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概要

1 教育方法の実践例
2 作成した教科書、教材
3 実務の経験を有する者についての特記事項
4 その他

職務上の実績に関する事項
事項

年月日

概要

1 資格、免許
1. 修士号（京都大学）

1980年03月

キェルケゴール『哲学的断片』における同時性について

2. 学士号（大阪外国語大学)

1976年03月

ドストエフスキー『白痴』について

2 特許等
3 実務の経験を有する者についての特記事項
4 その他

研究業績等に関する事項
著書、学術論文等の名称

単著・
共著書別

発行又は
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発行所、発表雑誌等
又は学会等の名称

概要

1 著書
1. 『生と死の現在（いま） － 生命 単
はどこへ向かうのか』

2007年03月

晃洋書房

人間の誕生と死の事情が今日では大きく変化してい
る。現在における誕生と死の問題を、生物としての
人間という原点に立った視点から考察し、それがい
かに生物としての在り方から逸脱しているかを見る
（第１章）。今日のさまざまな生殖革命の実態（第
２・３章）とさらに臓器移植を前提とする脳死判定
の問題（第４・５章）を人間学的・哲学的視点から
批判する。そしてこれからの展望についても考える
（第６章）。

2. 宗教の根源性と現代

共

2001年03月

晃洋書房

杉村・岩田・氣多・神尾・長谷・棚次・松田・北野
・中村・松本・荒井・脇坂・宮永・松岡・佐藤・谷
口
「第Ⅲ部 癒しと宗教 第五章 不幸と絶望」担当
。人間の不幸や絶望を日常のレベルからではなく、
宗教的側面から見るとどういう事態であるかを考え
る。参照した宗教哲学者はカント、キェルケゴール
、ヴェイユである。宗教では不幸や絶望を相対化し
てみるのではなく、絶対的なものとしてみるのであ
るが、その絶対性の向こうに、不幸や絶望を克服す
る地平が見えてくることを証明した。担当（pp.262
～278）

3. 道徳－思想と教育の今日的課題

共

1999年09月

八千代出版

佐藤幸治・仲原孝・清水大介・押谷由夫
編者も兼ねる。小学校から高校までの学校現場にお
ける道徳教育の混乱に際し、問題を深く広く考え抜
くことにより打開への道を探ろうとする意図で編集
したもの。内容としては人間そのものへの問いを深
めるとともに、今日までの道徳や倫理の歩みを展望
し、さらに今回公示された新しい学習指導要領など
を資料として加えつつ、その解説も試みた。担当（p
p.１～47）

4. 文化としての暦

単

1998年09月

創言社

人間の時間との関わりを暦を手がかりに考える。特
に我々が出来事を記憶する場合の暦の数字（例えば
、1999年という数値）がどんな根拠で成立している
のか、あるいは、そこに誰のどんな意図が隠されて
いるのかなどを探っていく。そして暦そのものが人
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1 著書
間の文化として成立するものではあるが、かつまた
その暦をめぐって展開される人間のさまざまな文化
的営みについても考究した。全（pp.243）
5. 未来をひらく道徳教育の研究

共

1998年04月

保育出版社

中野・押谷・今村・佐藤・岩間・梅木・児美川・小
川・原田・原・伴・坂本・河田
今日いろんな方面で脚光を浴びている道徳教育を、
これからの人間性の開発を絡めて検証する。筆者の
担当は第１章「現代社会の特質と人間形成」の第３
節「自己形成の課題」と第４節「これからの社会を
生きるための価値観の確立」で、人間の自己として
の本質と我々が生きる時代との関連性を追求した。
（pp.27～32）

6. 日本近代思想を学ぶ人のために

共

1997年07月

世界思想社

北野・小泉・藤田・関根・平山・安藤・細谷・谷口
・高橋・服部・林・安富・佐藤
日本近代思想史を代表する思想家16人の紹介書。特
に西洋思想との対決を主なる視点において、思想家
の残した諸作品群からその思想の内容を簡明に明ら
かにする。筆者の担当は「霊性と即非－鈴木大拙」
で日本と東洋の思想を西洋に提示した鈴木大拙の生
涯と思想をまとめた。（pp.245～262）

7. キェルケゴールを学ぶ人のために 共

1996年10月

世界思想社

山下・藤野・源・北田・大利・榎田・細谷・川井・
築山・大尾・佐藤・山本・川村
キェルケゴール思想の入門的紹介書。筆者の担当は
第Ⅱ部「時間論」の第３章「同時性」で、キェルケ
ゴールの宗教的時間の本質について考察した。キェ
ルケゴールのテキストは主に『哲学的断片』と『キ
リスト教への修練』である。（pp.191～206）

8. 道徳教育（教職専門シリーズ６） 共

1993年01月

ミネルヴァ書房

押谷、佐藤、内藤、米山、村山、斉藤、矢口、西村
教職課程を勉強する者への指針として、特に「道徳
教育」に関する様々な問題を検討し、多角的に論じ
たもの。筆者の担当は第２章「道徳教育と人間存在
」で、近代の教育観の根底を考察し、近代的世界観
の超克を訴えた。
（pp.17-28）

9. キェルケゴールと日本の仏教・哲 共
学

1992年05月

東方出版

大谷、大屋、藤本、山下、川村、佐藤、大峯、東、
築山、北野、川井、小田、桝形、クリステンセン、
パティリン、ラウリー
キェルケゴールが近代日本の代表的な思想家に与え
た影響を洞察する。筆者の担当は「キェルケゴール
と鈴木禅学－二つの「非」－」と題して、キェルケ
ゴールと日本の仏教哲学者鈴木大拙の思想を近代の
克服という視点から比較考察した。
（pp.111-13
3）

10. 宗教への問い－ホモ・レリギオス 単
スとしての人間

1990年04月

創言社

人間存在における根本的宗教性について考察した。
人間を「反省する存在」と規定し、宗教を「有限性
の自覚」とみることによって、両者を「ホモ・レリ
ギオスス」として総合する。ホモ・レリギオスス（
祈る動物＝宗教的人間）とは反省する存在が有限性
を自覚し、必然的に無限者への眼差しとして宗教を
要求する人間のことである。これは全ての人間に共
通する特性と思われる。

1. バイオエシックス(bioethics)の 単
諸問題（５）癌という病気とその
他の問題

2005年10月

武庫川女子大学バイオ
サイエンス研究所年報
第９号

インフォームド・コンセントの問題を受けて、現代
日本の死因の第１位を久しく占めている癌という病
を巡る諸問題を包括的に論じる。癌の原因について
考察した上で、予防対策としての検診の実態や末期
医療における告知の問題や議論の多い抗癌剤の問題
などをインフォームド・コンセントという視点から
主題的に考える。さらに最後にヒトゲノムの解析を
はじめ現代目を見はるほどに進展しているバイオテ
クノロジーを概観し、そこに陥穽はないかを検証し
ておきたい。扱う対象はゲノム解読の他に特にヒト
・クローンの問題にも触れる。

2. バイオエシックス(bioethics)の 単
諸問題（４）インフォームド・コ
ンセントの問題

2004年10月

武庫川女子大学バイオ
サイエンス研究所年報
第８号

現在の医療界のキーワードの観を呈しているインフ
ォームド・コンセント（納得診療）をパーソン論と
パターナリズムの弁証法的統一としてその歴史的背
景とともに考察する。とりわけ日本における「三時
間待ちの三分診療」「薬漬け・検査漬け・手術漬け
」といわれる医療界の現状の分析とその克服の道を
さぐる。またその連関として薬害事件にも触れる。

3. バイオエシックス（bioethics）
の諸問題（３）臓器移植問題

2003年10月

武庫川女子大学バイオ
サイエンス研究所年報
第７号

臓器移植は脳死の問題とセットに考えられるべきだ
、という視点から、当該の問題を考察した。そもそ
も人間の死の判定に脳死をもってくるのは正当かど
うか、そしてその場合の脳の死とはどういう事態な
のか、などを検討した上で、臓器移植の是非を考え

2 学位論文
3 学術論文

単
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3 学術論文
る。この問題については、欧米はともかく、日本人
の間では依然としてさまざまな議論があるので、そ
れも整理した。全（pp.12）
4. バイオエシックス(bioethics)の
諸問題（２）安楽死問題

単

2002年10月

武庫川女子大学バイオ
サイエンス研究所年報
第６号

人工妊娠中絶問題は新生児安楽死問題にもつながる
が、その問題も考慮しつつ、とくに末期患者の安楽
死問題を中心に、さらに死に近づいた老人に対する
医療の現状と展望を考察する。老化と死という人生
最大の問題にさまざまな角度から接近し、その上でS
OLとQOLの対立が安楽死に対してどういう立場をとっ
ているかを検証する。また、歴史上の安楽死を巡る
議論を自殺の問題と関連させつつ考察を深める。

5. バイオエシックス（bioethics） 単
の諸問題（１）人工妊娠中絶問題

2001年10月

武庫川女子大学 バイ
オサイエンス研究所年
報 第５号

性と死の関係を生命の流れそのものの文脈から明ら
かにし、それを踏まえた上で、人間の誕生事情を再
確認する。そして現代における状況として体外授精
技術や遺伝子診断などの問題もあるが、とくにここ
では人工妊娠中絶の問題を考察する。そしてそれに
対する賛否をＳＯＬとＱＯＬの対立の歴史の中から
考える。全（pp.11）

6. キェルケゴールの実存人間学－人 単
間学的図式の研究〔Ⅱ〕－

1992年11月

福井工業高等専門学校
研究紀要

〔Ⅰ〕（同研究紀要第25号）に続き、キェルケゴー
ルの実存人間学の解明。本稿〔Ⅱ〕では人間を「心
」と「身体」の総合としての「精神」、「無限」と
「有限」の総合としての「具体性」と捉えるキェル
ケゴールの文献を検証した。

7. シュワイツァーのカント理解

単

1992年03月

シュワイツァー研究第2 現代の偉人シュワイツァー博士の出版点はカント哲
0号
学研究であった。シュワイツァーは24才の時に哲学
博士論文「カントの宗教哲学－『純粋理性批判』か
ら『単なる理性の限界内における宗教』にいたるま
での－」をしたためた。本稿はこのテキストを読む
ことで後の人道主義者シュワイツァーの原点を探る
。

8. キェルケゴールの実存人間学－人 単
間学的図式の研究〔Ⅰ〕－

1991年12月

福井工業高等専門学校
研究紀要

キェルケゴールの思想を実存人間学として捉え、そ
の実存理解を全著作を検討することによって把握す
る。本稿〔Ⅰ〕では人間を「理念性」と「実在性」
の総合である「意識」と捉える彼の文献を検証し、
この考えを総括的に論じ、彼の宗教哲学全体の理解
への一途とした。

9. キェルケゴール著作全集第十巻『 単
愛の業』解説

1991年08月

『キェルケゴール著作
全集第十巻愛の業』所
収論文創言社

翻訳した『愛の業』の成り立ちと、そこに展開され
ている思想のキェルケゴールにおける位置づけを生
涯とテキストに即して考察した。特に宗教性Ｂのキ
リスト教と倫理的「愛」との関係を主に検討した。
（pp.591～606）

10. キェルケゴールにおける倫理の問 単
題－カントの倫理思想を省みつつ
－

1989年05月

宗教哲学研究第６号

キェルケゴールの考える倫理がキリスト教との関連
でどのように位置づけられるかを論じた。特にキェ
ルケゴールの他者に対する問題を、近代哲学者カン
トを振り返りつつ、比較検証した。そしてキェルケ
ゴールの単独者思想が個人主義的であるとのこれま
での見解を批判、止揚せんとした。

11. ヤスパースとキェルケゴール

単

1986年10月

『ヤスパース―その生
涯と全仕事』所収論文
行路社

Ｊ．エルシュの同書翻訳書の付録として、ヤスパー
スの原書の中からキェルケゴールへの言及を選び、
ヤスパースが自らの思想に多大な影響を与えたとみ
なすキェルケゴールに関して、なぜ、独立の著作を
残さなかったかを考察した。（pp.211～221）

12. キェルケゴールの自由論―『不安 単
の概念』の考察

1986年09月

宗教研究第269号日本宗 人間存在にとっての本質的問題といえる自由をキェ
教学会
ルケゴールに即して考察した。小論は『不安の概念
』をテキストとして、キェルケゴールが人間の自由
というものをいかに考えていたかを考察した。（pp.
71～93）

13. 認容と殉教―キェルケゴールの宗 単
教哲学・試論

1985年11月

キェルケゴール研究第1 キェルケゴール思想の最終的な結論、即ち、彼が生
5号 創文社
涯にわたって本質的に伝え要求したことは何かを考
察した。それはキリスト教における殉教の思想では
ないかと問題提議し、そのことと、許しとしての「
認容」の問題との連関を検討した（pp.29～40）

14. 生成の課題―キェルケゴールの「 単
瞬間」論

1981年09月

キェルケゴール研究第1 キェルケゴールの実存生成、即ち、真実の自己への
1号 創文社
生成運動を実存の時間性という視点から分析した。
その真実の自己は、キェルケゴールにおいては、キ
リスト教信仰において実現される以上、本論はキェ
ルケゴールの理解するキリスト教的時間論の解明と
もなる。（pp.20～31）

1989年09月

日本宗教学会

その他
１．学会ゲストスピーカー
２．学会発表
1. キェルケゴールのカントへの関係 単

3

キェルケゴールのカントに対する関係は両義的であ
った。即ち、カントの道徳思想には同感を抱きなが
らも、人間の宗教性に関するカントの理解には問題
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２．学会発表
点をみた。その点をテキストに従って解明した。
2. キェルケゴールに於ける単者の殉 単
教と愛

1985年09月

日本宗教学会

キェルケゴールの思想の中心は単者であるが、その
単者にとって他者はどう考えられたのか。キェルケ
ゴールは他者の問題を看過したという解釈を批判し
、彼は終始他者との関係の重要性を強調していたこ
とを解明した。

3. キェルケゴールの人間学的神学

単

1983年10月

日本宗教学会

キェルケゴールの宗教哲学が人間の自覚という自己
関係の方向から、信仰という神関係の道が開けるこ
とにおいて成り立っていることを論じ、その意味で
人間学的神学といえることを明らかにしようとした
。

4. キェルケゴールに於ける真理と伝 単
知の問題

1982年09月

日本宗教学会

キェルケゴールにおける真理概念は「客観的真理」
ではなく、「主体的真理」であり、その真理の伝達
方法は直接的ではなく、間接的であることを、特に
『哲学的断片への非学問的後書』をテキストに論じ
た。

３．総説
４．芸術（建築模型等含む）・スポーツ分野の業績
５．報告発表・翻訳・編集・座談会・討論・発表等
６．研究費の取得状況

学会及び社会における活動等
年月日

事項
日本宗教学会
日本道徳教育学会
京都宗教哲学会
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