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。半 年 の 活 動 を 振 り 返 っ て

30July
2020
vol. 

　
　 　この期間中、当センターは比較的多数の参加者を得る

ことができた幾つかの公開講演会を開催するとともに、２
つの学術団体、すなわち日本聖書学研究所と日本ユダヤ
学会と協力して、公開講演会や研究会を開催しました。
　この間における様々な活動の主題は、一神教を社会
的、文化的、そして政治的な観点から世界的に見渡すもの
であり、また、幅広い解釈を提供するものでした。
　1月中旬に実施された最後の講演会および研究会は、
2019年4月に亡くなられた我 の々同僚、Samir Abdel Hamid I.　

Nouh教授に捧げられたものでした。講演会は、Samir教
授と数十年に渡って親交を持たれた、前CISMORセン
ター長の四戸潤弥教授、そして中西久枝教授による、
Samir教授との思い出の言葉で始められました。
　このセメスターには、我々が毎年出版を行っている学術
雑誌である、『一神教学際研究』（JISMOR）第15号と『一
神教世界』（WMR）第11巻が刊行されました。今年度、そ
れらの次号（巻）の刊行にむけ、作業を進めています。
　新型コロナウィルスの世界的流行は、今なお、我々の生
活の多くを妨げていますので、今年度の活動においては、
その一部をオンラインで提供できることを希望しています。
　末筆ではございますが、皆様のご安全とご健康をお祈
り申し上げます。

（一神教学際研究センター長　Ada Taggar Cohen）

　本号の刊行は約２ヶ月ほど遅れ、新型コロナウィルス
（COVID19）の世界的流行がなお猛威を奮う中で発刊さ
れました。日本は数ヶ月前に課した制限を徐々に解除しつ
つありますが、アカデミックな活動が今後どのようなものに
なっていくかについては、今なお、誰も何も言えない状況で
す。
　本号は、2月後半からのすべての活動が中止となり、予
定されていたセミナー、研究会、そして公開講演会を残念
ながら行うことができなかったため、2019年の10月から
2020年の2月までCISMORによって運営された活動を記
載しています。現在、本センターは研究会のいくつかをオン
ラインで開催することを試み、これらの活動を次号の
CISMOR VOICEで報告できることを願っています。
　前述の期間、本センターはアメリカ合衆国やイスラエル
からセンターを訪れた研究者たちによるいくつかのセミ
ナー、そして研究会を行いました。研究会のうち３つは
CISMORのリサーチフェローによって計画されたもので、
そのカテゴリーは、1）古代近東の歴史、考古学、宗教的信
仰に関するもの、2）中世から近代、そして現代におけるユ
ダヤ教に関するもの、そして、3）東アジアにおけるイスラム・
マイノリティに関する、一般公開されたものでした（通常、
これらの研究会は本センターのリサーチフェローの研究
のためのものであり、一般公開はされていません）。

　



 　　  主催 ：　同志社大学一神教学際研究センター（CISMOR）

【講　師】　Doron B. Cohen（同志社大学神学研究科嘱託講師／
                                           CISMORリサーチフェロー）　　　　
【日　時】　2019 年 10 月 3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
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国際会議・公開講演会・シンポジウム・研究会報告

第 21回 CISMORセミナー

Between Judaism, Christ and Zen: 
Leonard Cohen prays to his God

　2019 年 10 月 3日（木）、同志社大学
今出川キャンパス至誠館 3 階会議室で、
Doron B. Cohen 氏（同志社大学神学
研究科嘱託講師）による、第 21 回のセ
ミナー、“Between Judaism, Christ and 
Zen: Leonard Cohen prays to his 
God” が開催された。
 
　Leonard Cohen (1934-2016) は、詩
人、小説家、映像作家、シンガーソン
グライターとして知られるが、その作
品は、社会的、政治的な関心に沿う愛
やエロティシズムと並んで、彼の親密
な信仰を含んでいる。彼の多くの詩、歌、
散文は明らかに神的存在に向けられた
祈りであり、その存在は特定の伝統の
表出の場合もあるが、他の場合ではよ
り個人的もしくは曖昧である。今回の
セ ミ ナ ー で Doron B. Cohen 氏 は、
Leonard Cohen のこのような側面につ
いて紹介された。

　Leonard Cohen は、カナダのモント
リオール出身のユダヤ人である。彼の
父親の家系は数十年にわたってモント
リオールのユダヤ共同体における宗教
的支柱を務め、母親は著名なラビかつ
ヘブライ語研究者の娘で、彼は時おり
孫に聖書を教えた。彼の生涯にわたる
祈りの重要性はこの生い立ちから育ま
れ、彼自身、彼の祖先が設立したシナ
ゴーグで祈りに日常的に参加していた。
彼はヘブライ語に堪能という訳ではな
かったが、シッドゥール（ユダヤ教の
祈りの書）やヘブライ語聖書、また、
タルムードやカバラー、ハシディズム
の考え方に親しんでいた。

　モントリオールでユダヤ人は少数派
であり、主流派はローマ・カトリック
だった。Leonard Cohen はその影響を
受け、キリスト教、特にイエス・キリ
ストの人物像に魅了された。彼はイエ
スを愛と人間の犠牲の典型として採用
した。イエス・キリストに対するこの
ような態度はユダヤ人において一般的
ではないが、彼の宗教へのアプローチ
と、彼にとって魅力的に思えた様々な
宗教からの吸収を示すものである。ほ
かに彼が関心を持ったのは禅仏教で、
彼は佐々木承周を師として長年実践を

行い、仏僧の地位を得るに至ったが、
禅を宗教とは見なさなかった。禅は彼
の人生と作品に深い影響を与え、そこ
では祈りが重要な意味を持った。

　今回のセミナーで Doron B. Cohen
氏は、Leonard Cohen における祈りの
重要性を示す例として、50 歳の時に出
版された 10 冊目の著作 Book of Mercy と
７つ目のアルバム Various Positions と
を紹介された。

　Doron B. Cohen 氏は両作品の密接
な結びつきを紹介されながら、それぞ
れにおける宗教的要素を指摘された。
前者は 50 の散文詩を含むが、Leonard 
Cohen はそれらについて「祈り」とし
て言及する。それらは詩篇における、
神に向けた「個人の嘆きの歌」や、神
を讃える「賛歌」のように読まれるも
のである。後者は9つの曲から構成され、
特に焦点が当てられたのは “If It Be Your 
Will” であるが、Doron B. Cohen 氏は
それに関する Leonard Cohen の「これ
はリライトすることになった、以前の
祈りであり、明け渡すこと (surrendering)
についてのものである」（1985 年）な
どの言葉を引用しながら、より高次の
存在に向けられたものであることを指
摘された。

　Doron B. Cohen 氏は Various Positions
におけるヘブライ語聖書や、新約聖書
のイエス、カバラーなどにつながる表
現を指摘しながら、その宗教的側面を
紹介された。また、禅については Book 
of Mercy の第 2 章に記された “Bring 
me your ape” という句が、禅におけ
る有名な、達磨と彼に弟子入りを願う
恵可とのやり取りを踏まえていると指
摘された。

　なお、Leonard Cohen におけるイエス
の重要性を指摘した Doron B. Cohen 氏
による論文が、本センター発行の学術
雑誌『一神教学際研究』の第 6 号に所
収され、センターのホームページから閲
覧可能である。ぜひ、そちらも参照さ
れたい。

（CISMOR特別研究員　北村徹）

Doron B. Cohen 氏
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Deborah Romm (1831-1904)

　彼女によって推進され制作された、費
用はかかったが、しかし高収益だった最
重要な出版物の中に、バチカンのオリジ
ナ ル 写 本 に 基 づ い て 印 刷 さ れ た
Babylonian Talmud の版の作成がある
（1880-1886 年）。この版は、高品質なシ
リーズとして出版され、多くのユダヤ人
の家族が購入した権威のある版、Vilna 
Talmud となった。この出版事業に際し
て Deborah Romm は、「①希少で精確
な写本に基づく版」、「②それ以前の 20
～ 30 名のコメンテーターから、100 人
のコメンテーターを採用」、「③従来の 5
倍以上も高価な革の装丁」、「④芸術的な
タイトルページ」、「⑤上質な紙」、「⑥贅
沢品としてのブランディング（高価な値
付け）」、「⑦厳格な刊行スケジュール」、
「⑧効率的な流通」などの出版ポリシー
を立てた。

　Deborah Romm は有名なユダヤ学者
の家系である Novogrudok 市のラビ、
Yoseph-Bezalel Harkavy の娘であり、
また彼女自身も教育を受けていた為、ヘ
ブライ語で読み書きができた。そんな彼
女の主導下にあったこの出版社は、西
ヨーロッパの人々向けにヘブライ語とイ
ディッシュ語の写本を出版し、その正確
さと納期の厳守で名声を得た。また彼女
は、キリスト教に関するものも出版物と
して受け入れたが、それは賢明な経営上
の活動だった。しかし彼女の死後、米国
に移住した彼女の子供たちはこの出版社
に興味を抱かず、所有者が変遷した後、
第二次大戦後に地元のコミュニスト政党
の公的な印刷所となった。尚、この建物
（出版社旧舎）は現存する。

　　　（CISMOR特別研究員　阿部泰士）

  
  
　

　ネゲブ・ベングリオン大学（イスラエ
ル）のMordechai (Motti) Zalkin 教授は、
当時ロシアの支配下にあった Vilna の町
の出版社のオーナーの妻－Deborah 
Romm(1831-1904)－に関するご研究を
発表された。この出版社は彼女の舅に
よって設立され、彼の死により、その子
息である彼女の夫に引き継がれた。残念
なことに彼女の夫も 2 年後に亡くなり
（Deborah は 26 歳で子連れの未亡人と
なった）、彼女が出版社を引き継ぐこと
になった。この出版社は、彼女の夫と 2
人の兄弟の間とで所有権が分かたれた
が、夫の死後、彼女は、彼女自身の所有
権が 60％、兄弟分を 40％とする合意を
獲得し、社名を “The Widow and the 
Brothers  Romm”（1863-1904 年
（Deborah の没年であり、彼女が 75％の
所有権を有していた年））と名付けた。
　
　彼女の最も重要な功績は、この出版社
を最大 600 人もの労働者（ストライキが
起きたことが全く無い）がいる東ヨー
ロッパで最も高収益なものにし、ヘブラ
イ語の書物を印刷することで名声を得た
ことである（同社の総発行部数：1849
年…約 4 万部、1856 年…約 5 万部弱、
1859 年…約 11 万部弱）。また彼女は、
同社の組織戦略・経営戦略として、「①
プロの印刷マネージャーを任命するこ
と」、「②資格を有するビジネスマネー
ジャーを任命すること」、「③調停により
家族間の争いを解決すること」、「④印刷
所を自立した経済主体とすること」、「⑤
収益性の高い方針を維持すること」、「⑥
地元の検閲官との緊密な関係」、「⑦納期
に従った生産工程」、「⑧他の印刷所 / 出
版社との激しい競争」、「⑨専門職業人の
採用と維持」を掲げた。
　
　印刷に関しては「①印刷工程の近代
化」、「②オリジナル写本の広範な使用」、
「③トップレベルの校正」、「④最新の活
版印刷を使用」、「⑤オリジナル且つ独特
なヘブライ語のフォント ”וילנא“ (Vilna)
の使用」、またマーケティングに関して
は、「①新しい文学ジャンルの開発」、「②
継続的な宣伝」、「③欧米のエージェント
を介した流通」、「④それぞれの版におけ
る異なった品質タイプの造本様式」など
を展開した。

第 23回 CISMORセミナー

Deborah Romm: 
A Cultural Agent and Marketing Genius 
in 19th Century Europe
  　　　主催 ：　同志社大学一神教学際研究センター（CISMOR）
　　　 
 【講　師】   Mordechai (Motti) Zalkin 
　　　　　（ネゲブ・ベングリオン大学ユダヤ史学科教授） 
 【日　時】　2019 年 11 月 18日（月）   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　

                                Mordechai (Motti) Zalkin 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 ：　日本学術振興会 (JSPS) 科学研究費 2017-2021 年度基盤研究 (C) 
                      「Ancient Anatolia and the Bible: Legal Royal Prerogatives and 
                      Prescribed Rituals」(17K02234 : Ada T. COHEN) および、
                      2017-2019 年度若手研究 (B)「紀元前 2千年紀ヒッタイト王国による
                      アナトリア支配の実態と王国の境界」(7K13549：山本孟 )

 【講　師】アダ・タガー・コヘン（同志社大学神学研究科教授／CISMORセンター長）
 【イントロダクション】　山本 孟（日本学術振興会特別研究員／
　　　　　　　　　　　　　　　  CISMORリサーチフェロー）
 【日　時】　2019 年 12 月 8日（日）13:00-15:00
 【会　場】　同志社大学今出川キャンパス　神学館 3階チャペル
  CIMORリサーチフェロー研究会
 【企画者】　山本 孟
 【発表者】　Nurcan Küçükarslan ほか 6名（詳細は本文参照）
 【日　時】　2019 年 12 月 8日（日）10:00-11:30 ／ 15:30-18:45
 【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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公開講演会
ヒッタイトと旧約聖書－歴史と文化
CISMORリサーチフェロー研究会
若手研究者による古代中近東研究会

　12月 8日（日）、同志社大学今出川キャ
ンパス神学館チャペルにて、同志社大学
一神教学際研究センター主催の公開講演
会「ヒッタイトと旧約聖書－歴史と文化」
と、至誠館三階会議室にて「若手研究者
による古代中近東研究会（CISMORリサー
チフェロー研究会）」が開催された。公開
講演会では、今から約 3500 年前のアナ
トリア（現在のトルコ共和国中央）に栄
えたヒッタイト王国の歴史と、その旧約
聖書との関わりについて講演があった。
また、同日の講演会の前後には、古代中
近東（メソポタミア・エジプト・アナト
リア・ヘブライ語聖書世界）の考古学・
文献学を専門とする若手研究者たちによ
る研究会が開催され、活発な議論が行わ
れた。
   午後に行われた公開講演会のプログラ
ムは以下の通りである。

13:00-15:00 公開講演会「ヒッタイト
と旧約聖書̶歴史と文化」
山本 孟（同志社大学神学部・日本学術振
興会）
「ヒッタイト王国の支配領域の変遷」（イ
ントロダクション）
アダ・タガー・コヘン（同志社大学神学
研究科教授、一神教学際研究センター長）
“Why is the Hittite Cultural Heritage 
Important for Understanding the 
Hebrew Bible?” 
（「なぜヒッタイトの文化的遺産がヘブラ
イ語聖書の理解に重要なのか？」)

　ヒッタイトについての研究、いわゆる
「ヒッタイト学」の開始から現在約 100
年が経過し、この王国の歴史と文化につ
いての知識は旧約聖書の理解を深めてき
た。公開講演会「ヒッタイトと旧約聖書
－歴史と文化」では、これまでのヒッタ

イト学の研究史と、ヒッタイト王国の歴
史と文化、およびその旧約聖書との関係
に関する最新の研究について紹介された。
山本からは、ヒッタイトに関するイント
ロダクションとして、講演会のテーマで
あるヒッタイト王国とは何であるか、基
礎的な知識について、主にその研究史と
王国の歴史についての概説が行われた。
また、王国が最盛期には、西はアナトリ
ア西部のエーゲ海まで、南東の方面では
シリア北部まで勢力域が広がっていた点
に触れ、ヒッタイトの人々がアナトリア
中央を越えた地域までも自国であるとみ
なしていたという点も指摘した。最後に
は、アナトリアの王国「ヒッタイト」が
聖書の「ヘト人」といかに関係している
のかについての解説も行われた。
   その後、アダ・タガー・コヘン先生か
ら「なぜヒッタイトの文化的遺産がヘブ
ライ語聖書の理解に重要なのか？」と題
したご講演を頂いた。アナトリアにおい
てヒッタイト王国が栄えたのは紀元前 2
千年紀後半の時代であったが、古代イス
ラエル人が歴史の舞台に現れるようにな
るのはその数百年後のことである。講演
の中心は、この時代も地域も異なる二つ
の文化がいかに結びつけられるのかとい
う点であった。コヘン先生は、近年イス
ラエルで発見された鍋に、ヒッタイト王
国時代のアナトリアおよびシリアで使用
され始めた象形文字ルウィ語が刻まれた
いたことなど、考古学的証拠を提示しな
がら、ヒッタイト王国時代の全盛期にお
いてアナトリアからエジプトに至る東地
中海世界で双方向に経済的・文化的交流
が盛んであったことを示された。また、
そのような交流の中で一定の人的移動が
あったことも示唆された。その結果、ヒッ
タイト王国の文化的な要素が紀元前 2 千
年紀から広く東地中海世界に共有されて

公開講演会

アダ・タガー・コヘン氏

山本孟氏



「ウル第三王朝期における神の玉座」
10:50-11:30　肥後時尚（関西大学大学院
博士課程後期課程）
「古代エジプト人が認識した「世界」－二元
論的思考を中心に－」
15:30-16:10　鈴木慎也（東京工業高等専
門学校一般教育科講師）」
「三次元計測を用いた貯水遺構に関する一
考察」
16:20-17:00　Nurcan Küçükarslan (Graduate 
Student, Institute for Planetary Materials 
at Okayama University)
"Uncove r ing  the  Changes  in  the  
Technology of Pottery Production at the 
Iron Age Yassıhöyük (Turkey)"
17:15-17:55　新井雅貴（同志社大学大学
院神学研究科博士後期課程）
「イザヤ書 26 章における死者の霊רפאיםの
性質」
18:05-18:45　大澤香（神戸女学院大学文
学部専任講師）
「ヘブライ語聖書における捕囚と穢れのメ
タファー」

　上記の発表者のほか、考古学を専門とさ
れる下釜和也氏（古代オリエント博物館研
究部研究員）と、言語学を専門とされる森
若葉氏（国士舘大学イラク古代文化研究所
研究員）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に重なる発表につい
てコメントをいただいた。
　発表者が専門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
界に及び、また考古学と文献学にかかわる
ものであったため、幅広い発表内容であっ
た。昨年に続き、紀元前 3 千年紀シュメー
ルにおける王の神格化について発表した辻
坂氏は、王権に関わる事物の神格化につい
ての研究の成果について報告した。肥後氏
は、古代エジプトにおける二元論的思考を
紹介した上で、コフィン・テキストに現れ
る「マアト」の概念とその神としての特質
について明らかにした。
　　　　　

 

おり、それは時代と地域を越えて聖書世界
に伝わったのだと考えられることを示され
た。講演では、そのようなヒッタイトの文
化的遺産の中でも、特にヒッタイト王が周
辺諸国の支配者と交わした政治的契約（条
約）が、古代イスラエルにおいて神と古代
イスラエル人との契約の考え方に結びつい
ていたという点を明らかにし、古代イスラ
エルの政治・文化におけるアイデンディ
ディは、確かにヒッタイトの宗教・政治に
おける文化的遺産とつながっているのだと
して講演を終えられた。
　二人の講演者は、現在ヒッタイトの歴史、
社会、宗教、そして旧約聖書との関連を扱っ
た 概 説 書 Billie Jean Collins, �������������
���������������, Leiden : Brill, 2007 の日本
語翻訳を進めている。翻訳書は 2020 年度
内の出版を目指しているため、本講演会で
はその出版を前にヒッタイトの歴史と文化
の概要および最新の研究について紹介する
ものでもあった。講演会には多くの参加者
があり、古代近東や聖書に関する関心の高
さが伺われた。

　公開講演会をはさんで、午前と午後に開
催された「若手研究者による古代中近東研
究会」は、古代中近東の考古学と文献学を
専門とする若手研究者が、古代中近東の歴
史と文化をテーマに、それぞれの研究につ
いての報告を行い、意見交換をし、また相
互交流を深めることを主旨としている。昨
年に引き続き CISMOR リサーチフェロー
の山本がコーディネーター・司会を務める
とともに、山本と共同で本会を運営してき
た杉本翔氏（株式会社プレック研究所）に
も司会をしていただいた。

　各発表は全体で 40 分間（30 分間の報告
と 10 分間の質疑応答）であった。プログ
ラムは以下の通りである。

10:10-10:50　辻坂真也（同志社大学大学
院神学研究科博士後期課程）
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下釜和也氏

森若葉氏

杉本翔氏

辻坂真也氏

肥後時尚氏
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　鈴木氏は、考古学調査で用いられる 3D
写真計測の概要について説明し、その技術
を用いて実施したスリランカでの灌漑施設
の調査の成果と、そのウラルトゥの遺跡と
の比較について報告した。Nurcan 氏は、
トルコ・ヤッスホユック遺跡から出土した
鉄器時代の土器の特徴と周辺遺跡出土の土
器と比較し、その相関関係について、これ
までの調査結果を報告した。新井氏は、イ
ザヤ書 26 章における死者רפאיםとウガリト
の葬祭儀礼に関する文書に言及される死者
rp'm を比較し、その性質の違いを報告した。
大澤氏は、ヘブライ語聖書に現れる「穢れ」
の概念とそのメタファーがバビロン捕囚期
の前後で変化したという可能性について報
告した。コメンテーターの先生からは、ご
専門にかかわる発表だけでなく、すべての
発表に対して有益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
がたに深謝申し上げます。

　これらの発表は、主に各発表者が実施し
てきたこれまでの研究を報告するもので
あった。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
活かされることを期待している。
  ただし、コーディネーターとしては、今
回の研究会は午後からの公開講演会を挟
んで長時間に及んでしまったことは反省
点である。本会は本来、学問の分野の違
いを越えて発表者の研究成果が共有され
ることで、参加者らの専門研究が有機的
に結びついていくことも期待して開催す
るものであった。今回の発表者はすべて
古代中近東世界を専門としているものの、
専門としている時代と地域はそれぞれ異
なり、また学問分野としても考古学と文
献学という別の枠組みにあった。そのた
め、分野を越えて新しい視点を共有でき
る点で各発表は興味深いものであったが、
研究の方法論が異なるため、専門研究の
報告をしてもらうという形式では内容理
解に時間がかかる。加えて、研究会が長
時間化したため、各発表に対する議論は

後半になるにつれて十分な時間を取れな
かったように感じた。今後は、研究発表
にあたって、各発表の発表時間を短縮す
るとともに、研究会としての共通テーマ
を設けて、分野の違いを超えて参加者同
士が積極的に議論できる会にするよう努
力していきたい。具体的には、考古学と
文献学、あるいは理系と文系の研究者が、
相互に連携することができる研究課題を
提案してもらえるような会にしたいと考
えている（たとえば、考古学と文献学で
連携するならば、古代オリエント世界に
おける人の移動とその時代的変遷や、文
字資料のデジタル化なども可能ではない
だろうか）。あるいは、同じ学問分野であっ
ても専門とする時代と地域を越えた研究
課題（たとえば、コーディネーター自ら
の関心事から提案するならば、公開講演
会のテーマのように古代アナトリアの
ヒッタイトと聖書世界との連続性や、ヒッ
タイトとメソポタミア・古代エジプトの
歴史や文化の比較）を提案してもらうよ
うな研究会にすることを目指したい。こ
のように研究会のあり方を改善し、各発
表者が参加者間の連携の可能性を提示す
ることによって、そこでの議論を下地に
新たな研究プロジェクトが創造される場
を提供したいと考えている。

   なお、研究会の開催に当たっては、日
本 学 術 振 興 会 (JSPS) 科 学 研 究 費
2017-2021 年度基盤研究 (C) 「Ancient 
Anatolia and the Bible: Legal Royal 
Prerogatives and Prescribed Rituals」
(17K02234 : Ada T. COHEN) お よ び、
2017-2019 年度若手研究 (B)「紀元前 2
千年紀ヒッタイト王国によるアナトリア
支配の実態と王国の境界」(7K13549：山
本孟 ) の助成を受けています。

(CISMORリサーチフェロー　山本孟 )

大澤香氏

研究会の様子

鈴木慎也氏

　　　　Nurcan Küçükarslan 氏

新井雅貴氏



て知見提供を頂戴する機会を設けた。また、
参加者全員による討論の時間をもった。

　プログラムは、「古代」・「中世」・「近現代」
と時代ごとに 3 ブロックにわけた。以下、
プログラムと内容を簡単に紹介する（敬称
略、所属に関しては研究会当日のもの）。

Session A: 古代　司会：平岡光太郎
10：40－11：15
①北村 徹（CISMOR特別研究員）
「捕囚における希望の所在 -第二イザヤと
エゼキエルにおけるシオンに注目して」
11：15－11：50
②加藤哲平（日本学術振興会特別研究員
PD（京都大学）／ CISMOR リサーチフェ
ロー）
「ヒエロニュムスの聖地巡礼について」

Session B : 中世　司会：石黑安里
13：20－13：55
③嶋田英晴（國學院大學非常勤講師）
「中世におけるイスラームとユダヤの巡礼
紀行文学（リフラ）について」
13：55－14：30
④志田雅宏（早稲田大学産業経営研究所招
聘研究員）
「ナフマニデスのアリヤー：思想・戒律・
現実」

Session C: 近現代　司会：加藤哲平
14：40－15：15
⑤平岡光太郎
「マルティン・ブーバーのエルサレム観-
1938 年のヘブライ大学における講演を中
心に」
15：15－15：50
⑥石黑安里
「アメリカ改革派ユダヤ教のシオン解釈：
『コロンバス綱領』（1937 年）に至る背景」

16：00－16：30
コメント（各 15分）　司会：平岡光太郎
⑦市川裕（東京大学大学院人文社会系研究
科准研究員）
⑧竹内裕（熊本大学大学院人文社会科学研
究部教授）
「五書の控えめなエルサレムへの言及につ
いて」

16：30－17：55　
⑨全体討論 

   2019 年 12 月 21 日、同志社大学今出川
キャンパス至誠館 3 階会議室において、第
1回「「シオン／エルサレム／聖地」観の再
検討̶聖書テキストから今日に至るまで̶」
というテーマで研究会が開催された（同研
究会は 2020 年度より、「CISMOR リサー
チフェロー研究会」の一環として活動予定
である）。当日は、のべ20 人の参加者があっ
た（関係者含む）。中には遠方からご参加
頂いた方々もおり、企画者を代表し、この
場を借りて、心より厚く御礼申し上げたい。

　今回の研究会は、CISMOR センター長で
あるアダ・タガー・コヘン教授の呼びかけ
からはじまり、CISMOR リサーチフェロー
の平岡と石黑によって企画された。同研究
会は特定の時代・地域・研究方法に絞るこ
となく多角的視点を尊重しつつ、若手研究
者の研鑽の機会を設けることをコンセプト
に掲げている。また、国内のユダヤ学を専
門とする若手研究者が中心となり共同研究
の場の創出を目的として始動した。本研究
会の主題が大きく設定されている理由の背
景には、若手研究者がそれぞれの専門の観
点に引きつけながら報告を行い、ベテラン
研究者の先生方によりコメントを頂戴する
ことで、ご指導を賜る機会を設けると同時
に、共同研究を進めていくという狙いがあ
る。

　本 研 究 会 の 目 的 は、「エ ル サ レ ム」
（Jerusalem /ירושלים）／「シ オ ン」（Zion 
が歴史を通して人々のあいだでいか（ציון/
に記憶されてきたのかを整理し、再検討す
ることである。ヘブライ語聖書によれば、
エルサレムはエブス人の地であり、ダビデ
がその場所を攻めた際、「シオンの要害」
と呼ばれていた（サムエル記下 5 章 7 節）。
その後、シオンはエルサレムの別名として
古代イスラエルの人々の間に定着し、預言
書や詩篇の中などに、その記憶が残されて
いった。ラビ・ユダヤ教文献のみならず、
中世以降のユダヤ文献や近現代ユダヤ文献
を扱い、同時に、キリスト教文献やイスラー
ム文献に言及されている「エルサレム」や
「シオン」に関する記憶を追跡する。「エル
サレム」や「シオン」の解釈を通して、最
終的には「聖地観」の諸解釈、変容を整理
し提示することにある。
　第 1 回目は、国内の若手研究者 6 名（企
画者 2 名を含む）による報告がなされ、そ
のあと、2 名の先生方からそれぞれのご専
門の観点に基づいて、本研究会全体に対し

CISMORリサーチフェロー研究会

「シオン／エルサレム／聖地」観の再検討　
   ̶ 聖書テキストから今日に至るまで ̶ （第 1回）
  　　　主催 ：　同志社大学一神教学際研究センター（CISMOR）
　　　 
 【企画者】   平岡 光太郎 （同志社大学神学部嘱託講師／CISMORリサーチフェロー）
　　　　　 石黑 安里（同志社大学研究開発推進機構及び神学部特別任用助教／
                               CISMORリサーチフェロー）
 【発表者】　加藤 哲平ほか 5名（詳細は本文参照）
 【日　時】　2019 年 12 月 21日（土）   10:30-18:00
 【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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①第二イザヤとエゼキエルという二人の
預言者における「シオン」の比較考察を
行った。捕囚期の預言者の「シオン」に
対する取り扱いが対照的である背景には、
捕囚に対する応答の多様性を示している
だけでなく、捕囚の時期の相違によって
喪われた「シオン」に対する応答が異な
るという提案がなされた。
②ヒエロニュムスは 385 年、実際にロー
マから聖地としてのパレスチナへ巡礼を
行った。それは単なる「巡礼」ではなく、「移
住」であった点が指摘された。ヒエロニュ
ムスが聖地巡礼について記した書簡の矛
盾点を通して、彼のパートナーであった
パウラ像や初期キリスト教の巡礼の状況、
「聖地観」について検討がなされた。

③アラビア語で旅行記を意味する「リフ
ラ」は、マグリブ地域ではメッカ巡礼記
を意味し、12 世紀以後、今日に至るまで
記録されてきた。ユダヤのリフラとして
は、（現スペイン）ナバラ王国トゥデラ出
身 の ラ ビ・ベ ン ヤ ミ ン・ベ ン・ヨ ナ
（1130 年頃～ 1173 年）による地中海周
辺および中東各地の旅行記がある。旅行
目的の所説が紹介されたのち、ゲニザ文
書との照合の重要性が説かれた。
④ナフマニデス（1194-1270）のアリヤー
（イスラエルの地へ上ること）について、
中世のユダヤ教思想の文脈から、アリヤー
は戒律として理解されていたこと、「地」
の秘儀的な解釈の詳細が紹介された。ま
た、息子へ宛てた書簡から、ナフマニデ
スが実際に見たエルサレムの現状と、エ
ルサレムに対する捉え方が紹介された。

⑤マルティン・ブーバーのエルサレム理
解に関して、1938 年にヘブライ大学でお
こなった公開就任講義を手がかりに、エ
ルサレムが預言者イザヤに依拠したもの
であることが紹介された。それが、1932
年に刊行された『神の王権』(Königtum 
Gottes) にみられる神権政治理解と深く結
びついているという考察がなされた。
⑥従来、アメリカのユダヤ人にとっての
「シオン」はアメリカを意味してきたこと
を確認した後、アメリカにホームをおき
ながら、心の故郷としてのシオン（＝パ
レスチナの地）への紐帯が強調されていっ
た背景を、改革派ユダヤ教の「コロンバ
ス綱領」（1937 年）の成立の背景に着目
し考察がなされた。

⑦市川先生のコメントでは、「シオン／エ
ルサレム／聖地」観を再検討するうえで、
前提とされる既成観念について共通認識

があるのか、まずその確認から始めるべ
きとの指摘がなされた。また、テーマ設
定に関して、そのテーマの既成観念に及
ぼすインパクトを与え得るものにするこ
との重要性を説かれた。
⑧竹内先生からは、エルサレムの語源の
由来について整理することの重要性につ
いてご指摘頂いた。創世記 14:18、創世
記ラッバー 56：10、またモリヤの丘につ
いて、創世記 22：2 およびタルグム・オ
ンケロス、エルサレム・タルグム、タル
グム・ヨナタンの該当箇所、「モリヤの地」
に関する創世記 22：2 のラシの註解、複
数のタルグム（アラム語訳聖書）におけ
るメルキツェデクの「エルサレムの王」
に関する創世記 14：18 をご紹介頂いた。
五書と複数のタルグムにおける、エルサ
レムやエルサレムに関わりの深い用語の
比較検討は、本研究会の主題の一つであ
る「エルサレム」に関する固定観念を再
検討するうえで、大変重要なものとなっ
た。

⑨単日開催ということもあり、過密なス
ケジュールであったが、全体討論の時間
もフロアからの積極的なディスカッショ
ンへの参加も手伝って、盛会のうちに幕
を閉じた。今回は時間の制約上、議論を
する時間を設けることはできなかったが、
個別の事例を検討する前に、「聖地」や「巡
礼」などのわれわれがもっている固定概
念を整理する必要性が指摘された。

　本研究会は約 3 年のスパンで研究成果
を出すことを目指している。今後の予定
としては、年 2回の研究会を開催する（新
型コロナウィルスの影響で 2020 年度は
一度の開催となる可能性大）。本研究会の
研究成果として、「聖地観」に関する基礎
研究を記載した資料と査読付きの論文を
所収した論集の刊行を目指している。
　今回、必ずしも参加した若手研究者が
皆、日頃関心を持って掘り下げている研
究テーマとはそれほど関わりのない内容
を報告することになった。若手研究者と
して、これから自身の研究を築き上げて
いくべき段階で、自身の狭義の研究テー
マとは直接関係のない内容で共同研究を
行うということに対するご心配やご批判
もあるかもしれない。その懸念に対して
はベテラン層の先生方のお導きを頼りに、
互いに切磋琢磨しながら、本研究会を進
めていきたい。

 （CISMOR リサーチフェロー 石黑安里、  
  CISMORリサーチフェロー 平岡光太郎）

北村徹氏

加藤哲平氏

嶋田英晴氏

志田雅宏氏

研究会の様子



れたこと、穢れは聖と対置されるものであ
り、それゆえ神殿や聖なるものから隔絶さ
れねばならなかったが、それらが汚染され
た場合、儀礼により浄化されるか、場合に
よっては、それは聖性を喪い、破棄されね
ばならなかったことなどが紹介された。

　上記のような罪や穢れの概念や対処に関
する古代近東の傾向に対し、ヘブライ語聖
書に記された古代イスラエルは多くの点で
共通するが、相違点も確認される。古代近
東の人々が罪を犯したり穢れを負った場
合、償いの犠牲を捧げたり、浄められるこ
とが必要であり、また、彼らの聖域や聖な
るものは穢れた状態になった場合、周期的
な清めが必要である。しかし、個人の罪や
穢れのための措置が聖域を穢すことは決し
てなく、また、聖域およびそれらの事物の
浄めが、個人の罪や穢れの贖罪や浄化の効
果に影響したという根拠もなく、これらは
完全に分けられている。これとは対照的に、
イスラエルの儀礼システムには、非常にユ
ニークな重要な特徴がある。それは犯した
過失の残留と深刻な身体的穢れとを、それ
を捧げた者から取り除く浄化の犠牲
（ḥaṭṭā’ t「浄罪の供犠」）が、ヤハウェの聖
域や彼の祭司にいくらかの汚染を残したと
いう点である。それゆえこの汚染は、聖域
やその事物から年に一度、大贖罪日（レビ
記 16 章）に取り除かれる必要があった。
このように古代イスラエルでは、個人の贖
罪と浄化は、聖域や聖なる事物の浄化とつ
ながっていた。特筆すべきは、個人の問題
に関して神によって規定された儀礼的な措
置は、大贖罪日までその年間を通して、聖
域にある神に対して否定的に影響したとい
うことである。

　Gane 教授は、犠牲を捧げた者から罪や
穢れを取り除く古代イスラエルの浄化の犠
牲と、それによってその年を通して聖域に
蓄積された穢れを、その年の大贖罪日の特
別な浄化の献げものを通して儀礼的に移す
というこの二段階の儀礼的贖いの過程は、
古代近東においてユニークなものであり、
それは、人間が引き起こした問題から彼ら
を解放することにヤハウェが関わる際の彼
に対する影響を認め、強調するものだった
と結ばれた。

（CISMOR特別研究員　北村徹）

    Roy E. Gane 教授はヘブライ語聖書や
古代近東文学がご専門で、セミナーの内容
は罪や穢れに関する古代近東の慣習を概観
した後、それらを取り除く浄化の献げ物を
通して、古代イスラエルにおける贖いと、
そこに現われるイスラエルの神ヤハウェの
特徴を考察するというものだった。

　まず、Gane 教授は、古代近東の人々が、
「罪」（倫理的な穢れと見なされ得る「倫理
的過ち」）と、様々な種類の「穢れ」（物理
的な儀礼的穢れもしくは悪霊的な穢れな
ど）に非常に敏感だったことを指摘された。
それは、罪が汚染をもたらすものであり、
全般的な穢れの範疇に罪が含まれると見な
されたためである。罪と穢れは、その好意
が古代近東の人々の安寧にとって不可欠で
あった神との関係性に否定的な影響を及ぼ
し得るので避けられ、除かれるべきだった。
「罪」は神の規範を侵害することと定義さ
れるが、「穢れ」はより捉え難く、その定
義はいまなお議論されている。本セミナー
では暫定的に、「穢れ」を基本的にひとつ
もしくはそれ以上の異常な要素（悪霊のよ
うな超自然的な原因、人間と超自然的な存
在との関係や通常の人間の能力を超えた治
療の希求への否定的な作用など）を含む、
ある種の無秩序と示された。

　Gane 教授は罪に関する古代近東の考え
方について、神の規範への罪ある侵犯が宗
教的あるいは倫理的なものであり得たこ
と、罪への罰が個人や集団に影響を及ぼし、
国全体に影響を及ぼしている罰が国によっ
て担われる罪の結果とみなされること、贖
罪の可否は神の意志によること、神の好意
を得るために贖罪の様々な方法が試みられ
たこと、人々は自らが誤ちを犯したことを
知ることなく神の罰を蒙ったこともあり得
たことなどを紹介された。

　それから、穢れに関する古代近東の概念
や扱いについて、それぞれの文化における
相違を踏まえながら、穢れは物理的、社会
的、あるいはその起源や性質に関して神的
なものであり得たこと、世俗的なものに思
える物理的な穢れは、それらが神々との関
係に影響を及ぼしたので、祭儀的な文脈に
おける付随的な重要性を持ったこと、穢れ
は通常、可能な限り避けられたが、負った
場合には適切な浄化の儀礼によって除去さ

第 24回 CISMORセミナー

The God Who is Affected by Human Problems: 
Atonement Through Israelite Purification Offerings

  　　　主催 ：　同志社大学一神教学際研究センター（CISMOR）
　　　 
 【講　師】   Roy E. Gane 
　　　　　 （アンドリュース大学セブンスデイアドベンティスト神学校教授） 
 【日　時】　2020 年 1月 9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　

　Roy E. Gane 氏
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 　　  主催 ：　同志社大学一神教学際研究センター（CISMOR）
　　                   

     公開講演会
     【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長・教授／
　　　　　　　　　　　   CISMOR幹事）
　  【日　時】　2020 年 1月 11日（土）13:30-15:00
     【会　場】　同志社大学烏丸キャンパス　志高館 1階会議室
     CIMORリサーチフェロー研究会
　  【企画者】　西 直美（同志社大学研究開発推進機構及びグローバル地域文化学部特別
                                 任用助手／CISMORリサーチフェロー）
　  【発表者】   中屋 昌子（同志社大学研究開発推進機構及びグローバル地域文化学部
                                    特別任用助手）
　　　　　　  西 直美
     【日　時】   2020 年 1月 11日（土）15:30-17:20
     【会　場】   同志社大学烏丸キャンパス　志高館 1階会議室
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国際会議・公開講演会・シンポジウム・研究会報告

－サミール・ヌーハ教授（1946-2019）追悼記念－

　1 月 11 日（土）、同志社大学烏丸キャ
ンパス志高館１階会議室において、公開
講演会（サミール・ヌーハ教授追悼記念
講演会）「アメリカとイランはなぜ対立す
るのか－トランプ政権下の中東戦略と今
後のイラン－」、および CISMOR リサー
チフェロー研究会（サミール・ヌーハ教
授追悼記念ワークショップ）、「アジアに
おけるムスリム・マイノリティのイスラー
ム復興」が催された。

　講演に先立ち、2019 年 4 月末日に逝去
された Samir Abdel Hamid I. Nouh 氏
（CISMOR 幹事（当時））のご生涯に関す
る紹介があり、その後、来場者一同で黙
祷を行い、皆で故人を偲んだ。またこの後、
元同僚且つ故人と親交の深かった Ada 
Taggar Cohen 氏（本学神学部・神学研
究科教授／ CISMOR センター長）および
四戸潤弥氏（本学神学部・神学研究科教
授／ CISMOR 前センター長）の両名によ
る挨拶の時間が各々設けられた。

　本講演会では、中西久枝氏により、故
人との思い出が語られた後、「アメリカと
イランの関係（1979 年 2 月のイラン革命
－イスラーム（シーア派）革命が同盟関
係からの転換期であったこと等）」、「イラ
ンはなぜ中東各地に介入してきたか（中
東における覇権拡大）」、「イランの大国意
識と国家威信（自国は自分で運営すると
いう外国人嫌い、高度の科学技術国家（ウ
ラン濃縮やミサイル開発等）であること
の自負）」、「現在の危機」、「イランにとっ
てのイラク（イラン・イラク戦争の間も
人々の交流があった）」といった内容のご
講話がなされた。本講演は、その 1 週間
前に起きた、イラクの首都バグダットで
の米軍によるソレイマニ司令官が暗殺さ

れた事件についても言及した。また、今
後のアメリカ・イラン関係については、「イ
ランもアメリカも戦争は望んでいないこ
と」、「戦争のリスクはイラン、アメリカ
両方にあること」、「アメリカは圧倒的な
軍事力を有するのに対し、イランはゲリ
ラ戦・頭脳戦に強いこと」、「イランの核
開発問題が最も重要な課題であること」
などの点が指摘された。講演の後、約
200 名のご来場の方々から多くの質問が
あり、活発な質疑応答が繰り広げられた。

　講 演 会 に 引 き 続 き、同 会 場 に て
CISMORリサーチフェロー研究会（サミー
ル・ヌーハ教授追悼記念ワークショップ）、
「アジアにおけるムスリム・マイノリティ
のイスラーム復興」が催された。研究会
に先立ち、故人と親交の深かった Amal 
Refaat Youssef Hassan 氏（カイロ大学
文学部人文学科講師／ CISMOR シニアリ
サーチフェロー）による挨拶の時間が、
先の講演会同様に設けられた。

　本研究会では、先ず、西直美氏による
趣旨説明の後、中屋昌子氏により「社会
主義政権下におけるイスラム復興－中国
新疆ウイグル自治区を事例に－」のタイ
トルで発表が行われた。中屋氏は、「改革
開放後のイスラム復興の実態」、「イスラ
ム復興に対する中国共産党の宗教統制の
実態」、「宗教統制の理論的背景と構図」、
「現地ムスリムの認識」といった内容を扱
い、社会主義政権下におけるイスラム復
興の構造的特質について明らかにするこ
とを試みられた。具体的には、新彊ウイ
グル自治区ではムスリムの少数民族
1,280 万人（中国のムスリム人口 2,310
万人の約半数）が居住、中国共産党の宗
教統制の実態として、 「信仰そのものが制

公開講演会

アメリカとイランはなぜ対立するのか
－トランプ政権下の中東戦略と今後のイラン－
CISMORリサーチフェロー研究会

アジアにおけるムスリム・マイノリティのイスラーム復興

四戸潤弥氏

中西久枝氏



スラーム中央委員会、等）によって行われ
ていること、ムスリムが多いタイ南部 4 県
でイスラーム法が適用され、そこでは裁判
官とともにイスラーム法の専門家が審理・
裁判に参加すること、タイ南部国境地域の
背景として、1960 年代以降にマレー・ナ
ショナリズムを掲げる分離独立運動が興隆
したこと、1970 年代の後半から武力によ
る制圧から政治的解決への転換がなされた
こと、ムスリムの社会参加が進んだ 1990
年代以降は分離独立運動が下火になったこ
と、近年の状況として、2004 年以降に紛
争が再燃したことが紹介された。イスラー
ム復興の諸相として、とくにサラフィー主
義はクルアーンとハディースに記されてい
ない特定の慣習をビドアとして批判し、マ
レー語やジャウィ（マレー語のアラビア文
字表記）をイスラームにとって不可分な要
素としないことなどから、シャーフィイー
学派に依拠する伝統的な指導者やそうした
指導者を支持する人々と対立する傾向にあ
ること、また、近年の反政府武装闘争にお
いて抑圧的なタイ政府による植民地支配と
の戦いが「ジハード」として認識されてい
ることが述べられた。1980 年代以降顕著
になったイスラーム復興による新しい動き
は現地社会で摩擦を生じさせているがタイ
政府と敵対関係にはないこと、アルカイー
ダや ISIS などのグローバルなジハード主義
に影響されたものではないこと、タイ南部
国境地域におけるイスラームをめぐる対立
の構図や伝統派の多様性などが示された
後、まとめとして「イスラーム主義のロー
カル化」「反政府闘争のイスラーム化」等
が示された。

　その後、四戸潤弥氏によるコメントを経
て、ご来場の方々により、質疑応答がなさ
れた。本研究会も先の公開講演会に続く形
で、多数の方々にご参加いただき、充実し
た時間となった。
　　
　此度ご講話いただいた御三方（中西氏、
中屋氏、西氏）に厚く御礼申し上げると共
に、改めて故 Samir Nouh 氏のご冥福を心
よりお祈りする次第である。

（CISMOR特別研究員　阿部泰士）

 

度的に禁止されているわけではないが、
公的機関や企業の要職など人事に影響す
るなど、出世に影響すること」、「毎週金
曜日に集団礼拝が行われているが、クル
アーンやハディースを引用して共産党や
政府の宗教政策、民族政策を正当化、共
産党への支持、漢族との融和を促すなど、
説教に政治宣伝が混入していること」、「喜
捨に制約が課されていること」、「断食行
為はモスクと自宅に限定されること」、
「メッカ巡礼は、中国イスラム教協会主催
の公認ツアーのみ可能であり、違反した
場合は、罰金が科せられ、刑事責任が追
及されることもあること」、信仰の自由を
保障すると同時に宗教統制を進めている根
拠として「マルクス主義の宗教理論をベー
スとした李維漢による宗教の五性論（長期
性、民族性、国際性、集団性、複雑性）が
あること」、「宗教的活動について相互に監
視をしあっている状態であること」等が報
告された。まとめとして、「信仰の自由の
原則論的な保障のもとに、新疆における宗
教統制が信仰のいとなみの各分野に及んで
いること」、「新疆における宗教統制は、共
産党による宗教理論と法令に則って行われ
ていること」が述べられ、2009 年のウル
ムチ事件をきっかけとして、ウイグル人の
イスラム信仰がより強固なものとなり、同
時に共産党は宗教統制をより厳格化するよ
うになり、その結果として、約２万人もの
ムスリムがトルコに亡命し、トルコのウイ
グル社会にイスラム復興が波及することに
なったことが紹介された。 

　続いて、西直美氏により「タイ南部国境
地域におけるイスラーム復興のねじれ現
象」のタイトルで発表が行われ、「タイに
おける宗教と国家」、「タイ南部国境地域の
背景」、「イスラーム復興の展開」、「イスラー
ム復興の諸相（サラフィー主義、伝統派と
の対立）」といった内容のご講話がなされ
た。具体的には、タイでは人口のおよそ 5
パーセントがムスリムであること、タイ王
国憲法 7 条には、仏教徒である国王は（イ
スラームを含む）諸宗教の擁護者であると
記されていること、タイのイスラーム行政
がチュラーラーチャモントリー（シャイフ・
アル＝イスラーム）を頂点とする組織（イ
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中屋昌子氏

西直美氏
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2019年 10月 3日（木）
▼第 21回 CISMORセミナー
    “Between Judaism, Christ and Zen: 
   Leonard Cohen prays to his God”
  講師：Dron. B. Cohen （同志社大学神学研究科嘱託講師／
　　　　　　　　　　　　CISMORリサーチフェロー）
  会場：同志社大学今出川キャンパス 至誠館 3階会議室
2019年 11月 18日（月）
▼第 23回 CISMORセミナー
  “Deborah Romm - A Cultural Agent and Marketing Genius
    in 19th Century Europe”
  講師：Mordechai (Motti) Zalkin
　　　 （ネゲブ・ベングリオン大学ユダヤ史学科教授）  
  会場：同志社大学今出川キャンパス 至誠館 3階会議室
（※第22回CISMORセミナーは事情によりキャンセルとなりました。）
2019年 12月 8日（日）
▼公開講演会
  「ヒッタイトと旧約聖書－歴史と文化」
  講師：Ada T. Cohen
          （同志社大学神学研究科教授／CISMORセンター長）
  イントロダクション：山本孟（日本学術振興会特別研究員／
              　　　　　　　　　　 CISMORリサーチフェロー）
  会場：同志社大学今出川キャンパス 神学館チャペル
▼CISMORリサーチフェロー研究会
  「若手研究者による古代中近東研究会」
  発表者：Nurcan Küçükarslan ほか 6名（詳細は本文参照）
  企画者：山本孟
  会場：同志社大学今出川キャンパス 至誠館 3階会議室
  共催 ：JSPS 科研費 2017-2021 年度基盤研究 (C)17K02234・ 
            2017-2019 年度若手研究 (B)7K13549（詳細は本文参照）
2019年 12月 21日（土）
▼CISMORリサーチフェロー研究会
  「シオン /エルサレム /聖地」観の再検討̶聖書テキストから
　 今日に至るまで （̶第１回）
  企画者：平岡光太郎・石黑安里（CISMORリサーチフェロー）
  発表者：加藤哲平ほか５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　　　
　
　 

2019年度後半
活動報告

C I S M O R  最新情報を発信中です

                             http://www.cismor.jp

CISMORウェブサイトより、最新情報を発信しています。
出版物をはじめ、過去の講演会の動画、ニュースをご覧
いただけます。

主催イベント
【国内開催】

2020年 1月 9日（木）
▼第 24回 CISMORセミナー
  “The God Who is Affected by Human Problems: 
    Atonement through Israelite Purification Offerings”
  講師：Roy E. Gane 
         （アンドリュース大学セブンスデイアドベンティスト神学校教授） 
  会場：同志社大学今出川キャンパス  至誠館 3階会議室
2020年 1月 11日（土）
サミール・ヌーハ教授（1946-2019）追悼記念 公開講演会・研究会
▼公開講演会
  「アメリカとイランはなぜ対立するのか
     ̶トランプ政権下の中東戦略と今後のイラン」
  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長・教授 /
             CISMOR幹事）
  会場：同志社大学烏丸キャンパス 志高館 1階会議室
▼CISMORリサーチフェロー研究会
  「アジアにおけるムスリム・マイノリティのイスラーム復興」
  企画者：西直美（CISMORリサーチフェロー）
  発表者：中屋昌子（同志社大学研究開発推進機構及びグローバル地域
                             文化学部特別任用助手）
　　　　  西直美（同志社大学研究開発推進機構及びグローバル地域
　　　　　　　　  文化学部特別任用助手／CISMORリサーチフェロー）
  会場：同志社大学烏丸キャンパス 志高館 1階会議室

共催イベント
【国内開催】

2019年 10月 19日（土）
▼公開講演会
  “Contemporary Religious Culture in Europe”
  講師：Dorothea Lüddeckens（チューリッヒ大学宗教学部教授）
  会場：同志社大学今出川キャンパス 神学館チャペル 
  主催：同志社大学神学部・神学研究科
2019年 10月 26日（土）
▼公開講演会
  「聖書における共生」
  講師：魯恩碩 （国際基督教大学教養学部アーツ・サイエンス学科教授）
           嶺重淑（関西学院大学人間福祉学部人間科学科教授）
  会場：同志社大学今出川キャンパス至誠館 3階 S32 教室
  主催：日本聖書学研究所
2019年 12月 1日（日）
▼学会
  日本ユダヤ学会関西研究例会
  会場：同志社大学今出川キャンパス扶桑館 1階 107 教室
  主催：日本ユダヤ学会 
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お知らせ
CISMORの出版物である『一神教学際研究（JISMOR）』
と『一神教世界（WMR）』は、電子版の需要に鑑みて、
かねてより機関リポジトリの導入や当研究センター
ウェブサイトでの PDF ファイル公開などによる電子版
への移行を進めてきました。これらの出版物の公開に
つきましては、電子版のみの発行となります。
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