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授業の目標（Course Objectives） 

本講義は、(1）アジアのキリスト教についての知識と理解を深めること、（2）アジアのフェミニスト神学運動についての検討を通し

て、アジアのキリスト教の抑圧的側面と解放的側面を探究すること、（3）ジェンダー正義の推進に対するアジアのキリスト者たち

の貢献についての気付きを得ることを目的とする。 

 

The three specific aims of this courses are: (1) to develop a knowledge and understanding of Christianity in Asia; (2) to explore 

the oppressive and liberating aspects of Christianity in Asia by examining the Asian feminist theological movement; and (3) to 

develop an awareness of the particular contributions Asian Christians made in an effort to promote gender justice. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、エキュメニカルな視点から、隣人としてのアジアのキリスト教に焦点を当てる。はじめに、東アジア及び東南アジアの

キリスト教の諸相を概観する（特に韓半島とタイ北部の事例を取り上げる）。次に、1970 年代後半以降に展開されてきたアジアの

フェミニスト神学運動について紹介する。最後に、2010 年代以降のジェンダー正義に関する神学的、宣教学的な議論や、有害な

男性性を克服しようとする男性キリスト者たちのユニークな取り組みについて考察する。 

 

This course focuses on Christianity in Asia as our neighbors from an ecumenical perspective. First, an overview of various 

aspects of Christianity in East and Southeast Asia, specifically case studies in the Korean Peninsula and northern Thailand, is 

provided. Second, the Asian feminist theological movement that began to develop in the late 1970s is introduced. Finally, 

theological and missiological discussions on gender justice and the unique efforts of Christian men to overcome toxic 

masculinity since the 2010s are examined. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：隣人としてのアジアのキリスト教 

2. 韓半島におけるキリスト教：プロテスタント宣教 

3. 韓半島におけるキリスト教：三・一独立運動を中心に 

4. タイ北部におけるキリスト教：プロテスタント宣教 

5. タイ北部におけるキリスト教：宣教師の神学への抵抗 

6. アジアのフェミニスト神学運動：家父長主義、「神学する」ということ 

7. アジアのフェミニスト神学運動：混淆主義か、文脈化か、聖典の探求 

8. 日本におけるフェミニスト聖書解釈：父なる神の問題 

9. 日本におけるフェミニスト聖書解釈：人間はどのように造られたか 

10. 2010 年代以降のアジアにおけるフェミニスト神学と「ジェンダー正義」（gender justice） 

11. トランスフォーマティブ・マスキュリニティーズ：男性性再考 

12. トランスフォーマティブ・マスキュリニティーズ：ケーススタディ 

13. アジア・キリスト教協議会（CCA）、日本キリスト教協議会（NCC） 

14. 総括 

 

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

授業時間外の学習については、必要に応じて別途指示する。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席およびリアクションペーパー(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない 

 

参考文献（Readings） 

1. Asian Women's Resource Centre for Culture and Theology. 2005. Introduction to Asian Feminist Theologies. AWRC 



(ISBN:983-40384-2-9) 

2. Patricia Sheerattan-Bisnauth, Philip Vinod Peacock. 2010. Created in God’s Image: From Hegemony to Partnership: A Church 

Manual on Men as Partners: Promoting Positive Masculinities. WCC, WCRC 

3. John C. England. 2004. Asian Christian Theologies: A Research Guide to Authors, Movements, Sources, Volume 3. Orbis 

Books (ISBN:9781570754838) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

2021 年度開講の「キリスト教学講義 19（アジアの宗教 1）」と講義内容の一部が重複する。 

受講者の関心に合わせて、授業計画を変更する可能性がある。 

 

連絡先：fujiwara.sawako@rikkyo.ac.jp 

 

注意事項（Notice） 

 


