長田力にょるJ

・

D

・ディヴィス伝︒

刊行町作を経て初めて同'社創立13
0午祀念にΠ本諾臥力W版された

京都でなけれぱ︑ディヴィスは新山裂

答者は︑火は黒社の隠れた恩人で
ある彼の誕生が︑同志社創業偵前の
を見捨てて京都から撤退したであろ
う新島か府知亊に﹁校内では聖禽を
教えない﹂と妥恊したことに怒って︑
神Pに.灰ろうとしたが︑出・皆後の妥

牛Π一ナするた力ら大学在ψ.f中の南北戦

の休梨それを許さなかったのである
以後︑彼は占州に定住し︑影の校長
として初期同志社を仕切った本冉は︑
従来の新鳥伝や同志社史中︑不透明部
分を父親のH県寸から明硴にする
X者は︑父を﹁鬪う冑瓢師﹂ S§
琴§讐ミ誘§&)と捉え︑その生澁を

神学校を終え︑牧師︑・行教師となり︑

争従軍は︑特に記述が詳しい︒

銃を樂国に代えてからも之丁イヴィス

中佐﹂の闘いは続くとりわけ︑同志

会
"量^¥●■宰プロ,ユ,ント■,

碑、誠..

酬

日木キリスト教団出版局

6,720円(税込)

X者は木北Πの愆

を検 ' す る
また︑戦け下︑"家の危機が

し︑その上でⅧ1塒のキリスト教

ヒ︑その制約を受けることを避
けられないそのため︑ XXは
広く文化史的・礼会思想史的
法制史的に寺代状"を川らかに

義を﹁小岡総括﹂としている
教会は礼会の小で存在する以

W地点であり︑

降︑現在に令るまでの省毅の小

に︑この時代は1872作のプ
ロテ ス タ ン ト 教 人 弁 . 教 開 始 以

タント教会と削遡にあるよう

である
﹁玲圷犠⑩ドのΠ本プロテス

細介することのできない﹁大X﹂

本井は︑とても590,Υでは

原誠{火風1授)一者

日本︒フロテスタント教会1

1巧年職争下の

国家を超秀れなかった教会

超えられな かった教

」"で'

に架小する小で︑プロテスタン
ト教会がどのように行動したの
かを﹁多角的︑・災.趾的に述べ

る特微的なのは︑小央の動き
を揣く一方︑その刷緑にあった
地力教会︑海外との関わりに触
れ︑述べようとする点である︒

では︑帷塒下のキリスト教と

いるレ肌などである

例えぱ︑この時代に洗礼を受け
てクリスチャンとなった人々の
胤 Πをまとめ︑キリスト教に何
を求めていたか分析がなされて

か

のム.肌を兒出

X打は︑結前として﹁側係

はどのようなものであったの
類比

欠吹人HⅡ(人7杣7部2003件股乍︺

述べる濃幣な冊である

の讐織﹂を問うことであると

﹁神ならぬものを神とすること

れた︒続けて今後のH木のキリ
スト教の課題として﹁歴史の小
でいかにして教会であるか﹂︑

にⅧ1畊の教会の姿が明らかにさ

すことが翻であった﹂と述べ
る教会は岡蹴と対時すること
ができなかったのであるここ

における

イ

一三

ヴィス著
.

オ

.

マ垣

レ宗

デ治

同志社創立130周年記念出版

『宣教の勇者デイヴイスの生涯』

・ W ・一フーネッドの

゛︑

熊本︑ハン小の指導に手を焼き︑授業は
まさに﹁格闘﹂と化し央︒一方で︑ ノ
ンドのひとりは︑師の額に﹁勇敢な兵

彼らは卒業後も︑﹁教会合詞運動﹂

上の残り香﹂を嶋ぐ(331貞)︒

でディヴィスを攻撃したさらに︑新
島の死後社長や有力教員となって同
志社を牛耳った彼らが︑ミヅションに
挑んだ﹁独立戦⑩﹂も激戦であった︒
戦闘はついに同志社とミッションの
の,Π刷である D

破局に及ぶこの辺りの揣写は︑本霄
﹁彼にとって人生は大胞に取り囲まれ
た戰場﹂は︑至言である(369頁)︒
つ兵士であることも︑本圭国は伝える︒

もちろん︑ディヴィスが愛敵精神を持
訳者の北垣宗治名誉教授は︑屈指の
新島研究家︒英文新鳥伝の翻訳家とし
ても定評がある︒本書はΠ年にわたる
川祁の結品である︒面倒な索引作成と
共に︑そのこ望口を多としたい︒
ただ︑﹁五人を委員として﹂を︑﹁五
実は委員は宣教師)とする﹁筆が滑る﹂

人の学生を委員として﹂(221頁
訳が稀にあるのは︑残念である

本井康博

神学部教授

の火体にせまるスリルに幣子
るうちに︑やがてピーンとはり
つめた皿女の川外に入り込む︒
統fしてΠをつぶると︑誠もが
必ずやウーンと吃らされるので

^L^^^^Ⅲ^^幽^^^引Ⅲる

力をが︑くしてことにあたり︑終

むだがⅡU仟を川避しない令

校処分にした学生を想い︑取ぐ

﹂

木井さんの放つメヅセージ

はなし力

は︑恐らくはこうだ︒新島は完
雌な人問として立ちあらわれた

ことは︑,災はそれほど師Ⅲなこ

Ⅱ

く収拾できないΠ分を"Nめ︑退

わけではない学乍ストをうま

とではない誰もが暫お足跡

めた脱落する学生の下をしっ

Π分も他者も生かそうと努
や業紬を知っているし︑人それ

︑

ぞれ§い込みもあるからだ

LU

し﹂といったというが︑そのひ

のことししかるに新島のそれ
は木の葉を潜る二禦﹄のこと

X行とともにそ

新刊紹介

梅沌賓(大学法学部教授)

出会ったことはなかった︒

最近︑こんなに感四郎な本に

の心を打つのだと︒

たむきな生き力こそわれわれ

の本は︑そんなためらいナ'々

を読みすすめ︑

説の松は?﹁,Π賀の杖﹂嬰判
のル<村は?などしかし︑禽︑

ラヅトランドの5000ドル仏

を予にすると︑はじめは謎解き
の血Πさに誘われるいわく︑

と乗り越えた良北"である︒本北U

いに終わってしまう
木井康博さん(神学部教授)

ことになるか︑それともす捻

あらためて︑なにかを語るにし
ても︑いたずらに児ヒ尻を架す

(発行:学校法人同志社、
2006年2月)

かり握り︑ともに生きようとし
た︒だから︑のちに妹峰が計し
九と
て︑﹁"えてみれぱ︑福沢(痢
の゛業はほとぱしる噴水

大切

ひとりは

M島黒,Ⅱι二

︑Ⅱ吹"晶

ディヴィスの生澁

宣教の勇者

、闘う宣教師̲の戦績簿

大況の小てまたムトて力人・,,御

﹁後ろから弾を撃ってきた﹂︒校内では︑

判的な阪艸地方の同僚宣教師たちは

社という砦を死守するための初期の戦
闘は︑自身で﹁南北戦争従軍以上﹂と
告白するほど壮絶であった︒
その際︑意外であったのは︑身内の
敵である︒たとえぱ︑同志社創立に批

TOPI(S
DOSHISHA

70
71

1司家を

Wハ文化L父流の

はざまて
内Ⅲ東'の'ーツ上門引

色ず
鬼,

異文化・交流のはざまで
1内田淑子のルーヅと生涯

竹中正夫大1薮上者
内川象のゲストブヅク(19

メリカ人とΠ1﹂御纖して厶Uち市

を生きた世たちとともに︑ア

ゞ
ノ

活に人ってゅくにつれて統介

民椛を持つ淑fたち世も礼会
には峡があり︑現突には分蹴を

悔いられているのを恕い知る梅

限が戦"Fの悔制収容であっ
たその体験も党剛に揃かれて

いる淑fはやがて民俗の底
辺にあるおもいを衣現し︑災文

化交流を促進すると共に︑つ
の世外への共感を喚赳する多
くの作品を通して芥桶の栄︾牲

22S1969 には延137

9の芳老糖され︑その小には
河'礼の靡史で知る人ぴとか

内Ⅱ大厶の主湃は良心がに

を受ける

X行を介む現存行たちに及
四き刃^伽^く・¥^^く

ら︑

ぶ多くのH乢名がある特に峨後

ちの典刑であったその竹格の

ちには獻身的であった川た

X吉はそうした生きかた

一﹂

一年次(導入)教育

の日米比較
1系毅投一者

る面での桜雑さもあわせ"つと

これらの研究成果は︑

X者が

指摘する火践的に極めて的確
かつセ輔な指摘である

教厶U開発センターの企.川にも熱

リーダーをつとめる同L心礼大学

く生かされている笹打の所属
設を契機にして1仟汰導人教育

する社A牟部でも2005圷新
を進めてきたが︑笹行Π身も木

冉から仏統ある総介大学の災
重要である﹂という小唆を得て︑

態水靴に即することが決定的に

(1)人学生の弧い・慈欲を喪現で

共体的に進めるにあたっては

られてきたアメリカの教育経験
スキルを刈得できるように︑と

阿︑綻の教職nには是非とも粘

局等教厶Uを小心に桝えている

イメージするようになった

きるように︑また(2)商水凖の

の能力・技能の多様化に対応す

プラス面を見るとともに︑学生

.︑

Ⅲ

4側而例倉分析・考

f介てサークル︑ポ

ランティア活動など︑﹁世代夬

トワーク︑

の共生︑卞射のソーシャルネッ

作民共生として新Ⅲ侘民

祭を展開する

設小業﹂

代共生﹂︑﹁環馳<生﹂︑﹁都市建

の誕一として﹁介民共

下田忠男大7社会7部教授

の'も麟めたい

1にょる礼会

岡で厳正に適刑した朋査結果か
アクティフ新仕門︑ 2002作)

人大学院で何を学ぶか(岩波

,文化託と教台"

H本の

編著

三盗一人r

ル・サポートなど︑﹁環鼎<生﹂

課題を捉起する学研都山の

交流︑参加刑まちつくりなどの

附まると総括し︑クラスター剖

初のイメージから程述い段階に

刑まちづくりの現状は柚想Ⅷ1

としてⅡ業系廃棄物処梨寸々︑
多面的に状況を浮き彫りした
﹁都ホ建設水黛として︑﹁共生

生﹂として商齢者のパーソナ
ル・ネットワークとソーシャ

大学名七教授を代衣とする共

した労作である井行沢課

を嗣作分杠し明働化しようと

上︑
(学研都市)を喫例として
ーノ
生刑まちづくり﹂の現状と課題

本"Πは関西,ヒ乢f休Ⅲ乢ノ州市

共生型まちづくりの
構想と現実

なお︑同し料

らわが同における導人教育の特

統してほしい好Xである

つた﹂と評している内Ⅲ父娘

北"にょるキリスト教の仁仰があ

性を分析し︑噂門教育への動機

の方法をわが

乍氷がつの咲辺てあるか ︑ Ⅲ
時に彼女のルーツ︑つまり父
のⅢL心朴への物心.叫面の多くの

レ﹁才."!心村,ム﹂.ヒ田.f,の一1<

竹,1部

髄を川に削い︑文化交流を通し
て川界へ発仁する上張を椛り込
んだものであろう

は﹁文化﹂論と教台
近代教介と西洋教介思想

づけと勉学Π標の確定にむけて

支援があったことを改めて恕い

1﹂ユ.ーホーⅡ力Ⅱ

雛から内川象の雁史がセ︑トに
Ⅲ八Ⅱでの淋しく"'Uしい"代

▲文化交流からみた
化

シルクロードへのノスタルジ
アと続く允火ぶりで︑(学へ
の挑雌というk"名にふさわ
しい第2剖ど.涯y習の小の

ンガルの.Π五叩汽存と*牛ⅡL

本人移民の文化変容と教行の
教台史3編があるナ︑ハイリ

文化交流にはツ校教hにお

学校教育と生涯学習1

バラエティに衝む力作の︑.糊が

けるW<化叫咋教村

同志社大学教育文化学研究室編著

^^さ^^^る﹄^門卜に^^縣^

教hにおける文化需︑さら

315ヘー︑シにわたってUの

文の紹介と︑瓢打文化学"の

Ⅲ研究グループは︑学研都市が

つくりの開兆榊想を併せ竹つ

比ハ生型まちづくり楢想と現
突を社会学的アプローチにょ

'業立地とともに﹁共生刑まち
1996年セカ

ことに注Πし︑

ンド・ステージ開始以降と埀な

おける多文化サービス︑スポ
ーツクローハリゼーション﹂

館の川際文化'父流﹂・図1"飢に

と3ケースが紹介され︑図kn

に﹁大学におけるⅦ<文化岡教台﹂

礼会

'延義もみぇる沖川h司氏が語
られるように﹁現火に*赳する
教育の誹問題にUかな光をりえ
ることが川米る教台文化学の榊
きわめて勺恵義で共感
︑

できる文学部文化学科の塾U

木北,は︑第1附で研究の視点

新刊紹介

井岡勉大靴会学部教授

ぶところが大きい

織として︑その知見・.H,んに7

り︑鮮やかに解明した開拓的業
定七:Πえる知ムロ・壁け・休行

と村痢みを捉小し︑第Ⅱ剤S第
木沖町・・"小田辺巾における

Π常的生活倒での地域比<生

町

ね︑その成宋を木北.に集約した

をめぐる岬仏い税¥力らの刷到

は

.^.

る円仟Ⅲの比<Ⅲ研・北を取み市

学噂攻は2005年4打に礼会
学部教行文化学科へ改細された

なΠ配りは魅力満威どこから

V部に.口って︑﹂Π小都府域の粘華

光川康雄人学祁会学部側託凧帥

とHハに︑ψ.に興味深いテーマ股

が︑先立って機関砧もパイデ
イア(1961郁創Ⅲ)から

ても楽しく院み始められよう

るそのような排移の小で︑水

学会誌に兆製的改称を遂げてい

J)

1992作に教行文化へと

築

榊処!と月ι火

宮深正典女f人7名行教授

fo^

るついで︑ 阿

に機能していることを火址す

人教台がアメリカにおいて菊効

的な構造と機能を分析して︑導

を詐細に吟味し︑﹂"川等教厶Uの内

X行はまず︑和郁代から進め

さわしいⅢ行といぇる

.恵眛で︑大学教厶Uの転換期にふ

人燮Uは﹂峡教行の郡念と教台

大学1郁次乍を対象とする導

山田礼子

東信堂

,災識との結一黒にあたるという

2,940円税込

仏Ⅱ

の札・岻に."1心1て培わ九卑

いた

強靱さには螺厳と品位を備えて

f仁た

はU本冉延のために人ぴとの往

H本の

米か催んで︑彼らを送り迎える
家になった
木1Hはノ゛'叱f乍・永

111Ⅲ礼 f

で7ぴ︑アメリカで絲ぱれる行

民千・氏去Wルノ・'永仏"司fの

郁次叫人)教育の
口米比父
典ノ1リWまちづくりの

なつて い る

口軍壮弐学
註曹宜忙掌翻買宣

教育 文 化 学 へ の 挑 戦

教育文化学
への挑職

72
73

LJ

」10
110

ウーンツの回教徒

アウシユヴィッツの
<回教徒>

込

とされているのが︑タイトルに

丹︑

"が
"

この︑ナチ強制収容所で死

ある川教征という:.藁です
にかけの抑詔冉﹂を擶す

として川いられていた

いかに研られてきたかをX
打は執勘に収染し絖けますそ
の収染の矛先は︑ナチズムの加

糎

人︑

し︑公共選択︑象1流となる小︑

様に︑死誥となってした政治心

世上の注Πを集めた木北Πも川

小佳"は︑ H木の政治学におけ

みくらいてあることを打える

グランドにしているのはX打の

れることはなかった

すく解きほぐし︑'もが興味を

政治心理学の分野を︑わかりや

が細纂されて︑政治心N学か復
心外学打との川Y牙交仏Ⅲや︑政

十分にある

その内容は多彩で︑航み乢えも

しかも︑鰔近の動向も介め︑

も明快なタッチとなっている

もって読めるように︑文門レ尖現

しかし︑アメリカでハン
ド
ノ
ブック政治心邱学という本力
細朱されたのを契に︑Π本て
も.冉ぴ政治心鯉学という木
活したかにみぇたが︑投乢小行動

︑

として衣付えした井kΠが豊場

を向け︑その誕生の物託を活き

スタと門色兆光ダイオードにΠ

ーション﹂の例としてトランジ

めに﹁ハラダイム破壊測イノベ

というこのことを描き出すた

科学の本性に関わるものである

ということに起Wするもので︑

述することが不叫避的に困魏だ

荒木義修 t蔵野人学現代礼へ系教翅

る

となく仏わてくるものがあ

治心凱学への造点の深さがそれ

X打と海外政治

の研究を除いて︑.冉ぴ2仟近く︑

ポ発述のままで今Hまで挑移し
てきた

ところが︑昨ム(再びわが岡

でハンノドブック政治心郡学

山口栄一

イノ︑ベーシ,ン

破壊と共鳴
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