
■AA106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ａ６ 

(Seminars A6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教思想史の諸問題 1 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 里菜(GOTO RINA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

キリスト教思想史において、これまで中心的なテーマとなってきた問題に、アガペーとエロースをめぐる問題、愛、性、聖、身体、

苦しみ、そのほか神と人間をめぐる問題群がある。それは星雲のごとくにそこかしこにきらめく様々な問題系から成立しており、そ

の複雑多様なる思想展開のさまを一目のもとに把握することは、極めて困難な作業である。とはいえ、そこへとむけて思索を出発

しなければ、根本的な理解へと到達することは不可能である。この授業では、そうした無辺の問題系に向けてわずかなる一歩を

進めるための出発点となる問題探求を行い、また、それを共に学ぶ人々との間に共有され、ともにその道を歩みゆく同行のともが

らとなる機縁となることをめざす。 

 

Issues concerning agape and eros, that is, love, have been one of the central themes in the history of Christian ideas. Such 

issues consist of a vast range of systems of problems, and it is a Herculean task to gain a complete view of the complex and 

diverse development of the ideas involved. However, we cannot gain a fundamental understanding if we do not embark on this 

journey of contemplation. In this class, we will look for themes that will serve as a starting point for taking a step, albeit very 

small, toward such boundless systems of problems, with the aim of making it an opportunity for those learning together to share 

their ideas and become companions in the journey of contemplation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テキストを読解して他者の思想を正確に理解しようとする態度が求められる。 

また、他者の考え方を理解することによって、自己理解を振り返る態度を養うことが求められる。 

そのために、グループディスカッション及び授業関係提出課題の相互レヴューを行う。 

それによって自分自身の考えを他者に伝え、また、他者の考えをきき、協同的に理解を深め合う態度を養うことが求められる。 

そのために、教室内では、グループディスカッションで自分自身の考えを積極的に他者に伝えることが前提となるほか、 

授業課題で各自が提出する文章は、基本的にすべて大学学習支援 Webシステムの所定の範囲内で、記名式で相互閲覧可能と

することになる。 

こうしたことを事前に承知したうえで受講することが求められる。 

 

基本的に、受講者は、各自でそれらのテキストを読解し、自ら学んだ内容を、グループディスカッションで共有しつつ、相互に学び

合うことが求められる。 

 

受講者の状況によって講読テキスト箇所や進度が調整される。 

 

You are expected to be willing to read through texts and accurately understand others’ ideas. 

You are also expected to develop an attitude of reflecting on your self-understanding through understanding others’ ideas. 

To this end, we will hold group discussions and peer review sessions for class-related assignments. 

Based on such activities, you are expected to develop an attitude whereby you convey your own thoughts to others, listen to 

others’ ideas, and deepen mutual understanding of a cooperative manner. 

Therefore, in the class, it is essential that you actively convey your ideas to others in group discussions. Furthermore, all 

assignment papers that you submit will basically be made identifiable and viewable to others within the predetermined scope of 

the university's learning assistance web system. 

You should be aware of these before registering for the course. 

Basically, you are expected to read texts independently and share what you have learned with others in group discussions so as 

to promote mutual learning. 

Sections of the texts to be read in the class and the pace of reading will be adjusted according to the situation of students. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. キリスト教思想史に関する文献１ 

3. 同講読 



4. 同検討 

5. 同討議 

6. 同相互報告 

7. 締めくくりの討議 

8. キリスト教思想史に関する文献２ 

9. 同講読 

10. 同検討 

11. 同討議 

12. 同相互報告 

13. 締めくくりの議論 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習課題、指示される課題。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

予習課題の精度(25%)/グループディスカッションでの積極性(25%)/テキスト及び考察の精度(25%)/グループ活動での協同性(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ジャック・ハートネル、2022、『中世の身体: 生活・宗教・死』、青土社 (ISBN:9784791774081) 

2. アンヌ・ヴァンサン・ビュフォー、1994、『涙の歴史』、藤原書店 (ISBN:9784938661960) 

3. マガリ・クメール,ブリューノ・デュメジル、2019、『ヨーロッパとゲルマン部族国家』、白水社 (ISBN:9784560510285) 

4. ベルナール（金子晴勇訳）、2005、『キリスト教神秘主義著作集２ ベルナール』、教文館 (ISBN:9784764232020) 

5. 上智大学中世思想研究所編、1997、『中世思想原典集成１０ -修道院神学-』、平凡社 (ISBN:9784582734201) 

その他必要に応じて適宜テキストや参考文献を紹介する 

 

参考文献（Readings） 

1. 山形孝夫、1998、『砂漠の修道院』、平凡社 (ISBN:9784582762297) 

2. 山形孝夫、2010、『治癒神イエスの誕生』、筑摩書房 (ISBN:9784480093097) 

3. エチエンヌ・トロクメ、2021、『キリスト教の幼年期』、筑摩書房 (ISBN:9784480510440) 

4. ポール・ヴェーヌ、2010、『「私たちの世界」がキリスト教になったとき――コンスタンティヌスという男』、岩波書店 

(ISBN:9784000257749) 

5. 荒井献、2009、『初期キリスト教の霊性―宣教・女性・異端、岩波書店 (ISBN:9784000234634) 

6. Jane Geddes. 2006. The St Albans Psalter: A Book for Christina of Markyate. British Library Board (ISBN:9780712306775) 

7. Ilse E. Friesen. 2001. The Female Crucifix: Images of St. Wilgefortis Since the Middle Ages. Wilfrid Laurier University Press 

(ISBN:9780889203655) 

上記参考資料のほか授業で示す 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

演習 A16 と連携した科目である。時間割に定められた日程とは別にディスカッションや研究のための機会を設けることがある。詳

細は授業内で説明する。 

 

注意事項（Notice） 

 


