
 

 

「東京ミッション研究所のこれから」 

金本 悟 東京ミッション研究所所長、練馬神の教会牧師 

 ＴＭＲＩのこ

れからを示唆

するにあたり、

その歴史を振

り返 りたい 。

1989 年 12 月に東京ミッション研究所は設立さ

れた。ロバート・リー所長の下に私は総主事と

して勤めさせていただいた。2003 年 9 月にリー

所長から所長職を引き継ぎ微力ながら 10年以

上も所長職を勤めさせていただいている。2015

年 1 月よりは、現総主事の西岡義行先生に所

長職が引き継がれることが、今年の 3月理事会

にて承認された。今までのご厚意を感謝すると

共に新しいリーダーに対しても続けて祈りの支

援をお願いしたい。 

さて、「これから」については、2002 年 54 号

に、泉田昭理事が『ポスト・ボッシュ』との巻頭

言において、ポスト・モダンの時代に突入した

今「どのように終末論的な宣教の在り方を研究

し、具体的に提示しなければならない」と東京ミ

ッション研究所の取り組むべき課題について述

べておられる。 

先日、私は韓国の教会を訪問させていただ

いた。そこで直面したことは、セウォル号沈没

事故を通して語られる神の声を聴こうとする韓

国の教会や韓国の社会の姿であった。多くの

高校生が事故死する中で、大人の言うことを聞

いた人々が死に、大人の言うことを無視した人

達の方が助かったという現実の中で、社会が

拠り所としている規範や秩序について、神から

見直しを迫られていると受け止めていた。いわ

ば、韓国社会に存在するパラダイムチェンジを

突きつけられていたのである。 

改めて、ポスト・モダンの宣教の在り方を、日

本における東日本大震災（3.11）や韓国におけ

るセウォル号事件などを通して問い直してみた。

救済論や共同体論を宣教的な思惟を持って

再構築する取り組みがすでに始まり、少しずつ

広がりを見せている。そのような思惟が、さらに

希望を持って生きることを励ます終末論的な思

惟と共に深められていくときには、イエス・キリス

トが始められた「神の国」がポスト・モダンの時

代においても鮮やかに示されていくであろうこと

を強く感じ取っている。 

私は『宣教学ジャーナル』第 8 号(2014 年 6

月刊行)に「日本におけるポスト・モダン時代の

幼児教育・家庭教育－神の教会保育園にお

ける事例研究を通して」を書かせていただいた。

福音派の諸教会においても、それ以外の諸教

会においても、私たちキリスト者がそれぞれに

遣わされている場所において、イエスが与えて

くださった生命を共に生き、今の悪の支配が満

ちている世の中にあっても、「地の塩、世の光」

としてイエス・キリストにある希望を訴え続け、永

遠の生命を共に生きる努力は続けられている。

それらの証しの積み重ねと広がりとが、新しい

時代に合った新しいパラダイムを生み出してい

く土壌を豊かにしていくことであろう。 
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■ 特別ゲスト マーク・ウィリアムズ 

 

オックスフォード大学卒、カリフォルニ

ア大学バークレー校で日本文学

(Ph.D.)を学ぶ。リーズ大学(英)で日本

学を教え、現在はグローバル人材育

成推進事業で注目される秋田国際教

養大学の副学長。JET プログラム（文

科省等の協力で語学指導の外国青

年の招致事業）にも関わっている。 
 

 

私は現在、秋田国際教養大学（ＡＩＵ）の副

学長として、大学をグローバルな人材養成を目

的とした機関にするべく努力をしている。今回

このような集会において、もう一度、自分自身ク

リスチャンとしての立場において大学の今後の

長期１０年ヴィジョンを考え、考察する機会を与

えていただいたことに感謝をしている。 

私は２年前にイギリスから日本に来たのだが、

ここに居られる先生方も私と同じように、この世

俗的な社会でクリスチャンとして何ができるか、

自分のミッションは何かと毎日考えておられる

のではないだろうか。しかし、そのようなことで

悩むのは、日本だけに限られたものではない。

イギリスはアメリカと同じようなクリスチャン・カン

トリーではあるが、全員が信者というわけではな

いし、毎週日曜日の礼拝を守っているのは

10％にも満たないのが現状である。現在、町の

どこにでも「ハッピー・クリスマス」という言葉を掲

げることはできなくなっている。自分が子供の

頃は、それは町のどこにでも掛かっていた。ま

た現在は学校で「キリストの生誕劇」をすること

も禁じられている。キリスト教だけを特別扱いす

ることは法律違反となる。 

英国の皇太子も自分は英国国教会の長で

はなく、英国の全ての宗教の下にある人々の

ための長でありたいと言っているのが現状であ

る。自らを宗教多元主義社会の象徴として位

置づけようとしているように見受けられる。 

私は１９８０年代に遠藤周作と彼の作品を中

心に博士論文を書き、それを通して初めて日

本と宗教、キリスト教について考えるようになっ

た。氏の作品には氏自身がクリスチャンとして

どう生きるべきか、どう伝道すべきか悩みながら

進んでいったことが書かれている。 

戦争中は特に大変だったようである。更に戦

後フランスに３年ほど「留学」して、西洋という文

化にぶつかり、それが壁になり病を得て帰国せ

ざるを得なかったのであろう。結局、自分は西

洋の文化に合わなかったという結論に達したよ

うである。 

同じ頃、氏は次のようなことを書いている、

「キリスト教徒であり、日本人であり、作家である

自分という三つの条件が対立の関係にある。そ

の関係はいまだ自分のうちに調和、統一され

ず、多くの場合矛盾するのである」。これはある

意味ではアイデンティティ・クライシスというか、

自分は何人であるかという根本的な問題で、自

己を根本から問うことになる。単なるカルチャー

ショックではなく、メタフィジック（形而上）の発

言にまでなるわけである。これだけでは分から

ないかもしれないが、論文を読むとまさにアイ

デンティティ・クライシス、メタフィジカルな問題

 
2014 年 2 月 24 日 冬季フォーラムより （御茶の水クリスチャンセンターにて） 

 シンポジウム 今の時代に『次世代育成』を問う  

（中川美弥子主事による書き起し・要約） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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となっている。これは人間誰でもが持つ問題で

はないだろうか。人間誰でも一つだけのアイデ

ンティティを持つわけではないからである。皆そ

の場その場で幾つものアイデンティを持ってい 

る。私の場合、教授であり、クリスチャンであり、

イギリス人であるというアイデンティティである。

つまり人間はその全てのアイデンティティが複

合されて一人の人間となるわけである。特に教

育者として、それは意識しないといけないと思

う。 

もう一つ重要なのは文脈（コンテキスト）であ

る。自分が今、たまたま置かれている場（私の

場合は秋田国際教養大学）である。今、教授と

して学生に向き合う時、その学生は人生のどの

段階にいるかを深く考える必要がある。このこと

に関しても私は遠藤周作氏から多くのことを学

んだ。皆様ご存知かと思うが、遠藤氏の初期の

小説、論文の中にその問題が出てくる。特に

『沈黙』という小説の中に出てくるのだが、宣教

師フェレイラの次の言葉が有名である。「どんな

苗も日本という泥沼に植えられれば根が腐り始

める」。そう書いたことで遠藤氏が批判されたと

ころも沢山ある。しかし、文学作品として考えれ

ば、非常に重要なところでもあると思う。 

さらに重要なのは３０年後に書かれた『深い

川』だが、遠藤氏の哲学としては少し物足りな

いとも思える。しかし、人間が毎日ぶつかって

いる問題と関連のある事柄ではある。誰でも今

自分は泥沼に入っていると思うことがあるかもし

れない。しかし、神の導きと聖徒の交わりにより

そこから抜け出るのである。水から出てはまた

泥沼に入ると遠藤氏がここで指摘しているよう

に思う。この「深い川」は教役者のために大い

に参考になるものである。『沈黙』では東洋と西

洋の間に厚い壁があったが、『深い川』になると

共通点グローバル社会というイメージが非常に

はっきりと出てくる。『深い川』の主人公は大津

という日本人で、彼はヨーロッパで神父になる

が、ヨーロッパの文化にはなかなか馴染めず結

局インドで末期患者の世話をするようになる。

初めは遠藤氏のように矛盾を感じるのだが、最

終的には神の導きを信じて病人のために一生

懸命その世話をするところで小説は終る。そし

て大津に限らず一人一人がガンジス川で神の

導きをはっきりと感じるということが書かれてい

る。その中で世界は一つというグローバリゼー

ションが私にははっきりと感じられた。 

続いて私が関わっている秋田国際教養大学

（ＡＩＵ）のことに触れ、それが遠藤周作とどのよ

うな繋がりがあるかを最後にお話し結びとした

いと思う。ＡＩＵ の特徴は何かと言うと、まず授

業は全部英語で行われていることで有名にな

った。１０年前にはそれは難しいだろうと言われ

たが、高校卒業レベルの人なら自信さえあれ

ば大丈夫である。大体半年で英語の授業を終

えて、普通の授業を受けている。学生は簡単

に留学もできるシステムになっているし、また外

国からも学生が来ているので、マルチ・キャン

パスとなっている。一人の学生に必ず一人の

教員が付く。これは外国の大学でよく行われる

ことだが、高校を卒業してすぐに大学に行かず、

半年から１年社会に奉仕する活動に従事する。

つまり、その地域に貢献する活動をする。アメリ

カや南米に行くこともある。個性豊かな学生の

入学を望んでいるので入試は面接もあればい

ろいろなテストもあり、成績が良くて１００点取ら

なければ入れないというものではない。つまり

多様性に富んだ学生を探しているわけである。

国際化はインターナショナル（二つの国の間の

関係）だが、グローバリゼーションは壁を乗り越

えたレベルでのワン・ワールド、多次元の現象

であると思う。これは経済的、文化的、宗教的

等いろいろな次元のことだと思う。そしてまた自

分の国の文化を重要視することが大切である。

それが無いと何のためにグローバリゼーション

を考えるのかということになる。従って日本人と

してのアイデンティティが非常に重要だと思う。 

私たちは学生達が学ぶ場をつくり学ぶのを
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手伝うのである。学生自らが学び、教師はそれ

に助言を与える立場であり、効率よく良いコミュ

ニケーションができるように手助けをする。 学

生は英語でも日本語でも自分の考えを表現す

ることが大切であり、批評的思考をすることが

必要である。自分の考えを頭の中で整理でき

るようになることである。先生がこう言ったからこ

うだというのでは駄目である。そしてクリエイティ

ブであることも非常に重要である。また能動的

なアクティブラーニングが大切である。問題解

決力、自信をもって交渉し解決する能力がある

ということである。それを私たちは国際教養、教

育と呼んでいる。それはリブラース（ラテン語）

すなわち「人を自由にする学問」ということで、

古代ギリシャで市民が政治に参加するために

必要とされた学問のことである。 

国際教養という観点からいうと、まず幅広い

教養を得てから専門分野に入っていくことが望

ましいと思う。深い学問は大学４年からまたは

大学院からでよいと思うが、まずは基礎ができ

てからである。遠藤氏の作品の中心となるもの

は主人公が自分の本当の自我を求めるという

ことであった。主人公「大津」は自分の本当の

自我を探っていた。それを探っていくうちに「ア

イデンティティ・クライシス」にぶつかる様子を描

いている。そして自分の複合した「アイデンティ

ティ・クライシス」に直面するのである。これは言

葉を変えれば「国際教養」に近いものではない

かと私は思う。先ほどの専門的教育よりも幅広

い教育、人間の全てが複合された自分、自我

を広く考えるということがグローバリゼーションの

メイン・ポイントになるのではないかと考える。私

が遠藤氏から学んだのは、そういう形而上次元

でのことが多いと思う。そのためには、学校に

おいて大勢ではなく、一人一人、個人的に人

間対人間として教育することを中心にすべきだ

と考えている。それでこそグローバライズされた

教育ができるのではないだろうか。 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

■パネリスト 廣瀬 薫 
 

東京大学工学部都市工学科卒。建設

会社に 8 年間勤めた後、東京基督神学

校で学び(M.Div.)、日本同盟基督教団

の正教師として牧会をしつつ、教団伝

道局長、常任書記、総主事を経て、現

在は派遣教師として東京キリスト教学園

理事長となる。著書に『日本ではなぜ福

音宣教が実を結ばなかったか』（共著）

などがある。 

 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

私は神学教育と教会の伝道、教会形成、青

年伝道は重要な繋がりをもっていることを改め

て実感している。「次世代宣教」をなぜ考える

のか。このままでは教会の未来が無いから青年

に宣教しなければいけないというのではなく、

今のこの日本の状況の中で青年に福音が必

要だからである。3・11 の大震災以後、私たち

の第一に重要なテーマは「神の国」だと思う。

つまり神の国を地上にもたらすことである。教

会ではどうやったら救われるかということは詳し

く教えてくれるが、救われた後どうやって自分

の人生を神のために生かしていくかということを

教えてこなかった。 

私たちはキリスト教を「神、罪、救い」という言

い方で表現しているが、これには「救われた

後」が無いのである。キリスト教の４つのポイント

は「神、罪、救い、神の国」であるから、これから

青年のために、そのことを実践をしていきたい

と思っている。私たちはどうやって青年を生か

すことができるかということであるが、この「生か

す」ということが大事なのである。彼らを利用す

るのではなく、彼らを生かすために仕え、奉仕

していきたいと思う。 
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私たちは、聖書が伝えるキリスト教世界観に

立って神の国を創る人材を養成することを神

学校の目的にしている。今学校では、神の国

のために牧師と信徒を育てようと様々な努力を

している。 

昨今の日本を見ると、国家主義が顕著にな

り、かつてのように国家と神の国とがぶつかり合

う危険性をはらんでいる。そのような時、私たち

が聖書の「神の国」を掲げ続けるのはとても大

事なことである。さもないと次の時代の若者の

ために皆が生かされる時代が来ないのではな

いかと思う。神の国とは、人も物もお創りになっ

た神の御心どおりに全て生かされているところ

である。そこには喜びが溢れている筈である。

クリスチャンとして生きるとは、皆が喜ぶ社会を

創るということである。私が生かされると共に、

あなたも生かされる、日本と共に韓国も中国も

北朝鮮もシリアも共に生かされるという、そうい

う発想を持った人材を創っていきたいと思って

いる。 

ＴＣＵ（東京基督教大学）はキリスト教の世界

観に立って神の国を創る人材を養成していき

たいと願っている。神学校も経済的また人材的

な問題があり、今年も学生募集に苦慮している

が、教会も同じ苦しみの中にいると思うので、

同じ苦しみを共にしながら、皆が生かされる社

会を創っていきたいと思っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

■パネリスト 中西 雅裕 
 

東京大学大学院工学系研究科修了 (工

学修士）、日本原子力研究所で核融合

研究に従事。その後、東京聖書学院、

Trinity Evangelical Divinity Schoolで学

ぶ（Th.M)。日本ホーリネス教団ひばりが

丘教会、びわこ教会を開拓。現在、横浜

教会牧師、教団委員長、東京聖書学院

理事長、教団次世代育成プロジェクト責

任者。 
 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

私は日本ホーリネス教団のサイドから、いろ

いろ学んでいることを話させていただきたい。

私たちの人生には、誕生、幼児期、少年少女

期、青年期、壮年期……、そして死という流れ

がある。この視点から私たちは「次世代育成」と

いうことを考えてきた。「次世代育成」に関して

はシニアの方々から自分たちを放っておくのか

と言われることがあるが、そうではなくて、シニア

の方にも一緒にやっていただきたいと思ってい

る。私たちの教団においても、矢張り若者が少

ない。子どもたちやジュニア、青少年が減少し

続ける危機的状況の中で、ワーキング・グルー

プが作られた。教職者たちが集まり、「次世代

育成」に関して何度も集まり、意見交換をして

きた。教会を場としての「次世代育成」であるが、

教団がそれをどのようにサポートできるかという

ことも重要であろう。 

そこから生まれてきた最初のものが、「次世

代育成」の４つの鍵である。まず次世代に伝道

することで、中高生を青年に、青年を壮年に育

てていく。第二に青年の結婚のサポート。第三

に子供を育てる親、子供を支える大人への教

会のサポート。第四、祈り、労すこと。 
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社会の中で経験豊かなシニアには後に続く

世代を育てるという大切な使命がある。この働

きは、育てられた者が後に続く者を育てるという

循環であり、また共に育っていくともいえるもの

である。では具体的にどうするのか。まず中高

生、青年の背後にある「親への働きかけ」が重

要になってくる。親と子を共に視野に入れた親

子ミニストリーが大切である。 

独身青年のサポートは主に結婚ということで

あるが、将来青年になる中高生のことも視野に

入れつつ出会いの場を作ったりして、コミュニ

ケーションがうまく取れるように促していく。一方

独身を選ぶ人もいるから、そのための対応も必

要である。離婚や死別でシングルになった人

への配慮も必要である。 

クリスチャンホームへのサポートでは、聖書

からコミュニケーションや夫婦間のあり方などを

学んでいき、どのように信仰を継承していくかを

考える必要がある。最後に信仰、人生経験の

あるシニアの方々に、次世代の人たちに主に

ある生き様を見せていただきたいと思う。 

このように考えると「次世代育成」というのは、

単に年齢のことだけではないと気付く。信仰年

齢というか、先に信仰を持った者が後に信仰を

持った者を育てていく。あるいは信仰を持った

者が同世代の友達に語る。これも「次世代」を

育成することであろう。このように見ていくと次

世代とは一部の人だけではなくて教会全体で

次世代育成を受け入れ育て、教会を建て上げ

ていくことが必要だと感じる。教会に来たらどの

ような人でも次世代育成に関わることができる。

以上のことを知るところから私たちの働きが始

まっていくのではないだろうか。誰でもまたどの

ような形の教会であっても、現状に合わせて何

かできるのだと思う。 

 

 

 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

■ パネリスト 東條 隆進 
 

神戸ルーテル神学校卒。Asia Gradu- 

ate School of Theology (D. Min.)。日

本キリスト兄弟団代表役員。弥生台教

会牧師。早稲田大学名誉教授。経済学

博士。東京ミッション研究所副理事長。

著書に『日本宣教における地方の問

題』（AGST/J）、『現代経済社会の政策

思想』（文真堂）、『良い社会とは何か』

（成文堂）など多数。 

 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

次世代育成の鍵はまず、教会学校の教師を

育成することだと思う。教会が成長するかどうか

は、このことに成功するかどうかにかかっている

と推測する。当然教会学校は各個教会から始

まっていくが、各個教会で教会学校の教師を

育てていくのは非常に難しいと感じる。現在の

カトリック教皇の出身地アルゼンチンやチリに

おいては、家庭が崩壊し町が崩壊している中

から孤児がいっぱい出てくるが、そういう孤児た

ちを教会が世話をして、この孤児たちが将来、

司祭になっていくという好循環がなされている。

しかし、これは、必ずしも日本のモデルとはなら

ない。 

１８６８年以降、日本では国家として国民教

育を義務教育から始まって世界最高水準に引

き上げることに成功してきているから、教会は

学校教育がやり残した余地でしか活躍できな

いというのが現状である。従って日本の教育が

成功したが故に教会はますます貧困になって

いくという状況の中に置かれているわけである。

それを各個教会レベルでしていくことは不可能

であり、牧師ひとりが孤軍奮闘していかなけれ
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ばならないのである。 

こうした教会の現状においては、今後教団

が各個教会の中に入ってその教師を育ててい

くこと、これが神学校の役目である。しかし、今

の神学校はこの部分を持っていないのではな

いか。神学校はフルタイムの牧師を養成するこ

とを目指す機関となっている。そのために教会

学校の教師を養成するプログラムがほとんど無

い。しかし日本の科学技術が最高水準となっ

ている現在、低学年は別としても高学年になる

と子供は進化論その他の影響で教会から去っ

てしまうのが現状である。そこをきちっと教会学

校の教師が説明しなければならなかったので

ある。さらには、真にアカウンタビリティのある教

師を育てなければならない。それが日本のキリ

スト教大学の任務だと思っている。その任務を

明確にミッションとして遂行しているキリスト教

大学は私の知る限りではない。これが今後の

日本の教会及びキリスト教大学の任務でなな

いだろうか。 

そのためには国家に絡め取られた学校がど

のような教育理念で進んできたかを矢張り知ら

ねばならない。１８８６年以降の近代化、富国強

兵、明治憲法、教育勅語の中で形成されてき

た学校がどのように今も続いているのであろう

か。そして、その教育の在り方に対して、様々

な角度から批判あるいは評価しなければいけ

ないだろう。 

１９４５年以降、世界に冠たる憲法第９条や

主権在民を謳っている日本国憲法をもって学

校教育がなされている。その学校教育が何を

目指し、どういう形で今日まで日本の高度成長

をサポートしてきたかということを、その長所と

短所、栄光と悲惨の両方をきちっと見極めない

と駄目だと思う。それを教会学校で伝えること

は非常に難しい問題であるけれどもしなければ

ならない。 

私はそういうことを探究する学会が必要だと

考えている。今日カトリックもプロテスタントも、

聖書を基礎にするという点は一致しているわけ

である。このことについては、かえって良い時代

であると考えてよい。これを一番ラディカルに遂

行したのがマザー・テレサであった。私はプロ

テスタントの立場にいるが、完全にカトリックに

遅れをとったなあと思っている。１６世紀の宗教

改革以降の歩みの中でカトリックが限りなく、プ

ロテスタンのようになっていき、プロテスタントが

限りなくカトリックのようになっていって両派が交

差していると考えている。そういう中で世界にお

いて日本に宣教学会が結成されたことは非常

に重要な意味を持っていると思う。今宣教学会

はカトリック、プロテスタントの各派が共に並ん

で進んでいる。重要な点は、共に聖書を読み、

その中でボッシュの言う宣教のパラダイム転換

が 2000 年の間にどのようになされたのかという

こと、そして今日本において教会は歴史の流

れのどこにいるのか、日本の教会の使命は一

体何なのかということをきちっと確定する学会が

必要だと思っている。それは単一教会でも教

派でもできないと思う。私は日本のような特殊

な歩みをした国では教派主義ではこの教会学

校の問題を解決することはできないと思う。 

それらのことを神学的、歴史的に考えていく

際、学会による研鑽は重要である。プロテタント

では、ルター神学、あるいはカルヴァン神学、ウ

ェスレー神学の共通項の中からそれを教科書

にして教会学校のテキストを作って日本の全

教会の教会学校の教師たちを育てていく必要

がある。そのためにはやはり、専門の機関が必

要である。遠藤周作氏の「沈黙」を突破し、泥

沼から這い上がるのには、それしかないと考え

ている。 

 

 



 Tokyo Mission Research Institute Newsletter Vol 78, 2014    

 

8 

献 金 者 名 

◇◇◇◇◇◇◇ 東京ミッション研究所からの書籍案内 ◇◇◇◇◇◇◇ 
 

1 『天皇制の検証―日本宣教における不可避な課題』 ロバート・リー編 新教出版社 1700→1400 円 

2 『これからの日本の宣教―発想の大転換』 TMRI 編 いのちのことば社 2200→1500円 

3 『宣教のパラダイム転換上・聖書の時代から宗教改革まで』 Ｄ．ボッシュ著 7035→6000 円 

4 『宣教のパラダイム転換下・啓蒙主義から２１世紀に向けて』 Ｄ．ボッシュ著 7875→7000 円 
TMRI 訳 新教出版社 （上 7035 円、下 7875 円 上下一括割引 14910→12500 円 

5 『日本と西洋キリスト教―文明の衝突を超えて』 ロバート・リー著 ＴＭＲＩ訳 2940→2400 円 

6 『＜聖＞をめざす旅』 アラン・クライダー著 棚瀬多喜雄訳 東京ミッション研究所 3150→2500 円 

7 『社会を動かす礼拝共同体』 Ｊ．Ｈ．ヨーダー著 矢口以文・矢口洋生・西岡訳 TMRI 2940→2300 円 

8 『愛する者が襲われたら』 Ｊ．Ｈ．ヨーダー著 棚瀬多喜雄訳 ＴＭＲＩ 2100→1500 円  

9 『赦し―新しい人間関係を生み出す』D.アウグスバーガー著 棚瀬多喜雄訳 いのちのことば社 1700 円 

10 『イエスの平和を生きる―激動の時代に読む山上の説教』 グレン・スタッセン、デービッド・Ｐ・ 
ガッシー著 棚瀬多喜雄訳 いのちのことば社 2100→1700 円 

11 『平和の契約―福音の聖書神学的理解』 ウィラード・スワートリー著 東京ミッション研究所訳  
いのちのことば社 特別価格  7140→5000 円 （まとめて買うとさらに割引が可能です。） 

12 『敵対から共生へ―平和づくりの実践ガイド』ジョン・ポール・レデラック著（水野節子・宮崎誉共訳、
解説・片野淳彦、西岡義行）東京ミッション研究所／ヨベル社 1050 円 → 800 円 

13 『ジョン・H・ヨーダーの神学―平和をつくり出す小羊の戦い』 ヨーダー研究会 (中島真実、矢口洋
生、藤原淳賀、マーク・ネイション）東京ミッション研究所／新教出版社 1950 円→1700 円 

14 『神の宣教―聖書の壮大な物語を読み解く』クリストファー・J・H・ライト著 TMRI 訳 いのちのことば社 

15 『イエスの足跡に従う―アナバプテストの伝統』 A.スナイダー著 中川美弥子訳     ↑2940 円 
矢口以文共訳／東條隆進監修、東京ミッション研究所 2000 円 

※ 『ケープタウン決意表明』 日本ローザンヌ委員会訳、いのちのことば社 945 円    
本書は、日本ローザンヌ委員会からの出版ですが、TMRI でも取り扱っています。 

 

 

 

 
 

◇冬季フォーラムの報告 

・ 去る 2 月２4 日（月）に「今の時代に『次世代育

成』を問う」と題する冬季フォーラムがお茶の水ク

リスチャンセンタ-で開催されました。30 名近くの

方々が集まり、活発なやり取りがなされました。今

回のニュースレターで内容がまとめられています。

クリスチャン新聞などにも掲載されました。 

◇夏季学校 
・ 6 月 23 日（月）から 25日（水）の三日間は、夏季

学校です。今年は関西聖書神学校教授の鎌野

直人氏（旧約聖書学）が、「旧約知恵文学―神

のかたちに造られた人の普段の生活を考える」と

題して、箴言、ヨブ記、伝道の書を学びます。ご

期待下さい。（別紙のチラシをご覧下さい） 
・ 宿泊には限りがありますので、夏季学校の申し込
みは、お早めにお願いします。 

◇新しい人事 

・ 3 月の理事会において、新たに水間照弥氏（ＪＨ

Ｃ新井教会牧師、東京聖書学院教授）が理事長

に就任することとなりました。また、スタッフに宮崎

誉氏が入りました。石戸充氏は、米国留学の準

備に入りました。 

・ ＴＭＲＩは原則的に毎火曜日にスタッフが常駐し

ています。 
 

 

 
 

＊ 団体および個人献金者名 (理事分担金含む）  

         2013.11.6~2014.4.30 

◇ 団体：練馬神の教会、大阪栄光教会、標茶
キリスト教会、下山口教会、ＴＡＦＭＣ 

◇ 個人：小林重昭、立石充子、東方敬信、飯
島延浩、島田恒、小平牧生、黒川知文、
田中綏子、小関謙治、東條隆進、水間

照弥、金本悟、西岡義行、中川美弥子 

＊  献げて下さった方々および団体に心から
感謝いたします。 


