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授業の目標（Course Objectives） 

キリスト教礼拝についての基礎的な知識を習得し、現代における礼拝行為、ひいては宗教の意味を考える。 

 

Students will acquire a basic knowledge of Christian worship and consider the meaning of the act of worship, and thus religion, 

in the modern world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

礼拝を考える上で前提となる概念や行為についての概説と、キリスト教礼拝の特徴となる要素についての学びから始める。その

後、キリスト教礼拝の各論としてのいくつかの礼拝、特に聖餐式（ミサ）について学ぶ。 

具体的には西方教会（特に聖公会）の内容が中心となるが、それに限定されるものではない。 

 

We will begin with an overview of the concepts and practices that are prerequisites for considering worship, and a study of the 

elements that characterize Christian worship. After that, we will study some of the forms of Christian worship, especially the 

Holy Eucharist (Mass). 

The course will focus on the Western Church (especially the Anglican Church), but will not be limited to it. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

Introduction to Worship 

2. 礼拝の基礎(1)：礼拝と儀式、しるしと象徴、祈り 

Fundamentals of Worship (1): Worship and Ritual, Signs and Symbols, Prayer 

3. 礼拝の基礎(2)：礼拝の空間、礼拝の言葉、音楽、暦 

Fundamentals of Worship (2): Space of Worship, Language of Worship, Music, Calendar 

4. キリスト教礼拝の歴史(1)：4 世紀頃まで 

History of Christian Worship (1): Up to the 4th century 

5. キリスト教礼拝の歴史(2)：中世（16 世紀頃まで） 

History of Christian Worship (2): Middle Ages (up to about the 16th century) 

6. キリスト教礼拝の歴史(3)：宗教改革以降 

History of Christian Worship (3): After the Reformation 

7. キリスト教礼拝の基本(1)：キリスト教礼拝の諸要素 

Basics of Christian Worship(1): Elements of Christian Worship 

8. キリスト教礼拝の基本(2)：キリスト教礼拝の種類と内容 

Basics of Christian Worship(2): Types and Forms of Christian Worship 

9. キリスト教礼拝各論(1)：入信の式 

Christian Worship (1): Initiation Rites (1) 

10. キリスト教礼拝各論(2)：聖餐式（ミサ）―1 

Christian Worship (2): Holy Eucharist (Mass)-1 

11. キリスト教礼拝各論(3)：聖餐式（ミサ）―2 

Christian Worship (3) : Holy Eucharist (Mass)-2 

12. キリスト教礼拝各論(4)：その他の諸式―死にまつわる諸式、結婚式など 

Christian Worship (4): Other Services - Rites Surrounding Death, Marriage, etc. 

13. 現代のキリスト教礼拝：倫理、文化（インカルチュレーション）、エキュメニズム（教会一致） 

Contemporary Christian Worship: Ethics, Inculturation, Ecumenism (Church Unity) 

14. まとめ 

Concluding Remarks 

 

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



可能な範囲で、キリスト教礼拝を具体的に体験することを強く勧めたい。講義や動画等では触れられない「雰囲気」を知ることは、

この授業での学びに大変有意義である。 

 

I highly recommend to experience Christian worship services in concrete ways as much as possible. Knowing the "atmosphere" 

that cannot be felt in lectures or videos is very meaningful for the  learning in this class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/講義への出席とリアクションペーパーの提出(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて授業中に資料を配付する。 

Handout materials will be distributed in class as necessary. 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜紹介する。 

To be presented in class as needed. 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 


