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（Course Code / Course Title） 

抽選登録／キリスト教学入門講義 ３ 

(Introductory Lectures on Christian Studies 3) 

担当者名 

（Instructor） 
鶴岡 賀雄(TSURUOKA YOSHIO) 

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） 
CHS1803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

かつてキリスト教徒にとっては、キリスト教が唯一の真の宗教であり、他の宗教は誤謬や迷信、ひいては邪教だった。しかしキリ

スト教世界（欧米）自体の世俗化が進行し、キリスト教会の社会的存在意義が弱まってくると、キリスト教だけが真の宗教だ、とい

う主張は次第に説得力を失ってくる。そうした時代に、「宗教学」とよばれる宗教についての新しい見方が生まれる。そこでは、キ

リスト教は他の多くの宗教の中の（最も優れた？）一つだとされる。これは、そう考えることで「宗教」としてのキリスト教の存在意

義を保証しようとする試みでもあった。 

この授業では、キリスト教世界としての近代欧米で生まれた「宗教学」の成立と内容を紹介する。それによって、現代世界におけ

るキリスト教のあり方を考えるための条件を身につけさせたい。 

 

Once, for Christians, Christianity was the only true religion, and other religions were sheer errors, superstitions, or worse 

diabolical frauds (called "paganism", "heathen", etc.). However, as the secularization of Christendom (Europe and America) 

itself progressed and the social significance of the Christian church weakened, the claim that Christianity is the only true 

religion gradually lost its persuasive power. In such an era, a new perspective on religion called "science of religion" is born. 

There, Christianity is considered to be one (best?) of religions. This new science was also an attempt to guarantee the 

significance of "Christianity as a religion."  

In this class, we will introduce the establishment of "science of religion" and explain its essential theories. By doing so, I would 

like to have attendees acquire the conditions for considering the ideal way of Christianity in the contemporary world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

キリスト教がその歴史のなかで他の宗教をどのように見てきたかを広く概観したあと、近代以降、キリスト教世界の中から「宗教

学」と呼んでよい学問が成立してきた事情を説明する。その上で、近現代の宗教学が提案してきた重要な宗教理論（宗教への見

方）を紹介する。それを踏まえて、キリスト教は他の宗教とどのような関係にあるのか、さまざまな見方の有効性を検討したい。

（なお、授業の内容や順序は出席者の状況に応じて適宜変更されうる。） 

 

After an overview of how Christianity has seen other religions in its history, we will explain the historical circumstances under 

which "science of religion" has been established in Christendom. After that, we will introduce the important theories on religion 

(views of religion) proposed by modern religious studies. Based on that, I would like to examine the effectiveness of various 

perspectives on how Christianity is related to other religions. (The content and order of the lessons may be changed as 

appropriate according to the situation of the attendees.) 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：「宗教としてのキリスト教」という視点について 

2. 宗教学の成立 

3. 宗教学的「宗教」観 

4. 文化人類学からの宗教理論 

5. 社会学からの宗教理論（１） 

6. 同上（２） 

7. 心理学からの宗教理論（１） 

8. 同上（２） 

9. 政治学からの宗教理論 

10. 比較宗教学と宗教現象学 

11. 自然科学からの宗教理論 

12. 神学者の宗教論（１） 

13. 同上（２） 

14. 宗教哲学の宗教論 

 

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

配布資料を参考に、宗教に関するさまざまな見方が適用できる場面や事例を考えてみてほしい。授業中に紹介する宗教理論書

をじっさいに読んでみることが望ましい。 

 



成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/リアクションペーパー等(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 


