
第 ７０ 回 大 会 

キ リ ス ト 教 史 学 会 
 

日  時 
2019 年 9 月 13 日(金)～14 日(土) 

 
会  場 

    上智大学 12 号館（四谷キャンパス） 
   〒102－8554 東京都千代田区紀尾井町 7－1 

03-3238-3111（上智大学） 
 

会場までの交通アクセス 
最寄り駅：JR中央線、東京メトロ丸ノ内線・南北線 四ッ谷駅 麹町口・赤坂口から徒歩5分 

 
 
 
 
 

 

https://www.sophia.ac.jp/jpn/info/access/accessguide/access_yotsuya.html 
 

＊大会２日目 14 日  ㈯  は、正門（8:00～）または東門（麹町方面  9:00～)からお入り  
ください。北門は終日閉鎖です。 

 

＊大会１日目 13 日㈮は受付開始 9:30 です。受付を済ませてから会場にお入り下さい。  
  受付は１２号館２F です。  
＊大会 2 日目 14 日㈯の研究発表開始時刻は、9：45～です。  
＊研究発表は 25 分、質疑応答 5 分です。発表者及び司会者は時間厳守でお願いします。 
＊本プログラム掲載の発表題目を含めて、プログラムに変更が生じることがあります。  
＊東京 23 区にいずれかの気象警報「大雨、洪水、暴風など」もしくは「気象特別警報」

が発表されていた場合において、午前 6 時より前に警報や特別警報が解除された場合

は、学会は通常催行とします。ただし、解除されない場合は、中止となります。 

また、開催時間帯に気象警報・気象特別警報が発表された場合は、大学の指示により

講演が中止となる場合もあります。 

 



第 1 日 9 月 13 日（金） 
〔１２号館２F 第２会場 202 教室〕  

開会式（10：00～10：15）             司会 庶務理事    渡辺祐子  
挨拶                   理事長  小檜山ルイ 
歓迎の言葉         上智大学理事長・神学部教授  佐久間 勤 

 

研究発表Ⅰ（10：20～12：20） 
〔１２号館５F 第１会場 502 教室〕   

司会  近藤喜重郎（東海大学） 
1. 東北キリシタン研究の可能性と課題  

仙台白百合女子大学カトリック研究所  川上直哉  
 
2. イエズス会古文書紙質調査をうけて、その書簡内容の吟味  

―1564 年日本語書簡を手始めとして― 
上智大学  川村信三  

 
3. 初期日本イエズス会士の宣教理念 ―豊後府内における医療宣教活動をめぐって―  

福岡女学院看護大学  金田俊郎  
 
4, ザビエルの命日（死亡日）は 12 月 3 日か？  

―ヴィッキ説（12 月 2 日）の再評価とその問題点―  
岸野 久  

〔１２号館２F 第２会場 202 教室〕  
司会   岡部一興  

5. 英国聖書協会と東洋言語聖書翻訳事業としての聖書漢訳事業  
東京大学大学院生  黄イェレム  

 
6. 16 世紀の天正遣欧使節による詩篇の和訳  

聖心女子大学キリスト教文化研究所  中井純子  
 
7．福沢健全期『時事新報』のキリスト教関連社説  

静岡県立大学  平山 洋 
 
8．井上円了の護法論とキリスト教  

京都大学  狭間芳樹  
〔６号館１F 発表会場から誘導します〕  
写真撮影・昼食・理事会（12：20～13：40） 

 
〔１２号館５F 第１会場 502 教室〕   
総会（13：40～14：00） 
 
 
 
 
 
 



研究発表Ⅱ（14：05～15：05）  
〔１２号館５F 第１会場 502 教室〕   

司会  小川早百合（聖心女子大学）  
9．セシーユ提督の朝鮮遠征と朝鮮カトリック教会  

― 日本教会史と韓国教会史の枠を超えて  
長崎外国語大学  宮崎善信  

10．日本代牧区の分割とプティジャン司教時代の終焉  
捜真学院  中島昭子  

 
〔１２号館２F 第２会場 202 教室〕  

司会  馬渕 彰（日本大学）  
11．サンタ・テレサの執筆 －『完徳の道』にみる問題意識－  

明治大学、聖心女子大学  田中  恵  
 

12．ジョン・ノックスとメアリー女王の信仰と国家の問題  
―スコットランド宗教改革戦争直後におけるメアリー女王とノックスの 5 回の会見を通して―（仮） 

東洋英和女学院大学  伊勢田奈緒  
〔１２号館５F 第１会場 502 教室〕   

シンポジウム（15：10～18：00）  

「キリシタン研究の再考―過去・現在・未来」 
司会           川村  信三（上智大学） 
パネリスト 

日本女子大学名誉教授 村井 早苗 

慶応大学教授     浅見 雅一 

早稲田大学教授    大橋 幸泰 

天理大学教授       東馬場 郁生 

 
〔13 号館 紀尾井亭〕 

懇親会（18：20～19：50）  
 
 

第 2 日 9 月 14 日（土） 
研究発表Ⅲ（9：45～11：15）  
〔１２号館２F 第２会場 202 教室〕  

司会  大西晴樹（東北学院大学） 

13．小崎弘道の外遊  
―日本組合基督教会に伝えられたキリスト教の特色に関する一考察― 

東京神学大学大学院生・明治学院大学キリスト教研究所   坂井悠佳 
 
14．天皇制国家における再臨信仰―旧きよめ教会牧師の訊問調書を中心に  

川口葉子  
15．太平洋戦争後の日本の宗教政策への D.C ホルトムの影響  

関東学院大学  原  真由美  
 



〔１２号館２F 第３会場 203 教室〕  
司会  山田 望（南山大学）  

16．ヴォーリズが建築で関わった教育機関  
––それぞれのスクール・モットー、同志社を中心に  

国際基督教大学大学院生  西 由香利  
 
17．1960 年代 カナダ合同教会の宣教の変容  

―東洋英和女学院における事例の分析より―（仮）  
東洋英和女学院史料室・東京大学大学院生  松本郁子  

 
18．ジョナサン・エドワーズとジョン・ギル  

―「贖いの契約」における聖霊の位置と役割を巡って―  
北陸学院大学  矢澤励太  

休憩（11：15～11：20）  
 
研究発表Ⅳ（11：20～12：50）  
〔１２号館２F 第２会場 202 教室〕  

司会  渡辺祐子（明治学院大学） 

19．諸修道会間の関連から見る明清中国におけるカトリック教理問答の編纂と出版  
東京大学大学院生  王雯璐 

 
20．賀川豊彦と満州基督教開拓村事業について 

大阪経済法科大学アジア太平洋研究センター  役重善洋  
 
21．植民地朝鮮における日本メソヂスト教会 

同志社大学  李元重  
 
〔１２号館２F 第３会場 203 教室〕  

司会   直人（和光大学）  
22．ドイツ・キリスト教協会と二つの寛容（仮）  

上智大学  猪刈由紀  
 

23．近代日本のミッションスクールをめぐる廃校運動とナショナリズム  
―1930 年代の大島高等女学校廃校運動を事例に―  

同志社大学  麻生  将  
 

24．湯浅初と「一夫一婦制の建白」  
同志社女子大学  山下智子 

昼食・休憩（12：50～14：00） 
 
〔１２号館２F 第２会場 202 教室〕  

公開講演（14：00～15：30）  

司会  徐正敏（明治学院大学） 
   牧園大学名誉教授  金興洙 

「３・１独立運動と韓国キリスト教の歴史」 
 

コメント  李省展（恵泉女学園大学） 
 
〔１２号館２F 第２会場 202 教室〕  
閉会式（15：30～15：50）                       司会 専務理事 小川早百合 


