもた
ちがイメージを構想し、平和な社会の形成
に向けて希望を持って社会参加する意識や
態度や行動力を育てること、平和的な教え
方や雰囲気を大切にすることが重要であ
る、と述べて講演を締め括られた。

（CISMOR特別研究員　阿部泰士）

　教育社会学・平和教育学を専門とされ、
平和教育の比較等について研究されている
村上登司文氏は、本講演において、原爆が
投下された歴史を持つ日本と、ホロコース
トの惨禍の歴史を持つイスラエルそれぞれ
の「平和のための教育」を比較され、第二
次世界大戦が子どもたちにどのように伝え
られ、彼らがいかなる平和意識を持ち、平
和な社会や国際関係をどのように形成しよ
うとしているかについて講演された。ご講
演は、演題に関するライフヒストリーおよ
び研究手法、消極的平和と積極的平和、平
和教育の概念の分類、等の説明からはじま
り、国別（イスラエル、日本、イギリス、
ドイツ）の平和教育および意識調査の比較
結果を紹介されたものであった。
　ご講演の中で、村上氏は、イスラエル、
北アイルランド、キプロスといった「解決
しにくい紛争がある地域」、ベルギー、ク
ロアチア、ルワンダ、南アフリカといった
「人種民族的緊張がある地域」、日本のよう
な「静穏な地域」といった諸地域における
社会的緊張の差によって、子どもたちに施
される平和教育プログラムが異なっている
ことを示された。
　また、村上氏は、平和の概念が、戦争、
テロ、襲撃、殺人、或いは民族浄化、強姦
等といった「直接的暴力」の対立概念とし
ての平和（消極的平和）と、人種主義、性
差別、外国人嫌い、貧困、空腹或いは不就学、
基本的人権の侵害等といった「間接的暴力」
の対立概念としての平和（積極的平和）に
大別されることを示された。さらに、平和
教育が目指す課題として、平和問題に関す
る知識の学習、平和的態度や技能の形成、
教育方法の改善、平和文化の形成、教育（管
理）構造の改善、教育権の保障、等を挙げ
られた。また、イギリスの学校ではナショ
ナル・カリキュラムで教科の枠組みが決め
られ、全国統一テストにより主要教科の学
習達成度が学校毎に評価されること、ドイ
ツ（特に旧西ドイツ）の学校ではナチス政
権によるホロコーストについての歴史教育
を行い、戦争加害への反省から国際的な教
育協力によってより良い歴史教育の実現に
努めていること、等を例示された。　　　
　更に村上氏は、第二次世界大戦に関する
ドイツ・イギリス・日本・イスラエルそれ
ぞれの国の中学生の意識調査の比較結果を
紹介された。その結果、日本の中学生が４
つの国の中で最も「世界は今平和と思う」

公開講演会

平和のための教育とは－イスラエルと日本の中学生調査
の比較から－
（The Understanding of the Concept of “Peace” 
  among Junior High School Students in Japan and in Israel）

  　　　主催 ：　同志社大学一神教学際研究センター（CISMOR）
　　  
 【講演者】　村上登司文
                （京都教育大学教育学科教授／研究推進担当副学長）
 【日　時】　2019 年 1月 21日（月）16:40-18:10
 【会　場】　同志社大学今出川キャンパス　寧静館５階会議室　
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　　　　　村上登司文氏



 　　  主催 ：　同志社大学一神教学際研究センター（CISMOR）
       　共催：　同志社大学　神学部・神学研究科

【講　師】　村山 盛葦（同志社大学神学部教授）　　　　　　　　　
　　　      勝又 悦子（同志社大学神学部准教授）
               佐々木 閑（花園大学文学部教授）
【日　時】　2019 年 2月 23日（土）  13:30-15:30 
【会　場】　同志社大学今出川キャンパス 神学館チャペル
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公開シンポジウム

宗教と社会構造―キリスト教、古代後期のユダヤ教、
仏教における、食およびその他に関する法的な禁止と規定―
（Religions and Social Construction: Legal Prohibitions and Restrictions on 
  Food and other items in Christianity, Judaism of late antiquity and Buddhism）

　CISMOR では 2018 年度、「宗教におけ
る禁止：近代における古代の慣習－食物
やその他の生活に関する禁止」を研究テー
マとして設定した。禁止に関する規定の
特徴や、その有無などに注目することで、
諸宗教を比較考察することを視野に入れ
ている。今回のシンポジウムは、2018 年
6 月に開催されたシンポジウム「宗教と
禁止：ユダヤ教の『コーシェル』とイスラー
ムの『ハラール』に関する法の理解」に
続くものであり、いわゆる唯一神教のみ
ならず、仏教についても視野を拡大し、
食などに関する宗教的な禁止と規定が社
会的な共同体をどのように構築するのか
について、学際的な検討を行った。
　
   まず、キリスト教に関して、「食物規定
と共食（聖餐）―イエス、パウロを中心
に―」と題した講演を村山盛葦氏から頂
いた。村山氏はご講演を、1．イエス、2．
初期キリスト教、3．キリスト信仰共同体
の構築に分けて話された。まず、1．につ
いて、ヘブライ語聖書（旧約聖書）にお
ける食物規定（レビ記 7：26 など）を紹
介され、「外から人の体に入るもので人を
汚すものことができるものは何もなく、
人の中から出て来るものが、人を汚すの
である」（マルコ 7:15）など、イエスの
ものと記されている言説からイエスのユ
ニークさ（過激さ）を指摘された。イエ
スはユダヤ教徒としての自らの純朴な神
信仰に基づいて、当時のユダヤ教を痛烈
に批判したために殺された。また、福音
書における「罪人」が、3つのカテゴリー
に分類されることを紹介され、それらが
自己内省的な認識によるものではなく、
規準を満たさない者たちを断罪するため
の社会的認識に基づくものであることを
指摘された。
　2．については、基本的にイエスを継承
したパウロの言説（1 コリ 10:25「市場
で売っているものは、良心の問題として
いちいち詮索せず、何でも食べなさい」
など）や、使徒教令（ユダヤ人キリスト
教会であるエルサレム教会から、異邦人
教会であるアンティオキア教会に送られ
た手紙、使徒言行録 15:22-34）を紹介さ
れた。そこには、偶像に供された食物を
食べて良いのかどうか、キリスト信仰者
の分裂の回避、そしてユダヤ人や異邦人
のキリスト者たちが、異教やユダヤ・キ

リスト教などが並存する環境の中で、食
物規定や性的関係などに関してどのよう
なコンセンサスを形成するのかなどの問
題が、その背景にあったことを紹介され
た。
　3．については、「主の聖餐」の重要性
を指摘された。当時のギリシア・ローマ
世界の食事会は二部制で、第一部が主に
上流階級向けであったのに対し、第二部
は身分の低い者が後から到着したため、
前者は満たされたのに対し、後者は空腹
のままでもあり得た。これに対し、それ
は主の聖餐では無いとパウロは批判した。
特徴的であるのは、主の聖餐が日常の食
卓で行われていたこと、食事と礼拝が連
続的に行われていたこと、未受洗者も同
席できたことなどである。また、キリス
ト共同体は一神教徒として他の神々を一
切認めず、偶像崇拝として批判したが、
このような内的連帯の促進と、外部との
境界の強化によりキリスト教的な食事会
が形成され、また、執行者と参加者が限
定されることで、信仰者の共同体を強固
にしていった（1 世紀末から 2 世紀）。し
かし、異教徒をも含み得る食卓を実践し
たイエスをキリスト（救い主）として記
念する聖餐式が閉鎖的になることはあり
得ず、例外を許す自由は聖書的に支持さ
れるべきである、というのが村山氏の結
論であった。

　次にラビ・ユダヤ教がご専門の勝又悦
子氏は、「ユダヤ教の食物規定（カシュルー
ト）：紹介とラビ・ユダヤ教時代の展開」
と題する講演を行われた。まずユダヤ教
における食物規定の構成を紹介された後、
食べて良い動物に関しても、その屠殺法
が詳細に決められていて、屠殺には免許
が必要であること、動物を苦しめないよ
う留意すること、さらに食用に適するか
否かの検証が存在すること、そして、動
物の血を食してはならないとするレビ記
7:26-27 に基づく、血抜き行程の具体な
ども紹介された。また、約 10 年に渡る
ご自身のイスラエルでの生活経験に基づ
きながら、出エジプト記 23:19 などに従っ
て肉類と乳製品とを一緒に調理しないた
めの「（戒律の）垣根」を設ける工夫、具
体的には、食器や洗浄用のスポンジ、流し、
キッチンなどを分けること、あるいは肉
類を食べた後、数時間をおいてから乳製品

村山盛葦氏



計を立てる。このサンガを運営していくた
めの法律集（規則集）が「律蔵」であり、
部派や地域によって数種類が用いられてい
る。仏教サンガの基本は、「世俗への完全
依存」であり、それによってこそ修行への
全面的な没頭が可能になる。そのため、自
給自足を含め、あらゆる生産活動は禁じら
れ、それは、「比丘が地面を掘ること、あ
るいは他人に掘らせること」「草木を伐る
こと」「（水と歯ブラシ以外の）与えられて
いない食物を口にすること」という三条の
「波逸提（出家者に課せられる戒律）」にお
ける禁止によって規定される。
　出家者の食事は一日一回、午前中だけで、
基本的には托鉢のみによる（あとはひたす
ら修行を行う）。但し、世俗者や他の出家
者から特別な招待などがある場合は受けて
も良い。その他、補助的な食事としては、「更
薬（ジュース類）」、「七日薬（熟酥や生酥
などの 5 つの食品）」がある。また、決し
て食べてはならないものとして、酒、ニラ、
ニンニクなどがあり、これらは精神集中を
妨げ、あるいは口臭がきつくなるので、修
業および集団で生活する際に不適切とされ
た。条件付きで食べることが許されるのは、
魚と肉であり、自らとの関わりで殺生され
たのではないことが明らかである場合は食
することが許された。つまり、肉食自体は
禁じられていなかった。
　それから乞食に関しては、裸足で村や町
を無言で回り、鉢に入れてもらった食べ物
を午前の内に食べ、午後になれば捨てなく
てはならない。その他、施食処（一般の人
がすべての沙門のために設けた食事の配給
所）や、常施食（特定の出家者のファンが
その出家者のためだけに毎日用意する食
事）などもあった。衣服については、死体
置き場などに捨ててある端切れを縫い合わ
せて作成した。「袈裟」はそれが「汚い泥
色（カシャーヤ）」であることに由来する。
住居に関して基本は野宿で、樹木の下や洞
窟などで雨露をしのいだ。本シンポジウム
のテーマとの関連で佐々木氏は、仏教では
食物に関して、超越者からもたらされたよ
うな無条件の禁止はなく、修行というライ
フスタイルに応じて、食べることの可否が
決定される点をその特徴として強調され
た。

　以上 3 氏のご講演は、各宗教における特
徴およびその形成過程を、食物規定の観点
から明らかにするものであり、相互の比較
対照を可能にするという意味で非常に興味
深いものとなった。約 130 名のフロア参加
者とともに、活発な質疑応答が行われた。

（CISMOR特別研究員　北村徹）

を食べることなどを紹介された。また、規
定に即していることが認証されたコーシェ
ルの製品やマークをご教示頂いた。
　ユダヤ教における食物規定の現状を踏ま
えながら、勝又氏は、食物規定に関する言
説を紹介された。食物規定の説明について
は、「寓意的解釈」（フィロン・ラビ文献な
ど）、「衛生学的解釈」（マイモニデス）、「無
意味とする立場」（改革派）、あるいは「聖
性の体系・世界観からの解釈」（M. ダグラ
ス）などがある。また、その意義に関しては、
「ユダヤ人の固有性の維持」、「日常の食事
毎に聖性を感じること」、「ユダヤ教独自の
食産業の発展（食品・キッチン・電化製品
など）」などを挙げられた。さらに、用語「カ
シュルート」の意味の変遷にも言及され、
聖書時代の「能力がある」（イザヤ 59:17、
コヘレト 2:21 など）から、ラビ・ユダヤ
教時代の「適正な・合法な」という語義へ
の推移、そして食物規定としての意味はよ
り後代の中世以降と考えられることを指摘
された。さらに、聖書時代では当該食材の
みに関する絶対的基準であったのに対し、
ラビ・ユダヤ教（ミシュナ）では、偶像崇
拝者など他者との関係という問題が生じ、
その結果、規準が相対的なものになって
いったこと、そして、その背景の一端には、
ユダヤ教とキリスト教の分離があった可能
性を、食事に関するパウロの言説（「ロー
マ人への手紙 14:4 ～」）を例示されつつ、
示唆された。ラビ・ユダヤ教における屠殺
と偶像崇拝に関する結論として勝又氏は、
初期においては内面的な偶像崇拝は屠殺に
おける問題とされなかったが、時代が進む
に従って、意図や考えがどのように影響す
るかという議論に展開し、そしてそれは、
「良心」の問題に展開していったのではな
いか、そして、それによって、ユダヤの共
同体を維持できたのではないかと指摘され
た。

   仏教がご専門の佐々木閑氏は、「サンガ
の法律としての律蔵」、「乞食作法」、「乞食
以外の食事方法」などのトピックを中心に、
仏教における規定とそれを踏まえた仏教の
宗教生活についてお話された。まず、仏教
の基本理念として超越者の存在を認めず、
現象世界を法則性から説明するので、信者
の言動も合理的理由から規制され、一神教
のように超越者からの一方的な禁止事項な
どは存在しない。努力の領域は精神面に限
定され（それゆえ苦しい修行はしない）、
言動の是非は動機論的に決定される。それ
故、意図せざる過失は原則的に無罪である。
修行のシステムとして、世俗の価値観では
生きられないと感じている人々が集まっ
て、「出家者による集団（サンガ）」を形成し、
一般社会の余り物をもらうことによって生

勝又悦子氏
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佐々木閑氏





　訪問先は、カリフォルニアのロサンゼル
スやサンフランシスコなど西海岸で、
シナゴーグ（Temple Israel of Hollywood、
Emanu-El synagogue ほか）や、大学にお
け る ユ ダ ヤ 関 連 の 研 究 所（UCLA の
Berkeley 校 な ど）、Simon Wiesenthal 
Center や、ホロコースト博物館などを巡り、
現地のユダヤの方々と交流を行った。
この訪問の一端は、訪問先のラビによって
記事にされた （ https://rabbijohnrosove.
wordpress.com/2019/03/19/10-young-ja
panese-scholars-of-judaism-and-jewish
-history-visit-los-angeles-times-of-israel-bl
og-march-19-2019/ )。限られた日程では
あったが、西海岸のユダヤの人々に関する
貴重な実体験を得ることができた。　　　
　CISMOR からは、戦前の日本におけるユ
ダヤ教を特集した『一神教学際研究
（JISMOR）』10 号（2015 年）の英語版な
どを贈呈し、日本におけるユダヤ研究の一
端をお伝えした。なお、2019 年の訪問に
ついても、ニュースレターが発行される予
定である。

（CISMOR特別研究員　北村徹）

   2019 年 3 月 17 日から 24 日の日程で、
外務省主催の「カケハシ・プロジェクト
（KAKEHASHI Project）」に、ユダヤ関連
の若手研究者 10 名が参加した。このプロ
ジェクトは、外務省の対日理解促進交流プ
ログラムの一環で、一般財団法人日本国際
協力センター（JICE）が運営に当たってい
る。このプログラムの中で、2017 年度か
ら始まった北米のユダヤ関係の団体や大学
などと日本の若手ユダヤ研究者との交流プ
ランがあり、初回の 2018 年 3 月には、7
名の研究者が東海岸のユダヤ・コミュニ
ティを訪問した（https://www.jice.org/
exchange/about/actions.html の「海外プ
ログラム　KAKEHASHI 米国 / 2018 年 3
月米国への派遣　ユダヤ研究者作成ニュー
スレター」がその報告）。
　二度目となる 2019 年 3 月の派遣には、
初回のプロジェクトに参加された鴨志田聡
子氏（東京外国語大学、所属はプロジェク
ト参加当時、以下同）、志田雅宏氏（日本
学術振興会 PD）をリーダーに、CISMOR
関係者も 4 名参加した（石黑安里氏、平岡
光太郎氏、阿部泰士氏、北村、いずれも
CISMORリサーチフェロー）。 

報告

「カケハシ・プロジェクト」ユダヤ研究者派遣
  　　　主催 ：　外務省
　　　  運営：    一般財団法人日本国際協力センター（JICE）
　　　 
 【日　時】　2019 年 3月 17日（日）から 24日（日）
 【訪問先】　アメリカ合衆国・カリフォルニア州

  ロサンゼルス空港にて
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2018年度後半
活動報告

主催イベント
【国内開催】
2018年 10月 6日（土）
▼第 16回 CISMORセミナー&ワークショップ
 “The Biblical Dead Sea Scrolls as Representing 
  Variety in Judaism and Early Christianity”
 講師：Emanuel Tov ほか 4名（詳細は本文参照）
 会場：同志社大学今出川キャンパス　至誠館 3階会議室

2018年 10月 27日（土）
▼公開講演会
 “サウディアラビアの経済・社会改革の行方を読む
　－宗教的伝統及び内政・外交への影響－”
 講師：奥田 紀宏（元サウディアラビア大使）
 会場：同志社大学今出川キャンパス　良心館RY303 教室
 共催： 同志社大学グローバル・スタディーズ研究科
　　　 同志社大学神学部・神学研究科　　　　　　　　

2018年 11月 8日（土）
▼第 17回 CISMORセミナーシリーズ
 “The Phantom of the Holocaust: 
 An Interdisciplinary Discussion of Trauma”
 講師：Rina Dudai  (Senior Lecturer at the Kibbutzim College 
                             of Education and Tel Aviv Institute
　　　　　　　　　  of Contemporary Psychoanalysis) 
 会場：同志社大学今出川キャンパス　至誠館 3階会議室

2018年 11月 10日（土）
▼公開講演会
 “ポピュリズム、ポストイスラーム主義、不満の矛先
　̶世界政治の中のイラン情勢”
 講師：中西 久枝（同志社大学グローバル・スタディーズ研究科教授 ／
                          一神教学際研究センター幹事） 
 会場：同志社大学今出川キャンパス　良心館RY302 教室

2018年 11月 24日（土）
▼CISMORワークショップ
 “Metaphysik und Mystik bei Meister Eckhart”
 講師：Johannes Brachtendorf ほか 3名（詳細は本文参照）　　
 会場：同志社大学今出川キャンパス　至誠館 3階会議室

Congregation Emanu-El にて
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