
■AA218 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ラテン語講読２    

(Reading in Latin 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

Ecclesiae Patres et Matres, Magistri et Magistrae, qui depositum fidei de manu in 

manum ad seram usque posteritatem transferebant. 

担当者名 

（Instructor） 
桑原 直巳(KUWABARA NAOKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

2020 年度まで「ラテン語原典講読」 

大学院科目 NH303「キリスト教思想史演習」と併置 

 

授業の目標（Course Objectives） 

キリスト教史におけるキリスト教思想の伝統について学ぶ。それは単なる教会史、教理史の研究以上の現代的意義を有する学

問実践となるインパクトを本来は備えている。というのも、現在の様々に複雑化した世界状況において、キリスト教が求められて

いる役割は大きい。しかしながら、現在のキリスト教世界もまた、内部において対立、分裂状況を含んでおり、平和と一致に向け

た歩み寄りが大きな課題となっている。そのような時代状況中で、様々な教団教派の歴史と伝統、それぞれの固有性に立脚しつ

つも、もう一度自らのよって立つところの源泉を再確認することは、自己理解及び相互理解を刷新、深化せしめるとともに、そこ

に、照古照今、新たにして、古き、キリスト教の対話的相互理解の基盤を探り当てることを可能とするものである。 

 

We will learn about the tradition of Christian thought in Christian history. It originally had more significance from its academic 

applications with modern sense than simply researching the history of the church and its doctrine, because the role sought for 

Christianity in the current complex world situation is broad. However, in the current Christian world, there are internal rivalries 

and divisions. It is a big challenge to move forward way that works with peace. In a situation of a period like that, by 

reconfirming the origin of where they stand while based on the history and tradition of various religious groups and 

denominations as well as their respective characteristics, it is possible to reform and deepen self-understanding and mutual 

understanding and at the same time, by referring to both the past and present as well as searching and discovering the 

foundation of Christian interactive mutual understanding. 

 

授業の内容（Course Contents） 

上記の授業の目的を達すべく、キリスト教思想家のテキストの神学・哲学的思想内容について理解を深める。内容は受講者の様

子によって変更される場合がある。ラテン語テキストは日本語訳のあるものを取り上げる予定。 

 

We will deepen our understanding of the theological and philosophical thought from the texts of Christian thinkers to achieve 

the above purpose of the course. The content may change depending on the situation of the students. We plan to use Latin 

texts that have Japanese translations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. テキスト講読１ 

3. 読解 

4. 検討 

5. 討議 

6. 相互報告 

7. 締めくくりの議論 

8. テキスト講読２ 

9. 読解 

10. 検討 

11. 討議 

12. 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、レジュメ、報告準備など。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/レジュメ作成と報告の精度(40%)/ディスカッションなどでの積極性(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 



1. Thomas Aquinas. Summa Theologiae, tertia pars. Marietti 

テキストについては授業で指示する。購入は各自の判断による。 

 

参考文献（Readings） 

1. Ｋ・Ｂ・オズボーン、2006、『秘跡神学総論』、新世社 (ISBN:4-88382-077-7) 

2. Ｋ・Ｂ・オズボーン、2010、『キリスト教入信の秘跡』、新世社 (ISBN:978-4-88382-102-0) 

3. トマス・アクィナス、2002、『神学大全・第 41 分冊』、創文社 (ISBN:4-423-39341-7) 

現代神学における恩恵論、秘跡論に対する視点も重視したい。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 


