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教員紹介

大木 英夫 オオキ ヒデオ   特命教授

❶キリスト教文化学特殊研究
❷（学校法人聖学院理事長）
❸Ph.D.／Th.D., LL.D.
❹「ピューリタニズムの倫理思想」、「新しい共同体の倫理思想」、「人格と人権」（上・下）

稲田 敦子 イナダ アツコ   客員教授

❶アメリカ･ヨーロッパ文化学総論／ヨーロッパ文化学研究B／ヨーロッパ文化
学B演習Ⅰ・Ⅱ／ヨーロッパ文化学研究

❷聖学院大学名誉教授
❸学術博士
❹「共生思想の先駆的系譜」（木魂社）、「エドワード・カーペンターの『調和的社会論』」

清水 均 シミズ ヒトシ   教授、アメリカ・ヨーロッパ文化学研究科長

❶アメリカ・ヨーロッパ文化学総論／文献講読Ａ
❷聖学院大学副学長、聖学院大学人文学部長
❸文学修士
❹「恋愛小説としての『我牢獄』・『宿魂鏡』-透谷における小説の位相-」（『透谷

と近代日本』翰林書房）、「北村透谷の「文化」意識と今日性-ナショナリズムと
の関連で-」（『北村透谷とは何か』笠間書院）、『作家の自伝シリーズ106　田
宮虎彦』（日本図書センター）

氏家 理恵 ウジイエ リエ   教授

❶アメリカ・ヨーロッパ文化学総論／原書講読A（英語）／原書講読B（英語）
❷聖学院大学人文学部教授
❸文学修士
❹メアリー・キルバーン・マトシアン『食物中毒と集団幻想』（共訳、パピルス）

片柳 榮一 カタヤナギ エイイチ  客員教授

❶アメリカ･ヨーロッパ文化学総論／ヨーロッパ文化学研究A／原書講読Ａ （ラテ
ン語）／原書講読Ｂ （ラテン語）／ヨーロッパ文化学A演習Ⅰ・Ⅱ／ヨーロッパ文
化学特殊研究

❷京都大学名誉教授
❸文学博士
❹「初期アウグスティヌス哲学の形成」（創文社）、「ディアロゴス」（世界思想社）

❶アメリカ・ヨーロッパ文化学総論／ヨーロッパ文化学研究B／文献講読C
❷聖学院大学人文学部教授
❸文学修士（早稲田大学）、
　DEA（博士論文提出資格、リモージュ大学）
❹「M.GRANDJEAN et al.éd., Coexister dans l’intolérance. l’Edit 

de Nantes」（共著、1598、Genève, 1998年）深沢克己、高山博編『信仰
と他者－寛容と不寛容のヨーロッパ宗教社会史』（共著、東京大学出版会、
２００６年）ピエール・ノラ編、谷川稔監訳『記憶の場－フランス国民意識の文
化＝社会史、第一巻、対立』（共訳、岩波書店、２００２年）ジャン・カルヴァン
著、アジア・カルヴァン学会編訳『カルヴァン説教集１、命の登録台帳－エフェ
ソ書第一章説教（上）』（共訳、キリスト新聞社、２００６年）

和田 光司 ワダ　ミツジ   教授

清水 正之 シミズ マサユキ   教授、学長

❶アメリカ･ヨーロッパ文化学総論／日本文化学研究A／日本文化学A演習Ⅰ・Ⅱ／
日本文化学特殊研究

❷聖学院大学学長
❸博士（人文科学）
❹『日本思想全史』『国学の他者像―誠実と虚偽』（以上単著）、『岩波講座 日本

思想Ⅳ 自然と人為』『甦る和辻哲郎―人文科学の再生に向けて』『教会と学校
での宗教教育再考』『共生と平和の道ー報復の正義から赦しの正義へ』（以上共
著）等。

❶担当科目 ❷現職（ ）内は前職など ❸学位 ❹主な著書

菊地 順 キクチ ジュン   教授

❶キリスト教文化学研究C／デモクラシー・人権研究
❷聖学院大学政治経済学部教授
❸神学修士
❹『信仰から信仰へ』、『とこしなえのもの』他

村松 晋 ムラマツ ススム   教授

❶アメリカ・ヨーロッパ文化学総論／日本文化研究B／日本文化学B演習Ⅰ・Ⅱ
❷聖学院大学人文学部日本文化学科学科長
❸博士（文学）
❹『三谷隆正の研究ー信仰・国家・歴史ー』（刀水書房、2001年）、『近代日

本精神史の位相―キリスト教をめぐる思索と経験 』（聖学院大学出版会、
2014年）

濱田 寛 ハマダ カン   教授

❶文献購読B 
❷聖学院大学人文学部教授
❸博士（学術）
❹『平安朝日本漢文学の基底』（武蔵野書院・2006年）、
　『世俗諺文全注釈』（新典社・2015年）

原 一子 ハラ カズコ   教授

❶原書講読Ａ（独語）
❷聖学院大学人間福祉学部教授
❸文学修士
❹「哲学へ―ヤスパースとともに」（共著、北樹出版）、「ハンナ・アーレント伝」（共

訳、晶文社）

岸田 貞夫  キシダ サダオ   客員教授

❶総合文化学特殊研究
❷（拓殖大学大学院商学研究科教授）
❸法学修士
❹「民法商法と税務」（ぎょうせい）、「注釈国税不服審査・訴訟」（共著、第一法規）、
「現代税法解釈」（ぎょうせい）、「税法条文解釈の基礎知識」（税務経理協会）、
「税法としての所得課税　第3版」（税務経理協会）、「現代税法の基礎知識」
（共著、ぎょうせい）、「税理士のための民商法」（共編著、ぎょうせい）、「判例法
人税法」（編著、税務経理協会）、「法人税法講座」（監修、税務経理協会）など



アメリカ・ヨーロッパ文化学研究科

10

髙橋 義文 タカハシ ヨシブミ   客員教授

❶アメリカ･ヨーロッパ文化学総論／アメリカ文化学研究B／アメリカ文化学A
演習Ⅰ・Ⅱ／ヨーロッパ文化学特殊研究

❷聖学院大学総合研究所所長、三育学院短期大学名誉教授
❸神学博士
❹「ラインホールド・ニーバーの歴史神学」、「ニーバーとリベラリズム」、「キリスト

教を理解する」、「教育の神学」（共著）、「ティリッヒ研究」（共著）、Ｃ．Ｃ．ブラウ
ン「ニーバーとその時代」（訳）、Ｒ．ニーバー「ソーシャルワークを支える宗教の
視点」（共訳）ほか

田中 浩 タナカ ヒロシ   客員教授

❶日本文化学特殊研究
❷一橋大学名誉教授
❸法学博士
❹「国家と個人」「近代日本と自由主義」「ホッブズ」（岩波書店）「20世紀という

時代」「第3の開国は可能か」「ヨーロッパ『知の巨人たち』」（NHK出版）「日
本リベラリズムの系譜」（朝日新聞社）「長谷川如是閑研究序説」「カール・シュ
ミット」（未来社）「戦後日本政治史」「戦後世界政治史」（講談社）「近代日本
のジャーナリスト」「現代世界と福祉国家」（編著、御茶の水書房）「政治的なも
のの概念」「政治神学」「独裁」「EU時代の到来」「イギリス革命講義」（訳書、
未来社）「帝国主義と知識人」「ホッブズ『哲学者と法学徒との対話』」（岩波
書店）「田中浩集 全10巻」（未来社）

鹿瀬 颯枝 カノセ サツエ   非常勤講師

❶原書講読A（仏語）
❷聖学院大学名誉教授
❸Docteur ès Lettres （文学博士）
❹「Alfred de Musset -Un dramaturge ｆrançais shakespear ian」
（ANRT）、「Lettres des quatre saisons」（HAKUSUISHA）、

　「Poétique de Musset」（PURH）etc.

左近 豊 サコン トム   非常勤講師

❶原書講読A （ヘブライ語）／原書講読B （ヘブライ語）
❷（聖学院大学人間福祉学部准教授）
❸Ph.D.
❹Imagination, Ideology and Inspiration: Echoes of Brueggemann in 

a New Generation（共著、Sheffield Phoenix）、『現代聖書注解・哀歌』
（訳書、日本基督教団出版局）、『現代聖書注解・詩編』（訳書、日本基督教
団出版局）、『旧約聖書神学用語辞典』（監訳 日本基督教団出版局）

森田 美千代 モリタ ミチヨ   客員教授

❶アメリカ文化学研究C／研究方法特論Ⅰ・Ⅱ／アメリカ文化学C演習Ⅰ・Ⅱ／アメ
リカ文化学特殊研究／アメリカ・ヨーロッパ文化学総論

❷（聖学院大学総合研究所教授）
❸Ph.D.
❹Horace Bushnel l  on Women in Nineteenth-Century America
（University Press of America）、「『キリスト教養育』と日本のキリスト教」
（教文館）、「ブッシュネル『キリスト教養育』の成立過程研究」（日本キリスト教
団出版局）、「人間の生と教育」（創言社）、「キリスト教養育」（訳書、教文館）、

「理想の大学」（訳書、創言社）

旧約聖書研究の第一人者、
関根清三先生が就任いたしました！

1950年生まれ、東京大学大学院人文社会系研究科倫
理学専攻博士課程修了、東京大学より博士（文学）、ミュ
ンヘン大学よりDr.Theol.
東京大学大学院人文社会系研究科教授を経て、2016
年4月より聖学院大学大学院特任教授。専門分野は旧
約聖書学、倫理学。

〔 著 書 〕D i e  T r i t o j e s a j a n i s c h e  S a m m l u n g 
redaktionsgeschichtlich untersucht, 『旧約におけ
る超越と象徴』、『旧約聖書の思想』、『倫理の探索』、

『旧約聖書と哲学』、『ギリシア・ヘブライの倫理思想』、
Philosophical Interpretations of the Old Testament、

『イザヤ書』（訳）、『エレミヤ書』（訳）

関根 清三

［担当科目］
キリスト教文化学研究A
キリスト教文化学A演習Ⅰ・Ⅱ
文献講読D
原書講読B（ドイツ語）
アメリカ・ヨーロッパ文化学総論

アメリカ・ヨーロッパ文化学研究科
特任教授

新任教員のご紹介


