第 7３ 回大会プログラム
キリスト教史学会
日時
2022年 9月12日（月）・ 9月13日（火）

会場
南山大学
(Web 会議方式 Zoom 開催)
＊大会参加用の Zoom URL およびパスワードは、
参加申し込みをした方に メールでお知らせします。

1日目
9:20 ～
9:40 ～ 9:55

第１会場

第２会場

zoom開始

zoom開始
開会式

（第１会場）

司会：専務理事
9:40 ～ 9:45

挨拶

理事⾧

9:45 ～ 9:50

歓迎の言葉

9:50 ～ 9:55

オリエンテーション

理事

金田俊郎（福岡女学院看護大学）

山本明歩（山梨英和大学）

北海道におけるアナバプティスト教会

意図と目的～そのコスモロジーと宣教理念をめぐって～

―アイデンティティ問題を中心にー
休憩・移動

10:30 ～ 10:35

2

小野賢一（愛知大学）

８

トマス・ベケット列聖と12世紀の人文主義

鈴木 仁（北星学園キリスト教センター）

教育者三浦政治の信仰とアイヌ民族
休憩・移動

11:05 ～ 11:10

3
11:10 ～ 11:40

狭間芳樹

司会： 中島昭子（捜真学院）

７

10:00 ～ 10:30 アッシジのフランチェスコ『兄弟なる太陽の讃歌』の

10:35 ～ 11:05

小檜山ルイ

南山大学学⾧ ロバート・キサラ
司会： 久松英二（龍谷大学）

1

小川早百合

伊勢田奈緒（東洋英和女学院大学）

９

原真由美（関東学院大学）

ブラウンシュヴァイクのエリーザベトと宗教改革者コ

日本人の内面性と国家主義の残存

ルヴィヌスの宗教改革の行方

―D.Cホルトムの視点から

―アウグスブルク仮信条協定下の迫害と抵抗―
休憩・移動

11:40 ～ 11:45

司会：狭間芳樹（大谷大学）

4
11:45 ～ 12:15

石川雄一（上智大学）

司会：辻直人（和光大学）

10

松本郁子（東洋英和女学院史料室）

16世紀英国カトリック神学者の聖書翻訳観

カナダ合同教会 世界宣教委員会報告（1966年）におけ

ジョン・フィッシャーとレジナルド・ポールを中心に

る宣教の転換点
―カナダという特異点からみる日本宣教への視座―
休憩・移動

12:15 ～ 12:20

5 武田和久（明治大学）

11

12:20 ～ 12:50 家父⾧主義的暴力と改宗

永本哲也（弘前大学）

「Reformation」の訳語「宗教改革」の確立過程

―スペイン領アメリカにおけるイエズス会宣教を中心に―
休憩・移動

12:50 ～ 12:55

6

発表取り止め

12

12:55 ～ 13:25

ベルナット・マルティ・オロバル（早稲田大学）

日本のキリスト教迫害期における宣教師の「堅信」論
争について
昼休み/

13:25 ～ 14:30
14:30 ～ 15:20 （第１会場）

（第1会場）Zoom ブレイクアウトルームでの交流（自由参加）
総会・学会賞授与式
司会：理事⾧ 小檜山ルイ

15:20 ～ 15:25 （第１会場）

記念撮影（参加者全員）

（第１会場）

学会賞受賞者研究発表
司会：李省展（恵泉女学園大学）

神山美奈子（名古屋学院大学）

15:25 ～ 15:55

U.G.モルフィと久布白落実 －日本美普教会史の一断面－
休憩

15:55 ～ 16:00

講演

（第１会場）

司会：三好千春（南山大学）

浅井太郎
16:00 ～ 17:30

(東京カトリック神学院司祭）
「濃尾崩れ」

－ 寛文期尾張藩におけるキリシタン取締りの 経過とその歴史的意義についてー

２日目
9:15 ～

第１会場

第２会場

zoom開始

zoom開始

司会：馬淵彰（日本大学）

13

枝澤康代（同志社大学大学院）

司会：松谷曄介（金城学院大学）

19

9:30 ～ 10:00 宣教師エスター・L・ヒバードの宗教観

服部直美（東京大学大学院）

植村環と近代日本のキリスト教会

－宣教師志願書をもとに－

－日本YWCA機関誌『女子青年界』を手がかりに
休憩・移動

10:00 ～ 10:05

14

山﨑あすか（清泉女子大学大学院）

20

10:05 ～ 10:35 教皇レオ十三世の思想と活動

黒川知文（中央学院大学）

戦争の時代における無教会指導者
－塚本虎二・金澤常雄・矢内原忠雄・石原兵永ー
休憩・移動

10:35 ～ 10:40

15

足立広明（奈良大学）

21

10:40 ～ 11:10 皇妃エウドキアと『殉教者キュプリアノス伝』

村松晋（聖学院大学）

桑田秀延の「日本基督教」とその可能性

―古代末期の女性エージェンシーの変容

―アジア・太平洋戦争期の日本におけるキリスト教への一視角―
休憩・移動

11:10 ～ 11:15

司会：渡辺祐子（明治学院大学）

16
11:15 ～ 11:45

司会：近藤喜重郎（東海大学）

ハスゴワ（哈斯高娃）(神戸大学国際文化学研究推進 22

阿部伊作（東京基督教大学図書館）

インスティテュート）

ハンセン病療養所にあった⾧島聖書学舎及び聖書塾な

スクート会の宣教師が清代モンゴルのオルドスに入っ

どについての考察

てきたルート
休憩・移動

11:45 ～ 11:50

17

徐亦猛（福岡女学院大学）ジヨ イモン

23

11:50 ～ 12:20 中国少数民族地域における中国内地会の伝道活動につ

同志社のキリスト教社会主義の形成
－安部磯雄とD.W.ラーネッド－

いての考察

休憩・移動

12:20 ～ 12:25

18

山梨淳

24

12:25 ～ 12:55 『天地人』誌における出版戦略
― 二〇世紀転換期のカトリック系総合雑誌について

昼休み/

12:55 ～ 14:00
14:00 ~ 17:20

神田朋美（同志社大学大学院）

森田喜基（同志社大学キリスト教文化センター）

1890年代のキリスト教と日本社会
～神戸基督教会條規成立の背景を巡って～

（第1会場）Zoom ブレイクアウトルームでの交流（自由参加）

シンポジウム

（第１会場）

古代・中世キリスト教における女性イメージの多様性
司会：山田望（南山大学）

14:00 ~ 14:10

14:10 ~ 14:50

シンポジウム趣旨説明

山田望（南山大学)

エクレシアとキリストの結婚（nuptialis copulatio）：中世献堂解釈における結婚モティーフの展開
坂田奈々絵（清泉女子大学）
グレゴリオス・パラマスのマリア像

14:50 ~ 15:30

ー 人間の救済におけるマリアの主体的・積極的役割について
袴田玲（岡山大学）
休憩

15:30 ～ 15:40

初期キリスト教における都市ローマの女性像と救貧慈善活動
15:40 ~ 16:20

ー最新の考古学的・図像学的研究成果としてー
山田順（西南学院大学）

16:20 ~ 17:20

質疑応答・討論
閉会式

17:20 ~ 17:30 （第１会場）

司会：会務理事
17:30 ～ 18:30 （第１会場）

オンライン交流会

渡辺祐子

司会：朱海燕（東京外国語大学）

