県民コミュニティーカレッジ２０１７
お申込み方法

お申込み先

会

場

①ご希望の講座名（第何回を受講か） ②氏名（ふりがな）
③郵便番号 ④住所 ⑤電話番号 ⑥FAX番号
⑦メールアドレス を明記の上、
電話・FAX・メールのいずれかでお申し込み下さい。
山梨英和大学 情報メディアセンター
〒400-8555 甲府市横根町888
TEL: 055-223-6034
FAX: 055-223-6035
E-mail: extension@yamanashi-eiwa.ac.jp

宗教改革５００年の旅
－わたしたちは何処からきて、何処へ向かっているのか？－

全５回 水曜日/１３：００～１４：３０

２０１７年１０月４日～１１月１日

山梨英和大学附属図書館

※要事前申込み、単回での申込みも可

第1回

会場地図

10/4

高橋

一

西欧の転換点としての「宗教改革」
〜現代にいたる正と負の遺産

10/11

第2回

東ドイツ紀行

井上

征剛

〜宗教改革と音楽・美術の旅

第3回

10/18

石橋

泰

宗教改革と臨床心理学の誕生

〜フロイト・ユング・プロテスタンティズム

山梨英和大学
クリスマスツリー点火祭

11月21日
（火） 受付 午後4時30分〜
※雨天決行
第一部 点火式
午後5時〜5時30分
第二部 おたのしみのひととき
午後5時40分〜6時30分
どなたでもご自由に
ご参加いただけます！
温かいスープをご用意しております。
ハンドベルの演奏もお楽しみください！

２０１７

第4回

10/25

山本

宗教改革、海を渡る

明歩

〜アナバプティストの歴史と現在

〜メイプルカレッジ開講中〜
メイプルカレッジでは、趣味・教養、資格取得、
大学の講義など、多彩な講座をご用意しています。

!!

NEW

・クリスマスフラワーアレンジメント ・心理学
・シーズンネイル ・聖書を読む〜フランス語で

↓お申込みはこちらから！

http://www.yamanashi-eiwa.ac.jp/renkei/apply/

第5回

11/1

大井

奈美

宗教改革をささえた「ハード」
と
「ソフト」
〜アナログとデジタルの架橋

司会・ナビゲーター
荒井 直
大久保 絹

１０月１８日（水） １３：００～１４：３０
今年は、キリスト教世界を変革するきっかけとなった『９５カ条の提題』を
ルターが掲げてから５００年。この講座では、宗教改革の「いろは」から
「こんなことまで宗教改革と関係があるのか」といったトピックまで、カフェ
でのお喋りのような雰囲気でお話ししたいと思います。
「ワイン、妻、歌を愛さない者は 生涯愚者のままである。Wer nicht liebt
Wein, Weib, Gesang, / Der bleibt Narr sein Leben lang.」－宗教改革
の大立者、真面目な修道士マルティン・ルターが楽しく生きることを勧め
た言葉です。私たちの現在の生活にも関係浅からぬ宗教改革について、
愚者にならないように、真面目に・楽しく学んでみませんか。

１０月４日（水） １３：００～１４：３０

宗教改革と臨床心理学の誕生
～フロイト・ユング・プロテスタンティズム
宗教改革と臨床心理学の誕生？実は直接の関係はありません。西洋にお
いて人間の魂はカトリック教会に守られていました。宗教改革を通して、
個人が自らの魂に向かい合うようになり、それがフロイト、ユングの深層
心理学を生み、今日の臨床心理学につながっていると考えることもでき
ます。キリスト教の伝統のあるところの心と日本人の心についても考えて
みたいと思います。

石橋

泰

１０月２５日（水） １３：００～１４：３０

西欧の転換点としての「宗教改革」

宗教改革、海を渡る
～アナバプティストの歴史と現在

～現代にいたる正と負の遺産

アーミッシュという人々について耳にしたことがあるでしょうか？アーミッ
シュの中でも特にオールドオーダーと呼ばれる伝統的な生活を続ける人
々は、馬車やガスランプを使うライフスタイルで知られています。
アナバプ
ティストはアーミッシュを含むキリスト教の一集団ですが、
どのようにして
形成され、なぜ新大陸に渡ったのかなど、
アナバプティストについて考え
ていきたいと思います。

「宗教改革」は、西欧世界の歴史、宗教、政治、社会、生活に決定的な影響
を及ぼしました。宗教改革の遺産としての「プロテスタント原理」は、民主
主義、資本主義、市民社会というある種の「制度」
として、
日本のみならず
アジア世界にも深い影響を与えて来ました。
しかし、西欧世界も変化しつ
つあります。今、
「宗教改革」の正と負の遺産を真正面から問う必要が求め
られています。

高橋

一

国際基督教大学、東京神学大学大学院神学研究科、英国とデンマークで学ぶ。牧師（東京）、キリ
スト教NGOワーカー（カンボジア）、酪農学園大学を経て、山梨英和大学宗教主任。
日本とアジア
とヨーロッパからの視点を生かして、キリスト教の新しい現代的意義のありかたを模索している。

１０月１１日（水） １３：００～１４：３０

山本 明歩

国際基督教大学、東海大学大学院文学研究科で学ぶ。専門は、
アメリカを中心とした文化人類
学、先史人類学。山梨英和大学准教授。高校時代はメノナイトの教会に通い、結婚式はブレズ
レン派に祝ってもらうなど、
アナバプティストの優しさに触れる機会に恵まれた。

１１月１日（水） １３：００～１４：３０

東ドイツ紀行

宗教改革をささえた「ハード」と「ソフト」

～宗教改革と音楽・美術の旅

井上 征剛

東京大学、東京大学大学院教育学研究科で学ぶ。専門は、臨床心理学。東京大学学生相談所相
談員や民間のクリニックでの心理相談員を経て、山梨英和大学准教授。現在、臨床からは距離を
おき、現代人にとって役に立つ自分なりの臨床心理学を模索中。

～アナログとデジタルの架橋

ルターは、
『95ヵ条の提題』を発表したヴィッテンベルクをはじめとして、
ドイツ東部のさまざまな土地に足跡を残しました。
また、彼の活躍は、数
多くの芸術家たちに影響を与えたことでも知られています。第 2 回では、
ルターとゆかりのあるドイツ東部の都市を訪れるとともに、
クラナッハ、
バッハ、
メンデルスゾーンといった芸術家たちの、時代を超えたルターと
の結びつきについて見ていきます。

宗教改革を推し進めたものに、印刷術や製紙技術の向上、そして中世的
思考法がありました。それらはまた、現在私たちの日常をとりまいている
資本主義や情報技術、有効性や効率を極端に強調する社会のあり方とも
関連しています。最終回では、宗教改革と、その正と負の遺産を引き継い
だ高度情報技術の使用が日常となった現代社会との繫がりについて考え
たいと思います。

東京大学、東京大学大学院を経て、一橋大学大学院言語社会研究科で学ぶ。大学院在学時に、
ドイツのライプツィヒに留学。専門は音楽史・音楽学、児童文学、
ヨーロッパ文化。
山梨英和大学准教授。
「山梨英和コンサートシリーズ」など音楽会・文化活動の企画も行っている。

早稲田大学第一文学部、東京大学大学院学際情報学府で学ぶ。専門は学際情報学、表象文化論。
山梨英和大学専任講師。おもに図書館情報学や英語などを担当。園芸活動を通じて本学のさら
なるブランド化を目指し、それに関連して俳句創作も楽しんでいる。

大井 奈美
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