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第 1部 東京ミッション研究所の発足 
 

 １９８９年１２月、東京ミッション研究所（Tokyo Mission Research Institute）は、

ロバート・リー氏（メノナイトの宣教師）、小林和夫氏（東京聖書学院名誉院長）によ

って東京聖書学院において立ち上げられ、AGST（Asia Graduate School of 

Theology）、東京聖書学院、日本メノナイト兄弟センター、東洋宣教会（ＯＭＳＩ）

の支援と協力によって運営され、リー所長、斎藤孝志副所長、金本悟総主事を中

心に研究、研修、出版などの事業が始められました。以下、所報第 1 号の記事か

ら、発足のあいさつ、新聞記事などで当時のことを回顧します。 
 

---------------------------------------------------- 
 
              ＴＭＲＩニュース ／ 所報 No.1より 
 
 
 
        挨     拶 1990年 10月 
                     TMRI所長 ロバート・リー 
 
 
ＴＭＲＩ（東京ミッション研究所）の名称を決定するにあたり、それぞれの語句を吟味して選ばせ

ていただいた。このＴＭＲＩニュース第一号に於いては、Ｒｅｓｅａｒｃｈ（研究）の意味を説明させてい

ただきたい。第二号以下に於いて順次、Ｔｏｋｙｏ（東京）、Ｍｉｓｓｉｏｎ（ミッション）、Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ（研究

所）の語句を説明させていただきたい。 

研究（Ｒｅｓｅａｒｃｈ）と言う言葉を聞いてどんなイメージを私たちはいだくだろうか。象牙の塔とい

うべきか図書館や実験室にとじこもっての孤独な研究だろうか。あるいは、際限もないデーターを

集め整理する単調な仕事なのであろうか。もちろん、研究という以上両者ともそれなりに必要であ

るが、もしそれだけにとどまっているならば本当のリサーチとは言えないというのが私の持論であ

る。 

というのは、リサーチとは基本的に社会的な活動であると信じるからである。現在では、どんなに

偉大な研究者であっても、一人だけではすべての仕事をすることができない。たとえば、現代の

図書館の膨大な書物を一人ですべて読むことはもうすでにできない相談となっているし、まして、

全世界の膨大なデーターすべてを一人で集めることなどできはしない。今はすでに、学者同士

であってさえもお互いに支え合いながら意見を交換し情報を分かち合う時代となっている。実際

に、この様な交換や分かち合いが良い研究を行うのには必要な条件となってきているのである。 

私たちの場合は、リサーチの対象は日本に於けるキリスト教会の宣教になるのであるが、これも

また、ただ図書館で学ぶだけであったり、データーを集めるだけであったならばリサーチとしては

不十分と言うことにならないだろうか。つまり、教会の宣教活動をリサーチすると言う場合、教会活

動としての宣教や伝道に直接的かつ積極的にかかわりをもつことなくしてはリサーチとしては不

十分であると信じている。万が一、生命のある教会活動にかかわることの無い学者によってリサー

チがなされたとするならば、その時は、研究の対象としていちばん大切な第一資料、この場合に

は、牧師、教会の指導者、伝道者、そして忠実な信徒の活動に触れることなくリサーチをしている

と言うことにならないだろうか。従って、学者と教会のリーダー達の間の積極的な交流と言うものが

よいリサーチにとっては欠かせないものなのである。 

私たちの研究所は上記の目標に向かって第一歩を踏み出した。この教会の僕としての働きが

日本の教会にとって必ず意味があると信じてはいる。しかし、これは、皆様の祈りと支援があって

はじめて可能である。どうか、祈りの中にあって支援していただければ幸いである。主のために、

ともに働かせていただきたい。 
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･･････････････････････････････････････････････････････････････  東東京京ミミッッシショョンン研研究究所所  規規規則則則   
 ＆ 主主要要なな活活動動 

第二条 目的、事業、及び目標 

A. 本研究所の目的は次の通りである。 

(1) 日本におけるキリスト教会の宣教上の諸

問題に対する歴史的、社会的、宗教的、

神学的、聖書的、及び実践的な学問的

研究を進める。 

(2) 上記の諸研究を、宣教学の国際的な諸

研究、及び他分野の学問的研究と関係

付ける。 

(3) 宣教の研究、及び実践に係わっている

者たちの相互援助、及び情報交換を促

進する。 

(4) キリスト教の宣教に関する研究、及び出

版を助成する。 

B. 本研究所の事業は次の通リである。 

(1) アジア神学大学院[AGST]牧会学博士

課程の大学院生の研究及び研修プログ

ラムを援助する。 

(2) 東京聖書学院[TBS]の人材養成プログ

ラム、及び牧師の継続教育プログラムを

支援する。 

(3) 東洋宣教会[QMS International]及び、

その他の日本にある宣教団体への協カ。 

(4) 日本メノナイト兄弟センター  （Japan 

Anabaptist  [Mennonite] Center]及

び日本におけるメノナイト系、兄弟団系

諸教会への協カ。 

(5) 宣教学発展のために必要な研究と対話

のための国際的な討論の場を提供する。 

(6) 日、英両語の定期刊行物を発行する。 

       ※本研究所規則の第二条より抜粋 

 

 

TTMMRRII のの三三つつのの活活動動  

 

①教育活動： 新しい指導者を生み出し、次
世代の教会に貢献する。 

 
私たちは、世界的に著名な宣教学者を招き共

同して宣教の諸問題に取り組みます。アジア神

学大学院牧会学博士課程の授業、東京聖書学

院と共催の牧師研修コース、当研究所独白の宣

教師並びに教役者向けセミナーなども一般公開

します。これらの場は、教会形成の現場から遊離

せずに、しかも、イエス・キリストの高みにまで成

長したいと望む教会のリーダーたちをチャレンジ

し、ヴィジョンを与えます。次世代を担う新しいリ

ーダーには、良き訓練の場です。 
 
②研究活動： 教会の宣教活動の新たな前線を
生み出し、新たなヴィジョンを与る。 
 
私たちは、アジア神学大学院の校合学博士

課程と提携しています。牧会の現場から生じる

宣教の問題について、み言葉にしっかりと立ち、

しかも実証的な歴史理解、政治・経済を含む社

会理解、合理的な文化理解、近代をふまえた人

間理解を基礎とする研究によって解答を模索し

ます。このような研讃こそ、課程で学ぶ先生方の

校合（宣教の最前線）に深みを与え、新たなグィ

ジョンを生み出します。 
 

③出版活動： 日本における教会の宣教活動の
最前線を広く世界の教会に伝え、国際的な
宣教学の発展に貢献する。 
 

 私たちは、セミナーでの発表、牧会学博士課

程博士論文、また当研究所研究会員による研

究論文を和文及び欧文で発表します。世界中

の宣教学者も、目本の教会の具体的な諸問題

について祈り宣数学的な解決を模索します。私

たちが提供する問いは、彼らにとってはチャレン

ジです。このチャレンジは、彼らの新しいヴィジョ

ンとなり、やがて日本の教会にも還元されるでし

ょう。ここに、世界的なレベルにおける 「共に担

う」教会形成の現場があるのです。私をはじめ、

東京ミッション研究所の所員一同は、「実践」と

「研究」こそ教会の宣教活動の両輪と信じていま

す。「実践」のみではいつのまにか人の働きの

みに堕し、働きが義に通じると思いかねません。

「研究」のみでは、いつの間にか人の知恵のみ

となり、一人よがりな信仰義認を生み出しかねま

せん。（Ⅰコリント１:22-23。しかし、クリスチャン

の実践と研究は、イエス・キリストを信じる信仰の

うえになされるのです（Ⅰコリント 3:11）。当研究

所においては、実践と研究が共々に担い働い

て、「神の知恵」と「神の力」を生み出して行くこ

とを信じ、実践し、教会の宣教活動の活性化の

ために仕えたく願います。 
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第２部 ＴＭＲＩ研修行事一覧（過去２０年） 

 

東京ミッション研究所では、過去２０年間、フォーラムや夏季学校な

ど、様々活動をしてまいりました。奉仕された方々に心から感謝いた

します。 

 

 
  日 付 タイトル／テーマ 講 師 （カッコ内レスポンダント カテゴリー 

1989/09/12 宣教のパラダイムについて学ぶ等 ウィルバート・シェンク フォーラム 

1989/ 第１回日本宣教研修ツアー（伊勢） 千代崎秀雄 宣教ツアー 

1990/01/09 教会の宣教のあり方 ヨハネス・アーガード フォーラム 

1990/1/22-25 天皇制の検証 藤巻 充 千代崎秀雄 牧師研修会 

1990/6/28-29 説教の必要性と教会形成 山口 昇 辻 宣道 牧師研修会 

1990/10/30 日本の教会の４つの型について 鍋谷堯爾 フォーラム 

1990/11/27 癒しの行為 ケネス・デール フォーラム 

1991/01/29 日本文化と天皇制 久保田 周  フォーラム 

1991/02/26 社会と教会との関係 ロバート・ラムザイアー フォーラム 

1991/03/12 聖書的説教 ポール・オバランド フォーラム 

1991/04/23 北森神学と日本宣教 北森嘉蔵 フォーラム 

1991/05/27 今日における教会論と宣教 丸山忠孝 フォーラム 

1991/09/17 本居宣長と日本における宣教 小畑 進 フォーラム 

1991/10/11 
「しもべとなった王―弟子たちから見た
キリスト論」著書 

ノーマン・クラウス フォーラム 

1991/12/03 
福音主義神学と宗教的多元主義の 

チャレンジ 
ハロルド・ネットランド フォーラム 

1992/02/18 ウェスレー神学について 清水光雄 （藤本 満） フォーラム 

1992/03/31 み言葉の説きあかしと説教の位置づけ 加藤常昭 （泉田 昭） フォーラム 

1992/04/28 ウェスレー神学における聖霊論の位置 小林和夫 フォーラム 

1992/05/22 ４次元的医療 阿久津政人 （小林永子） フォーラム 

1992/06/30 
ウェスレーの伝道 

―説教と組合を中心として 
深町正信 （小林和夫） フォーラム 

1992/09/22 訴訟と和解の日米比較 マーク・ザムライアー フォーラム 

1993/03/01 キングＪｒ.牧師の今日的意義 ヴィンセント・ハーディング フォーラム 

1993/04/27 世界宣教 エヴェレット・ハント フォーラム 

1993/06/22-25 ウェスレー派の宣教の神学 エヴェレット・ハント 夏季学校 

1993/06/22-25 初代教会と宣教 アラン・クライダー 夏季学校 

1993/06/28-7/2 初代教会の礼拝と宣教 アラン＆エレノア・クライダー 夏季学校 

1993/07/05-09 日本人論と日本たたきの間 ロバート・リー 夏季学校 

1993/09/28 日本の近代化と福音 東條隆進 フォーラム 

1994/01/25 ２１世紀の教会と宣教 泉田 昭、山口 昇、藤本栄造 フォーラム 

1994/03/14 ２１世紀の教会のあり方 舟喜 信 （片岡伸光） フォーラム 

1994/6/21-24 贖罪と非暴力的愛の道 マーリン・ミラー 夏季学校 

1994/09/13 
「これからの日本の宣教 

―発想の大転換」 出版記念 
松木祐三 フォーラム 
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1994/11/15 キリストの平和と文化の諸領域 東方敬信 （千代崎秀雄） フォーラム 

1995/4/3-5 
第２回日本宣教ツアー（出雲大社とバッ
クストンの足跡） 

千代崎秀雄 宣教ツアー 

1995/05/16 
牧会現場の周辺から信仰的な知を求め
る 

栗林輝夫 （東條隆進） フォーラム 

1995/6/27-30 和解の宣教 マイロン・アウグスバーガー 夏季学校 

1995/07/10 平和を実現するもの エスター・アウスバーガー 講演会 

1995/09/26 女性の視点で聖書を読む 絹川久子 （斉藤、沼、芦田） フォーラム 

1995/10/16-18 第３回日本宣教ツアー（出雲再訪） 千代崎秀雄 宣教ツアー 

1995/10/31 争いからの転換 デール・シューム （稲嶺純平） フォーラム 

1996/02/20 細かきを畏れ 清水 氾 フォーラム 

1996/4/01-03 第４回日本宣教研修ツアー（比叡山） 千代崎秀雄 宣教ツアー 

1996/6/25-28 現代における宣教の神学 ウィルバート・シェンク 夏季学校 

1996/07/9-10 キリスト教宣教と近代文化 ウィルバート・シェンク フォーラム 

1997/3/31-4/2 
第５回日本宣教ツアー（善光寺と上田市
の国分寺） 

千代崎秀雄 宣教ツアー 

1997/6/24-27 平和を創りだす営み ロナルド・クレイビル 夏季学校 

1997/10/28 
日本の教会がしなかったこと、これから
するべきこと 

李 仁夏 （内藤 R.リー） フォーラム 

1998/4/6-8 第６回日本宣教ツアー（高野山） 千代崎秀雄 宣教ツアー 

1998/6/23-26 平和の福音 ノーマン・クラウス 夏季学校 

1998/09/14-17 
２１世紀に向けて-ポスト・モダン 

における宣教 
ウィルバート・シェンク 宣教セミナー 

1998/10/06 隣人・韓国との和解を目指して 吉田晃三 特別講演会 

1999/4/5-7 
第７回日本宣教ツアー 

（明治維新と水戸） 
千代崎秀雄 宣教ツアー 

1999/6/22-25 戦争と平和 べン・オーレンバーガー 夏季学校 

1999/11/9 日本宣教における説教の役割 加藤常昭 十周年記念 

1999/11/30 
現代日本の家族の崩壊の危機 

―預言者ホセアの使信 
石原 潔 フォーラム 

2000/02/29 
ハワーワスの神学―「ポリスの神学」美
徳の誕生 

東方敬信 （藤井 創） フォーラム 

2000/6/13-16 十戒とキリスト教倫理 スタンリー・ハワーワス 夏季学校 

2000/09/11 宣教の宗教社会学的考察 ロバート・リー 早稲田 

2000/10/3 
若い教役者のために―牧会者として必
要なこと 

ドレッシャー フォーラム 

2000/10/09-21 中国宣教スタディー・ツアー 鍋谷、小林、松木 宣教ツアー 

2001/1/30 
隣人への掛け橋 

―政治界に生きる牧会者 
土肥隆一 （郷家一二三） フォーラム 

2001/2/26 
日本における宣教学― 

ポスト･ボッシュと２１世紀 
小田武彦 （小川国光） 出版記念 

2001/4/23 ポストボッシュと文明の衝突 今橋 朗 （有村浩一） フォーラム 

2001/6/26 礼拝と聖餐 エレノア・クライダー 夏季学校 

2001/6/26-29 
＜聖＞をめざす旅 

―新約時代から現代まで 
アランクライダー 夏季学校 

2001/6/27-28 ウエスレーと聖書における聖の概念  小林和夫 夏季学校 

2001/6/29 個人的聖と社会的聖をどう捉えるか   懇談会 

2002/1/21 
９月１１日の衝撃 

―国際秩序の地殻変動 
佐々木哲夫 （池田満豊） フォーラム 
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2002/2/10-15 ハワイ日系人教会訪問と宣教研修旅行 鍋谷堯爾 小林和夫 宣教ツアー 

2002/6/25 イエズス会のパラダイムと日本宣教 ロバート・リー 夏季学校 

2002/6/25-29 歴史的転換期に宣教を問う   夏季学校 

2002/6/26 旧約における神の民の宣教 鍋谷堯爾 夏季学校 

2002/6/27 
日本における家庭崩壊と宣教のチャレ
ンジ 

斎藤善樹 夏季学校 

2002/6/28 韓国における宣教の歴史的検証 ヤンタエ・ハン 夏季学校 

2002/9/2-3 古代日本の思想とキリスト教 喜田川信 （大和昌平） リトリート 

2002/09/11 日本宣教と文明の衝突 ロバート・リー 早稲田 

2003/2/10 
現代における生きた伝道者―J.ウエス
レーの伝道者像 

清水光雄 フォーラム 

2003/6/24-27 
牧会者の神学ー牧会カウンセリングも現
代的課題 

Ｄ．アウグスバーガー 夏季学校 

2003/７/2１-25 アジア神学会議（米国） ロバート・リー 宣教ツアー 

2004/2/2 賀川豊彦の生涯と思想 西村 虔 フォーラム 

2004/6/18-19 力の論理と聖書の倫理 グレン・スタッセン 講演会 

2004/6/22-25 神の国の倫理 グレン・スタッセン 夏季学校 

2004/8/30-31 ポスト・モダンにおける共同体形成 喜田川 信 リトリート 

2004/9/13 ポスト・モダンんの方向－新しい共同体 喜田川 信 （東條隆進） フォーラム 

2005/1/25 旧約時代の多神教と一神教 並木浩一 （ロバート・リー） フォーラム 

2005/4/24 
スワートリー師による講演会（御茶ノ水の
OCCビル） 

スワートリー 講演会 

2005/6/28-7/1 
マタイ・パウロ・ヨハネ黙示録の神学 
―聖書が伝える救いの確かさ 

スワートリー 夏季学校 

2005/9/5-6 
「平和つくりの道」 ジョン・ポール・レデ
ラックの著作より 

水野節子 リトリート 

2006/2/20 包括的救済論―現実を変える神学 森本あんり （斎木満恵） フォーラム 

2006/6/27-30 新しい社会を形成する教会 ハワード・ゼア 夏季学校 

2006/9/4-5 つつみつつまれる関係性の究明 阿倍仲麻呂 リトリート 

2007/1/29 「平和の契約」出版記念フォーラム 石田 学 （河野 克、横田法路） フォーラム 

2007/6/26-29 
宣教と教会の伝統―神学への宣教学
的挑戦 

ウィルバート・シェンク 夏季学校 

2007/9/3-4 西田哲学から聖霊の神学へ 小野寺 功 リトリート 

2008/2/5 
今日の日本における福音宣教像を 

考える 
松田和憲 フォーラム 

2008/6/24-27 
ウェスレーの神学的遺産とその 
今日的意義 

ウィリアム・ユーリー 夏季学校 

2008/9/1-2 日本におけるヨーダー神学の意義 藤原淳賀、中島真実、矢口洋生 リトリート 

2009/2/24 
個人と共同体の信仰のあり方を問う― 

バルトとボンヘファーの違い 
喜田川 信 （西谷幸介） フォーラム 

2009/6/23-26 
『社会を動かす礼拝共同体』を今日に
問う 

マーク・ネイション、メアリー・ネイ
ション 

夏季学校 

2009/8/31-9/1 レデラックに学ぶ平和つくりの道 水野節子、宮崎 誉 リトリート 
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   キリスト新聞 2004年９月２５日付け 
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キリスト新聞 

２００４年７月３日付 
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↑ キリスト新聞 

２００７年５月２６日付 

 

カトリック新聞  

2006年 7月 16日付け → 
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     第３部 出版一覧 

 

■■東東京京ミミッッシショョンン研研究究所所選選書書シシリリーーズズ  
東京ミッション研究所編『天皇制の検証―日

本宣教における不可避な課題』新教出版
社，1990 年． 

英語版  The Japanese Emperor System: The 
Inescapable Missiological Issue. Robert Lee, ed. 
TMRI, 1990.  

東京ミッション研究所編『これからの日本の
宣教―発想の大転換』 いのちのことば
社，1994 年．  

Lee, Robert. The Clash of Civilizations: An 
Intrusive Gospel in Japanese Civilization. 
Trinity Press International, 1999.    

ボッシュ，デイヴィッド 『宣教のパラダイム
転換 上巻 聖書の時代から宗教改革ま
で』TMRI 訳，新教出版社，1999 年．  

クライダー，アラン 『＜聖＞をめざす旅―シ
ャロームを生きる神の民』 棚瀬多喜男訳，
TMRI，2000 年． 

ボッシュ，デイヴィッド『宣教のパラダイム
転換 下巻 啓蒙主義から２１世紀に向
けて』TMRI 訳，新教出版社，2001 年．  

ヨーダー，ジョン・ハワード『社会を動かす
礼拝共同体』 矢口以文・矢口洋生・西岡
義行共訳，新教出版社，2002 年．   

ヨーダー，ジョン・ハワード 『愛する人が襲
われたら？―非暴力平和主義の回答』棚
瀬多喜雄訳 新教出版社／TMRI，1998 年． 

アウグスバーガー，デイヴィッド『赦し―新
しい人間関係を生み出す』棚瀬多喜雄訳，
いのちのことば社，2003年． 

スタッセン，グレン，デービッド・Ｐ・ガッ
シー 『イエスの平和を生きる―激動の
時代に読む山上の説教』棚瀬多喜雄訳，
いのちのことば社，2004年． 

リー、ロバート 『日本と西洋キリスト教―
文明の衝突を超えて』 TMRI訳，新教出版
社／TMRI，2005年．   

スワートリー，ウィラード『平和の契約―福
音の聖書神学的理解』東京ミッション研
究所訳，いのちのことば社，2006年． 

■■TTMMRRII フフォォーーララムムシシリリーーズズ  
栗林輝夫 『現代神学におけるパラダイムの転

換』TMRI フォーラムシリーズ Vol. 1. 
TMRI，1996 年．  

東方敬信 『キリストの平和と文化の諸領域』
TMRI フォーラムシリーズ Vol. 2. TMRI 
1996 年． 

東方敬信 『「ポリスの神学」・美徳の誕生―ハ
ワーワス神学をめぐって』 TMRI フォー
ラムシリーズ Vol.3. TMRI，2000 年． 

喜田川 信『ポストモダンの方向』TMRI フォ
ーラムシリーズ Vol.4. TMRI，2000 年．  

■■関関係係書書籍籍  

東條隆進 『日本宣教における「地方」の問題』
KMRC・TMRI，1999 年． 

福田充男編 『宣教学リーディングス―日本
文化とキリスト教』RAC ネットワーク発
行・KMRC 宣教シリーズ, 2002 年． 2500 円 

オイヤー，J. S., R. S.クライダー 『殉教者の鏡
物語』棚瀬多喜雄訳, シャローム出版，
2002 年． 

■■創創立立二二十十周周年年記記念念出出版版  
 

ヨーダー研究会編 『ジョン・H・ヨーダ
ーの神学―平和をつくり出す小羊
の戦い』新教出版社，2010年． 

ジョン・ポール・レデラック 『敵対から
共生へ―平和づくりの実践ガイド』
水野節子・宮崎誉共訳，西岡義行編，
株式会社ヨベル，2010年． 

  

 

          第４部 展望 

 

これからの東京ミッション研究所の展望は、こ

の創立二十周年記念出版の二冊が象徴的に指

し示しています。それは、まず具体的現場の取り

組みの中から出てくる研究とその成果としての出

版です。実践と研究という、二つの両輪が連動し

ていくことの重要性がいっそう明確にすることによ

って、実際的な研究が展開していくことです。 

もう一つのことは、今まで著名な海外の学者の

フォーラムや翻訳出版が主体でしたが、これから

は、日本というコンテキストで宣教や神学に取り組

む者による研究と出版が進められていくことです。

その意味では、ヨーダー研究会の発足と、そのグ

ループからの出版は、この第一歩となります。 

こうした二つの方向は、実は既に当研究上の

発足以来目標として掲げてきたものであり、今ま

でに以上にこうした働きのために、その必要が満

たされ、人材が集められることを願ってやみませ

ん。今後とも、東京ミッション研究所の働きのため

にご支援とご協力をお願いいたします。 

東京ミッション研究所 スタッフ一同 
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