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■■受受講講ののごご案案内内 

受受講講にに際際ししててはは､､講講義義概概要要おおよよびび時時間間割割をを参参照照ししててくくだだささいい。。  

■■開開講講期期間間   

春学期  ５月 ９日(月)～７月２８日(木) 

秋学期 １０月１１日(火)～２０２３年１月２３日(月) 

■上記期間中に､１回につき９０分の講義を行います。 

■各プログラムは「通年」で開講されるので注意してください。 

 

22002222 年年度度オオーーププンン・・ププロロググララムム暦暦  

              

春春学学期期        秋秋学学期期      

２０２２年       

４月４日 

13：00～ 

(月) オープン・プログラム 

受講登録受付開始 

 ９月中～下旬頃  秋学期募集について発表 

（掲示板・ホームページ）                  

４月１４日 

～17：00 

(木) 受講登録受付終了  ９月中～下旬頃  秋学期追加登録受付開始 

４月２１日 

 

５月 9 日 

(木) 

 

(月) 

受講可否結果発表 

 

春学期（講座）開始 

 １０月上旬頃 

１０月１１日 

１１１１月月  ３３日日  

１１１１月月２２３３日日 

 

(火) 

((木木))  

((水水)) 

秋学期追加登録受付終了 

秋学期（講座）開始 

文文化化のの日日（（講講座座休休講講））  

勤勤労労感感謝謝のの日日（（講講座座休休講講））  

    １１１１月月２２６６日日  

～～１１１１月月２２９９日日 

((土土))  

～～((火火)) 

創創立立記記念念行行事事週週間間（（講講座座休休講講））  

・・創創立立記記念念日日（（講講座座休休講講））  

    １２月２８日 (火) 冬期休暇（講座休講期間）開始 

       ２０２3 年   

７７月月１１８８日日  ((月月))  海海のの日日（（講講座座休休講講））   １月 7 日 (土) 講座再開 

7 月２８日 (木) 春学期（講座）終了   １月２３日 (月) 秋学期（講座）終了 

※プログラムにより開講回数が異なりますので、講義終了時期など詳しいスケジュールにつ

いては、担担当当講講師師ににごご確確認認くくだだささいい。。 

 

■■会会場場   

京田辺校地：キリスト教文化センター光館（旧館）セミナー室、言館礼拝堂 

今出川校地：キリスト教文化センター集会室、クラーク・チャペル、同志社礼拝堂、教室 

■■対対象象   

同志社大学在学生･他大学在学生および市民 

■■受受講講料料   

■無料。ただし、テキスト代などが必要なプログラムもあります。 

※オンライン接続等に関する費用は各自の負担となります。 

■■注注意意事事項項   

■登録をしていないプログラムは受講できません。 

■各プログラムは「通年」で開講されます。春学期に申し込んだ講座について、秋学期に再度申込

手続きを行う必要はありません。 

■欠席連絡の要・不要については、プログラムごとに記載の注意事項をご覧ください。 

■受講を取りやめるときは､必ず､キリスト教文化センター事務室にご連絡ください。 

■秋学期に追加募集を行うプログラムについては､９月中旬～下旬に学内掲示板やキリスト教文化

センターホームページにて､申込方法や募集定員など詳細をお知らせいたします。 

弱弱ささのの人人間間学学  オオンンラライインン  

通通年年・・火火曜曜２２講講時時((1100::4455～～1122::1155))  

KMC 派遣宣教師  朴朴
パク

  シシネネ  

私たちは弱肉強食の社会の中で生き残るために、必死に自分の弱さを押し込み、ひたすら強くあろうと努力し

つづけています。しかし、弱さは強さの対極にある克服すべき単なる「強さの欠如」というよりも、むしろ死を

運命付けられている存在としての人間すべてに通じる普遍性であります。このような認識からこの講座では、自

分の弱さを欠如としてとらえるのではなく、それをまず普通と考え、そういう「弱さ」の方から自分のあり方を

再考します。 

＜＜春春学学期期＞＞「「弱弱ささをを生生ききるる」」  

自分の弱さを全て否定するのではなく、「弱さを生きる」ことの意味や価値を様々な角度から問い、その中に

光を見出していきます。 

＜＜秋秋学学期期＞＞「「死死をを生生ききるる」」  

死と関わる様々なテーマを取り上げて、死への存在としての「わたし」をいかに生きるかを共に考えます。 

■■募募集集人人数数   ２０名 

■■テテキキスストトななどど 『死の力 －死と向き合う教育－』（朴シネ著、晃洋書房、2015 年） 

そのほか、必要に応じて適宜紹介する。 

■■必必要要なな費費用用 特になし 

■注注意意事事項項 本講座はオオンンラライインン会会議議ツツーールル「「ZZoooomm」」をを利利用用します。接接続続環環境境はは各各自自でで用用意意して

ください。 

この講座は通年で開講されますが、春春学学期期ののみみ、、ままたたはは秋秋学学期期ののみみのの受受講講もも可可能能です。 

受講者の人数、経験などによって、授業の内容や順序は変わることがあります。 

  

回回  講講座座内内容容（（受受講講者者のの人人数数、、経経験験ななどどにによよっってて、、授授業業のの内内容容やや順順序序はは変変わわるるここととががあありりまますす。。））  

春春
学学
期期
「「
弱弱
ささ
をを
生生
きき
るる
」」  

1 自分の弱さと向き合う旅への招待 

2 自分の弱さへのまなざしについての一考察 －「私とは何か」という問いへの答えとしての絵画「自画像」を手掛かりとして－ 

3 弱さについての人間学的考察① －弱さをもつ英雄の物語を手掛かりとして－ 

4 弱さについての人間学的考察② －支える支えられる関係の反転について－ 

5 外向型人間 vs 内向型人間 －Susan Cain『Quiet: The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking』を手掛かりとして－ 

6 
怠惰はなぜ批判されるのか 
－Bertrand Russell『In Praise of Idleness』、Ulrich Schnabel『何もしない時間のパーワー』、丸岡いずみ『休むことも生きること』を手掛かりとして－ 

7 善と悪の間を生きる存在としての私 －吉野弘の詩における人間の不完全さ（＝弱さ）へのまなざしを手掛かりとして－ 

8 「幼」と「老」の間を生きる存在としての私 －「大人」の世界の対極としての「幼」と「老」を生きることの人間学的意味－ 

9 病む存在としての私 －病の経験から生まれるもの－ 

10 弱さを生きる －映画『怪物はささやく』を手掛かりとして考える－ 

秋秋
学学
期期
「「
死死
をを
生生
きき
るる
」」 

11 「死を生きる」とは何か －映画『ゼロ・グラビティ』を手掛かりとして－ 

12 「二人称の死」と悲嘆の作業 －映画『ものすごくうるさくて、ありえないほど近い』を手掛かりとして－ 

13 「三人称の死」という意味づけにおける暴力性について －映画『ホテル・ルワンダ』『少しの我慢』を手掛かりとして－ 

14 子どもと死 －映画『テラビシアにかける橋』を手掛かりとして－ 

15 教育と死 －大瀬敏昭『いのちの授業』を手掛かりとして－ 

16 老いと死 －老いを生きることの人間学的意味を考える－ 

17 葬儀と死 －映画『サウルの息子』『裸の島』『おくりびと』を手掛かりとして－ 

18 宗教と死 －キリスト教の死の意味を中心として－ 

19 ユーモアと死 －死への恐怖と不安を乗り越えるためのヒントとしてのユーモア－ 

20 私の死を生きる －映画『エンディング・ノート』を手掛かりとして－ 
 

－－「「弱弱ささ」」のの方方かからら「「わわたたしし」」をを問問うう－－  
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■■受受講講登登録録方方法法    

<<<<同同志志社社大大学学在在学学生生>>>>  

  ●●申申込込方方法法  WWEEBB ででのの申申込込みみ    ※※事事務務室室窓窓口口でではは受受付付ししまませせんん  

  ●●受受付付期期間間・・時時間間  4 月 4 日（月）13：00 ～ 4 月 14 日（木）17：00（時間厳守） 

 ●注注意意事事項項  ・受講の可否は４４月月２２11 日日（（木木））にに ee--mmaaiill ににてて通通知知します。 

・・受受付付はは先先着着順順ででははあありりまませせんん。。  

・希望者が定員を超えたプログラムについては、抽選を行います。 

<<<<同同志志社社大大学学在在学学生生以以外外>>>>  

  ●●申申込込方方法法  WWEEBB ででのの申申込込みみ    ※※ははががきき等等、、郵郵送送物物でではは受受付付ししまませせんん  

●●受受付付期期間間・・時時間間  4 月 4 日（月）13：00 ～ 4 月 14 日（木）17：00（時間厳守） 

  

  ●●注注意意事事項項  ・受講の可否は４４月月２２11 日日（（木木））にに ee--mmaaiill ににてて通通知知します。 

・・受受付付はは先先着着順順ででははあありりまませせんん。。  

・希望者が定員を超えたプログラムについては、抽選を行います。 

■■個個人人情情報報にに関関すするる取取りり扱扱いいににつついいてて    

  ■■申申込込者者のの個個人人情情報報はは､､応応募募後後のの問問合合わわせせやや講講座座にに関関すするる各各種種連連絡絡ののたためめにに使使用用ししまますす。。  

  ■■利利用用目目的的以以外外のの使使用用､､第第三三者者へへのの提提供供ははいいたたししまませせんん。。 

 

  

■■交交通通機機関関のの不不通通とと暴暴風風警警報報・・特特別別警警報報発発表表にに伴伴うう講講座座のの実実施施ににつついいてて 

交通機関が不通の場合および暴風警報･特別警報が発表された場合、講座の実施については、以下の

措置をとります。  

■■交交通通機機関関のの不不通通（（原原因因のの如如何何をを問問わわずず））のの場場合合  

・以下のいずれかに該当する交通機関の不通が発生した場合、発生時の次の講時からその日の講       

 座の一部あるいは全部についてその実施を中止します。 

・その後の講座の開始等措置は、以下の表のとおり、開通時刻により開始講時を決定します。 

  （早朝からの不通が 6 時 30 分までに開通した場合は、平常通り講座を実施します。） 

・該当交通機関での事故等による一時的な運転見合わせの際には、平常通り講座を実施しますの 

  で、ご注意ください。 

11．．対対象象ととななるる交交通通機機関関  

    ［［今今出出川川校校地地］］  

   イ．京都市営バスと地下鉄が同時に全面不通の場合 

   ロ．阪急電車（京都河原町～大阪梅田間）、京阪電車（出町柳～淀屋橋間）、 

近鉄電車（京都～大和西大寺間、大和西大寺～大阪難波間）、JR（神戸～米原間）のうち、 

2 以上の交通機関が同時に不通（全面または部分を問わず）の場合 

［［京京田田辺辺校校地地］］  

   イ．京都市営バスと地下鉄が同時に全面不通の場合 

   ロ．阪急電車（京都河原町～大阪梅田間）、京阪電車（出町柳～淀屋橋間）、 

近鉄電車（京都～大和西大寺間、大和西大寺～大阪難波間）、 

JR（神戸～米原間、木津～京橋間）のうち、2 以上の交通機関が同時に不通 

（全面または部分を問わず）の場合 

ハ．近鉄電車（京都～大和西大寺間）が全面不通の場合 
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22．．交交通通機機関関開開通通時時刻刻とと講講座座開開始始講講時時 

 開開通通時時刻刻  講講座座開開始始講講時時   

 6 時 30 分までに開通 通常どおり実施する。  

 6 時 31 分から 10 時 30 分までに開通 １、2 講時は実施しない。3 講時から実施する。  

 10 時 31 分以後に開通 講座は実施しない。  

 

■■暴暴風風警警報報ああるるいいはは特特別別警警報報発発表表のの場場合合  

・以下の区域において、暴風警報あるいはなんらかの特別警報が発表された場合、発表時の次の

講時からその日の講座の実施を中止します。 

・ただし、発表された時点で、すでに実施中あるいは開始直前の講座については、警報の緊急性

等を考慮の上で、キリスト教文化センターがその中止を判断します。 

・特別警報が発表された場合、該当地域は数十年に一度しかないような非常に危険な状況にあり

ます。警報発表地域にいる受講生は、各自、ただちに命を守る行動をとってください。特別警

報の種類は問いません。ただし、特別警報発表時に大学構内にいる受講生は、大学の指示に従

って行動してください。また自宅や大学に向かう途中の受講生で特別警報が発表された地域に

いる場合は、自身の判断により、命を守るために最善と思われる行動をとってください。 

・警報解除の後、危険が回避されたことが確認された場合には、以下の表のとおり、警報解除時

刻により講座開始講時を決定します。それ以外の場合は、状況判断の上、別途指示します。 

 （早朝からの警報が 6 時 30 分までに解除となった場合は、平常通りの講座を実施します。） 

 

11．．警警報報発発表表対対象象地地域域  

・予報一次細分区域における 京都府南部、大阪府 

・予報二次細分区域における 京都・亀岡、南丹・京丹波、山城中部、山城南部、大阪市、北大阪、  

               東部大阪、南河内、泉州 

  

22．．警警報報解解除除時時刻刻とと講講座座開開始始講講時時  

警報が解除される時間帯によって、以下のとおり講座を実施します。 

 警警報報解解除除時時刻刻  講講座座開開始始講講時時   

 6 時 30 分までに解除 通常どおり実施する。  

 9 時 30 分までに解除 １、2 講時は実施しない。3 講時から実施する。  

 9 時 31 分時点で警報が発表中 講座は実施しない。  

 

■■受受講講登登録録方方法法    

<<<<同同志志社社大大学学在在学学生生>>>>  

  ●●申申込込方方法法  WWEEBB ででのの申申込込みみ    ※※事事務務室室窓窓口口でではは受受付付ししまませせんん  

  ●●受受付付期期間間・・時時間間  4 月 4 日（月）13：00 ～ 4 月 14 日（木）17：00（時間厳守） 

 ●注注意意事事項項  ・受講の可否は４４月月２２11 日日（（木木））にに ee--mmaaiill ににてて通通知知します。 

・・受受付付はは先先着着順順ででははあありりまませせんん。。  

・希望者が定員を超えたプログラムについては、抽選を行います。 

<<<<同同志志社社大大学学在在学学生生以以外外>>>>  

  ●●申申込込方方法法  WWEEBB ででのの申申込込みみ    ※※ははががきき等等、、郵郵送送物物でではは受受付付ししまませせんん  

●●受受付付期期間間・・時時間間  4 月 4 日（月）13：00 ～ 4 月 14 日（木）17：00（時間厳守） 

  

  ●●注注意意事事項項  ・受講の可否は４４月月２２11 日日（（木木））にに ee--mmaaiill ににてて通通知知します。 

・・受受付付はは先先着着順順ででははあありりまませせんん。。  

・希望者が定員を超えたプログラムについては、抽選を行います。 

■■個個人人情情報報にに関関すするる取取りり扱扱いいににつついいてて    

  ■■申申込込者者のの個個人人情情報報はは､､応応募募後後のの問問合合わわせせやや講講座座にに関関すするる各各種種連連絡絡ののたためめにに使使用用ししまますす。。  

  ■■利利用用目目的的以以外外のの使使用用､､第第三三者者へへのの提提供供ははいいたたししまませせんん。。 

 

  

■■交交通通機機関関のの不不通通とと暴暴風風警警報報・・特特別別警警報報発発表表にに伴伴うう講講座座のの実実施施ににつついいてて 

交通機関が不通の場合および暴風警報･特別警報が発表された場合、講座の実施については、以下の

措置をとります。  

■■交交通通機機関関のの不不通通（（原原因因のの如如何何をを問問わわずず））のの場場合合  

・以下のいずれかに該当する交通機関の不通が発生した場合、発生時の次の講時からその日の講       

 座の一部あるいは全部についてその実施を中止します。 

・その後の講座の開始等措置は、以下の表のとおり、開通時刻により開始講時を決定します。 

  （早朝からの不通が 6 時 30 分までに開通した場合は、平常通り講座を実施します。） 

・該当交通機関での事故等による一時的な運転見合わせの際には、平常通り講座を実施しますの 

  で、ご注意ください。 

11．．対対象象ととななるる交交通通機機関関  

    ［［今今出出川川校校地地］］  

   イ．京都市営バスと地下鉄が同時に全面不通の場合 

   ロ．阪急電車（京都河原町～大阪梅田間）、京阪電車（出町柳～淀屋橋間）、 

近鉄電車（京都～大和西大寺間、大和西大寺～大阪難波間）、JR（神戸～米原間）のうち、 

2 以上の交通機関が同時に不通（全面または部分を問わず）の場合 

［［京京田田辺辺校校地地］］  

   イ．京都市営バスと地下鉄が同時に全面不通の場合 

   ロ．阪急電車（京都河原町～大阪梅田間）、京阪電車（出町柳～淀屋橋間）、 

近鉄電車（京都～大和西大寺間、大和西大寺～大阪難波間）、 

JR（神戸～米原間、木津～京橋間）のうち、2 以上の交通機関が同時に不通 

（全面または部分を問わず）の場合 

ハ．近鉄電車（京都～大和西大寺間）が全面不通の場合 

 

 



                                                      

同同志志社社大大学学キキリリスストト教教文文化化セセンンタターー 

 

 
 

京田辺校地事務室 

E-mail:jt-kirib@mail.doshisha.ac.jp 

TEL 0774-65-7370 

今出川校地事務室 

E-mail:ji-kirib@mail.doshisha.ac.jp 

TEL 075-251-3320 

  

  

同同志志社社大大学学キキリリスストト教教文文化化セセンンタターーホホーームムペペーージジ  

https://www.christian-center.jp 


