
 
 

キリスト教主義大学における建学の精神 

─ 国際基督教大学における取り組み ─ 
 
数あるキリスト教主義大学の中でも、設立の当初から米国型のリベラルアーツ・

カレッジの形式を踏襲し、今なお、それを拡充している国際基督教大学（ICU）
は、きわめてユニークな存在と言えます。1953年に開学した際の初代学長は、
同志社で二期にわたって総長を務めた湯浅八郎でした。ICU の理念や歴史、そ
して現在の取り組みなどを講師から聞きながら、現代におけるキリスト教主義大

学の課題や使命を共に考えていきたいと思います。 
 

 

● 日時：2017年5 月15 日（月）16:40 ─ 18:40 

● 場所：同志社大学 今出川キャンパス 同志社礼拝堂 

● 講演： 森本あんり 

    （国際基督教大学 教授・副学長） 

 
 
	 司会：小原 克博（同志社大学 神学部 教授、 

          良心学研究センター長） 

 コメンテーター： 

    横井 和彦（同志社大学 経済学部 教授、キリスト教文化センター長） 

    木原 活信（同志社大学 社会学部 教授） 

 

■ 問い合わせ	 同志社大学	良心学研究センター 

	  E-mail : rc-csc@mail.doshisha.ac.jp	 	 http://ryoshin.doshisha.ac.jp 
良心を世界に─良心を覚醒させる知の連携と知の実践	 良心学研究センターは、現代

世界における「良心」を考察し、その応用可能性・実践可能性を探求することを通じて、学際

的な研究領域として「良心学」を構築し、さらにその成果を国内外に発信し、新たな学術コミ

ュニティを形成することを目的としています。 
  

同志社大学 良心学研究センター主催 公開シンポジウム 



講 師 略 歴 

 
森本あんり 

国際基督教大学人文科学科教授（哲学・宗教学）、2012年より学務副学長。1956年神奈川県生
まれ。国際基督教大学、東京神学大学、プリンストン神学大学を修了（Ph.D.）。プリンストン
神学大学とバークレー連合神学大学で客員教授として授業を担当。著書に、『反知性主義』(新
潮社)、『アメリカ的理念の身体』（創文社）、『アメリカ・キリスト教史』（新教出版社）、Jonathan 
Edwards and the Catholic Vision of Salvation (Penn State University Press)、共編著に、『人
間に固有なものとは何か』（創文社）、After Jonathan Edwards (Oxford University Press)、
Building New Pathways to Peace (University of Washington Press)など。 
 
【講演要旨】 

国際基督教大学 (ICU) では、すべての学生が入学に際して「世界人権宣言」に基づく「学生宣
誓」をいたします。これは、1953年の第1回入学式から今日に至るまで続いてきた伝統です。
「世界人権宣言」は、1948年の第3回国連総会で採択されましたが、当時の日本でそれを知っ
ていた人は多くありませんでした。ICUの歴史は、ここで戦後の世界史と深く結びついていま
す。常に「明日の大学」であることを目指してきた ICUの事例を通して、建学の精神とその継
承発展のあり方について、ご一緒に考えたいと思います。 
 

 

良心学研究センター主催 公開シンポジウムのご案内 

 
■ 6月 6日（火）16:40 − 18:40、同志社大学 京田辺キャンパス 言館 
「自然科学と良心──科学者の良心が問われる時代の中で」 
【講師】林田	 明（理工学部 教授）、貫名信行（脳科学研究科 教授） 
【コメンテーター】武藤	 崇（心理学部 教授）、廣安 知之（生命医科学部 教授） 
 
■ 7月 7日（金）18:30 − 20:30、同志社大学 東京オフィス（※「同志社講座」に事前申込み必要） 
「「良心」の現代的意義──神学・外交・インテリジェンスの視点から」 
【講師】小原克博（神学部 教授、良心学研究センター長）、佐藤	 優（作家、元外務省主任分析官、同志社
大学神学部客員教授） 
 
■7月 28日（金）16:40 − 18:40、同志社大学 今出川キャンパス（会場未定） 
「人間の発達と良心」（同志社大学 赤ちゃん学研究センターと共催）	 ※詳細は後日ウェブ等で案内 

 
	 ※良心学研究センターが主催した過去のシンポジウムの配付資料や動画は、すべてウェブサイト 
	 	 （http://ryoshin.doshisha.ac.jp）やYouTubeで公開されています。ぜひ、ご覧ください。 

 



「新入生リトリート」（国際基督教大学） 
 
 毎年 5月に行われる全学行事。原則として全教員が参加するため、金曜は全学休講とし、 
一年生 600人がバス 20台ほどに分乗し、八ヶ岳のホテルに一泊する。 
 ここ数年は、「Academic Integrity」がテーマだった。主題講演が 30分。今年はわたしが担
当した。のレズメは以下を参照。その後、人文系・社会科学系・理学系の 3人が 15分ずつ話
してパネルトーク、さらに学生たちは小グループに分かれてディスカッションを続ける。 
 

 
 
 
「ICUと良心の尊厳――平和・人権・多様性」 
      学務副学長 森本あんり 
 
１．はじめに、ICUの歴史を少し振り返ってみる 
 

「ICUは学園として、人種、国籍、言語、性別、宗教、思想、イデオロギー、 
職業階級、社会的地位、経済的能力等一切の差別を超克して、本学の使命と目的に 
共鳴賛同する人々に開放されるオープンユニバーシティであることを期する。」 
（初代学長 湯浅八郎） 
 
「高等教育の過程は、偏見が取り除かれ、人が解放される過程（Bias reduction） 
でなければならない。」(初代学務副学長 Maurice Troyer) 

 
２．今年は宗教改革 500周年 
  ジュネーヴの「宗教改革記念碑」、右端を見ると・・・ 
 
 Roger Williams (1603-1683) 
 
  先住民の権利を主張し、政府から迫害される 
  「政教分離」「良心の自由」「宗教的寛容」の闘士 
  本人は燃えるような信仰をもったピューリタン 
  だからこそ他者にとっての信仰の尊さもわかる 
 
３．なぜ良心は尊重されねばならないのか？ 
 
  「良心の自由」＝実は本人は自由ではない "Dictates of Conscience" 
    ・「我ここに立つ。わたしの良心は神に囚われている」（Luther,1517） 
    ・「良心的兵役拒否」 
  「平等」や「人権」の根拠も、良心の尊厳と深くつながっている 
 
  良心は、他者が踏み入ることのできない垂直の倫理空間に個人を定立する 
  その「単独者」(Kierkegaard) の経験が、君を大人にするのだ 
 
４．しかし、だからこそ「誤れる良心」「偽れる良心」という問題も生ずる 
 
 「人間は本質的に、半面神の如く、半面悪魔の如き存在である」（湯浅八郎） 
  幼稚園じゃあるまいし、「よい子の倫理学」だけでは間に合わないぞ 
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