講座
2021年度
▶学生対象
月曜日

12:40～13:20

For Students
聖書研究会I

Monday

担当：長町 裕司 SJ ｜ 文学部哲学科

新約聖書を中心に、初めて参加する学生諸君も新たに心を共にして、毎回のテキ
スト箇所から語りかける言葉のメッセージを探求していきます。

12:40～13:20

Bible Studies I

Yuji Nagamachi SJ ｜ Dept. of Philosophy, Faculty of Humanities

18:00～20:00

※時間は相談します。

カムフォロミー：子どものための信仰教育学びの会

担当：片山 はるひ ｜ 神学部神学科

「子どもへの信仰教育に携わりたい」と思っている方向けの実践的な勉強会です。
キリスト教に興味があって学びたい方も大歓迎です。『聖書』や『カトリック教
会のカテキズム』を読む方法、伝える方法も学べます。先生役と子ども役に分か
れて実演もあり、体験型学習会です。

18:00～20:00

Come Follow Me

Haruhi Katayama ｜ Dept. of Theology, Faculty of Theology

This is a practical study session for the people who want to be involved in the
religious education for children. Those who are interested in christianity are also
welcome. You can study the methods of reading and telling about the "bible" and
"Catechism of the Catholic Church", too. There is a demonstration by breaking
up into children and teachers roles. This is an experience-based learning session.
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火曜日

12:40～13:20

※時間は相談します。

本当の幸せに満ちた生き方に導く
（日本語のみ）
「坂村真民の詩と聖書」

Tuesday

担当：ルドルフ・プロット SJ ｜ イエズス会司祭

坂村真民の詩
例：喜び、せいいっぱい、地球の恩、愛、ウンスン、ねがい、タンポポ魂、今悟
り、本物、信仰、老いること………
「本物」 本を百万巻読んでも 本ものにはなれない
		
本は頭を肥やすが
足は少しも肥やしはしない
		
足から来た悟りが
本物である

12:40～13:20

The poetry of Sakamura Shinmin and the Bible

17:20～18:20

キリスト教入門講座

Rudolf Plott SJ

(Japanese only)

担当：小山 英之 SJ ｜ 神学部神学科

キリスト教の基本を、主として聖イグナチオの霊操を基に辿っていきます。信者、
未信者どなたでも参加できますが、未信者の方は洗礼を受けることを目指します。
火曜日のこの時間の都合の悪い方のために、木曜日の適当な時間に開講すること
も可能です。ご相談ください（k-hideyu@sophia.ac.jp）。

17:20～18:20

Introduction to Christianity

Hideyuki Koyama SJ ｜ Dept. of Theology, Faculty of Theology

17:00～18:00

＊Freedom and Communication in the Digital
Era (ZOOM)

担当：Salomé González-Portela M. Id ｜ 言語教育研究センター

This activity is address to students who wish to analyze different aspects of
freedom and ways of communication, sharing with others their thoughts for
projecting together a higher vision, helpful for their lives and for the society.（In
English)

17:00～18:00

＊Freedom and Communication in the Digital
Era (ZOOM)

Salomé González-Portela M. Id ｜ CLER

※ SJ ＝イエズス会員、Jesuit Priest
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講座
2021年度
▶学生対象
火曜日

19:00～21:00

For Students
エマオ

担当：ホアン･アイダル SJ

19:00～21:00

Tuesday

片山はるひ ｜ 神学部神学科

P.30-31参照

See p.30-31 for further details
Emao (Emmaus)
Juan Haidar SJ Haruhi Katayama ｜ Dept. of Theology, Faculty of Theology
水曜日

12:40～13:20

※時間は相談します。

Wednesday

（日本語/英語）
世界最強の商人（Og Mandino著）

担当：ルドルフ・プロット SJ ｜ イエズス会司祭

人生における自分の召命について、失敗と成功を通じて学んでいく少年の話
( あなたと私に当てはめて )

12:40～13:20
Rudolf Plott SJ

The greatest salesman in the world
(Japanese/English)

A story about a camel boy who learns fails and succeeds in life and his
vocation(you and me). How to: ten Scrolls

12:40～13:20

Bibカフェ

担当：鈴木 伸国 SJ｜ 文学部哲学科

場所：7-315

「Bib カフェ」という名前で、毎週くばられる絵付きのパンフレットをつかって
います。「お茶をのんで、みんなで読んで、3 分考えて／祈ってみる」をしてい
ます。ただしみんなでしゃべっている間に終わってしまうことも多々です。どう
ぞ。（「社会福祉専門学校」の学生が多いです。）

12:40～13:20

Bib Café

Nobukuni Suzuki SJ ｜ Dept. of Philosophy, Faculty of Humanities

7-315

Lunchtime café brake with tea or coffee. With requests from more than two
students, English equivalent can be offered.
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水曜日

12:40～13:20

キリスト教入門講座

担当：川中 仁 SJ ｜ 神学部神学科

Wednesday

場所：SJハウス第2応接室

主に聖書を使って、大学の授業とは異なる方法で、キリスト教の理解を深めます。
キリスト教に関心のある方一般に開かれたキリスト教の入門講座ですが、キリスト
教の洗礼を受けることを考えている方には洗礼に向けた準備クラスにもなります。

12:40～13:20

Introduction to Christianity

17:30～18:00

祈りと生活

		
Held at SJ House Room No.2
Hitoshi Kawanaka SJ ｜ Dept. of Theology, Faculty of Theology
担当：アントニウス・フィルマンシャー SJ ｜ 神学部神学科

祈りと日常生活は親密な関係を持っています。日常生活のために、祈りからの支
えが必要です。そして、祈りを深めていくのために、日常生活からの具体的な経
験も必要です。祈りの導きがない日常生活は意味を持たさない生活になってしま
します。日常生活において具体化されない祈りは実りのない祈りです。この講座
において、祈りと日常生活の繋がりが深められます。叩き台として毎日の聖書朗
読や霊的読書から学びながら、祈りと日常生活の経験を深めて行きましょう。よ
り豊かな祈りと生活の実りが結ばれますように目指しています。

17:30～18:00

Prayer and Living

Firmansyah Antonius, SJ ｜ Dept. of Theology, Faculty of Theology

（毎月第1・第3）

17:15～18:15

祈りの心を学ぶ（キリスト教信仰への入門の道）

担当：長町 裕司 SJ ｜ 文学部哲学科

日常の勉強と課外活動から織り成されるキャンパスライフの中で、自己自身の限
りなく奥深い < いのちの泉 > に立ち返ることのできる祈りを共に味わいつつ学
ぶ集いです。毎回、祈りのための短い話が導入として準備され、各自が自分自身
に静かに沈潜できる時間をもてるようにします。

Held on the 1st and 3rd Wednesdays of the month

17:15～18:15

A Research-circle of Christian Faith

Yuji Nagamachi SJ ｜ Dept. of Philosophy, Faculty of Humanities

※ SJ ＝イエズス会員、Jesuit Priest

19

講座
2021年度
▶学生対象
水曜日

（毎月第1・第3）

18:45～20:15

For Students
Wednesday

キリスト教読書会

担当：長町 裕司 SJ ｜ 文学部哲学科

E．スヒレベークス『イエス。或る生ける者の物語』をテキストとする。

Held on the 1st and 3rd Wednesdays of the month

18:45～20:15

A Reading Research

Yuji Nagamachi SJ ｜ Dept. of Philosophy, Faculty of Humanities
木曜日

12:40～13:20

聖書研究会II

担当：長町 裕司 SJ ｜ 文学部哲学科

Thursday

場所：SJハウス聖書研究室

新約聖書のヨハネやパウロの手紙を中心に、初めて参加する学生諸君も新たに心を
共にして、毎回テキスト箇所から語りかける言葉のメッセージを探求してゆきます。

12:40～13:20

Bible Studies II Held at SJ House Bible study Rm.
Yuji Nagamachi SJ ｜ Dept. of Philosophy, Faculty of Humanities

15:30～13:30

＊Let's read the Bible in English / en español (ZOOM)

担当：Angustias de Arcos ｜ 言語教育研究センター

We read the Gospel of St. Matthew and share our impressions.

15:30～13:30

＊Let's read the Bible in English / en español (ZOOM)

Angustias de Arcos ｜ CLER

17:15～18:30

カイロスの会

担当：竹内 修一 SJ ｜ 神学部神学科

場所：SJハウス応接室

初めて聖書を読む方、キリスト教について学びたい方、自由にご参加ください。
洗礼を考えている方にとってはその準備となります。ZOOM の可能性有り

17:15～18:30

Bible Studies

Osamu Takeuchi SJ ｜ Dept. of Theology, Faculty of Theology

For those of you who read the bible for the first time, please feel free to attend the
class. If you wish to be baptized, this class will be of a preparation for baptism.
It might be held on ZOOM.
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金曜日

12:35～13:30

Friday

語りのカフェ フィリア

担当：レイス ゴメス パウラ ｜ 外国語学部ポルトガル語学科

コーヒー等を無料で提供できるカフェスペースを作り、訪れた学生が昼食をとっ
たり、他の学生と歓談しながら、カトリック・イエズス会センターに親しみを持
つことができます。カフェはレイス・ゴメス・パウラ先生（カトリック宣教会の
Servi Evangelii のメンバー）により運営され、必要に応じて学生は先生に、日々
の相談をしたり、キリスト教についての知識を深めることができます。

12:35～13:30

Free-talk Café Filia

Reis Gomes Paula ｜
Dept. of Luso-Brasilian Studies, Faculty of Foreign Studies

In this café, students can have free coffee and eat lunch together while talk
to each other at the Catholic Jesuit Center. Paula Gomes, member of catholic
missionary from Servi Evangelii, will organize the café and listen to students. She
will also guide the talk and explain about Catholic Church when is needed.

土曜日

Saturday

ソフィアキャンパスミニストリー MAG+Sプログラム P.34-35参照
担当：タン・アン・グエン SJ ｜ カトリック・イエズス会センター

Sophia Campus Ministry MAG+S Program

Thanh An Nguyen SJ ｜ Catholic Jesuit Center

See p.34-35 for further details

※ SJ ＝イエズス会員、Jesuit Priest
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講座
2021年度

▶教職員対象
木曜日

18:00～19:00

For Faculty and Staff Members
Thursday

PROFE:"profession and faith" in English

担当：Salomé González-Portela M. Id ｜ 言語教育研究センター

This is an encounter for catholic professors who are interested in sharing
different aspects related to the Guidelines of a Catholic Universiry and
the experiences in the academic field. Other non-Christian professors are
welcome if they are interested in the Catholic Vision. Will be held twice a
month for 1 hour. Mail:Salesutpl@gmail.com (English Only)

18:00～19:00

PROFE:"profession and faith" in English

Salomé González-Portela M. Id ｜ CLER

毎月第 3 金曜日
Every third Friday
[4/16，5/21，6/18，7/16，10/15，12/17，1/21，3/18]
※ 8・9・11・2 月

休み

（日本語のみ）
17:15～18:15 ＊教職員のための聖書講座（ZOOM）
担当：デイヴィッド・ウエッセルズ SJ ｜ 上智大学名誉教授、イエズス会司祭

本学教職員の方はどなたでも参加できます。神様のこと、教会のこと、聖書のこ
となど、様々なテーマを通して、上智大学の建学の精神であるキリスト教の基本
的な理解を共に深めたいと思います。新約聖書 ( 新共同訳 ) を使用します。お持
ちでない方はカトリック・イエズス会センターで貸し出し可能です。（使用言語
日本語、Japanese Only）
毎月第 3 金曜日 17：15 ～ 18：15（ZOOM） 3 名以上で開講（4/9( 金 ) 申込締切）

17:15～18:15

David Wessels SJ
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＊Bible Study for Faculty and Staff Members
(ZOOM) (Japanese Only)

随時開催

Held accordingly in various occasions

上智の座（特別講演シリーズ）
主催：カトリック・イエズス会センター

上智の座って何？座談会でもない、講座でもない。ただ知的好奇心を持って上智
大学の精神に添った話を聞きたい上智学院教職員のために随時開講いたします。
現代の重要な課題を取り上げる予定。どうぞお気軽においでください。

Jochi-no-za (special lecture series)
Catholiｃ Jesuit Center

What is "Jochi-no-za"? It is not a symposium, nor a course, but a special
lecture offered occasionally for the faculty and staff members of Sophia School
Corporation who are willing to listen to the lectures related with the spirit of
Sophia University. We will address important contemporary issues. Please Feel
free to join.
※ SJ ＝イエズス会員、Jesuit Priest
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講座
2021年度

2021 年度春学期カトリック・イエズス会センターのオンラインによる開講
科目について
本学の 2021 年度の授業は対面授業を中心として予定していますが、大学の
方針により変更となった場合、聖書講座も ZOOM あるいは休講となる場合
があります。
その場合の開講科目は、LOYOLA、大学掲示板及びソフィア掲示板でお知ら
せします。
2021 年度春学期については、すでにオンライン（ZOOM）による開講が決まっ
ている講座があります。（＊印の講座）
ZOOM による講座の受講を希望する方は
①氏名、②フリガナ、③所属学部学科または部署、
④学生番号または教職員番号、⑤連絡先メールアドレス、
⑥受講希望の講座名
を明記のうえ、カトリック・イエズス会センターまで E-mail でお申込みくだ
さい。
また、ご不明な点がありましたら下記連絡先までお問い合わせください。
連絡先：カトリック・イエズス会センター
E-mail: catholic-co@sophia.ac.jp
講座が変更になった場合はこちら：
① LOYOLA・大学掲示板（学生）
②ソフィア掲示板（教職員）
③上智大学ホームページ（URL：https://www.sophia.ac.jp）
（トップページ→大学案内→上智とカトリック→カトリック・イエズス会
センターの主な活動紹介→講座・研究会）
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Notice on the online activities of the Catholic Jesuit Center for Spring
Semester 2021
The University plan to have face to face classes, but it might be changed to
online classes due to COVID-19 situation, during the Spring and/or Autumn
Semester, 2021. The Catholic Jesuit Center will accordingly have online
courses or cancel the courses. We will make an announce by LOYOLA and
Sophia Bulletin Board.
If you wish to take part in the zoom courses introduced (marked ＊ ), please
apply by e-mail including the following information:

① Name in Alphabet, ② Name in Katakana, ③ Faculty & Department,
④ Student/Faculty ID number, ⑤ E-mail address,
⑥ Course name you wish to attend.

If you have any inquiries, please e-mail to Catholic Jesuit Center.
Contact: Catholic Jesuit Center
E-mail: catholic-co@sophia.ac.jp
If there are any changes regarding classes, we will inform you on the
following bulletin boards :
① LOYOLA · University Bulletin Board (Students)
② Sophia Bulletin Board (Faculty and Staff Members)
③ Sophia University Web Site (Japanese Only)

(URL: https://www.sophia.ac.jp)
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