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収容定員

　震災という未曾有の物質文化の破壊を経験した東北において、本学内にあるキリス
ト教中世的文化財を軸に、時代と地域による人間中心の人文学（人間学）研究に併せ
て、中世にさかのぼる神中心の神学に基礎を置く綜合的な神学と人文学の研究拠点を
確立する。受肉を根拠に物質文化を肯定する神学を土台として、キリスト教によって
地域を人的知的に支える大学という本学が目指している大学像を可視化し、更に強固
なものとする。
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タイプA 支援期間

大学名 東北学院大学

事業名

ﾖｰﾛｯﾊﾟ文化総合研究所、ｷﾘｽﾄ教文化研究所、東北学院史資料ｾﾝﾀｰ、東北文化研究所
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２．事業内容（２ページ以内）

東北学院大学

（１）事業目的

（２）期待される研究成果

　本学に関連する文化財を神学・人文学の見地から研究することによって、キリスト教物質文化の基礎が
神学にあることを確認し、「東北における神学・人文学の研究拠点」を整備構築することが、本事業の目
的である。この目的は、次の３つの観点に基づいている。

　第一点目は、東北学院の文化財に関連する。すなわち東北学院の「デフォレスト館」が国の重要文化財
に、「ラーハウザー記念礼拝堂」等が登録有形文化財に近年相次いで指定され、それら文化財のうちラー
ハウザー記念礼拝堂に設置された「キリストの昇天」を描くステンドグラスが、わが国に現存する唯一の
ヴィクトリア朝の重要工房ヒートン・バトラー＆バインの作であることが判明した。それは近代イギリス
における中世キリスト教の復興の表れであり、近代の基礎にある中世と神学の重要性、神学と人間学の関
係、またヨーロッパにおける帝国的な普遍性と地域性の関係を再考する良いきっかけとなる。ラーハウ
ザー記念礼拝堂自体も、中世復興のゴシック・リヴァイヴァルのチューダー様式であり、他方でラーハウ
ザー嬢の基金をもとに秋保の石材を使って東北仙台の地域性のなかで建立されたことは、キリスト教が東
北の地域性のなかの異物であるにもかかわらず、地域性に根ざしていることを如実に示している。本学の
文化財の研究は、人文学の基礎に神学があることを再確認するきっかけとなるのであり、これらの文化財
の学術研究を行うとともに、その文化的価値と意味を発信することは、仙台の文化的発展に貢献する上で
重要である。礼拝堂と礼拝が市民に公開され、市民はそこでキリスト教中世に接することによって、近代
と近代の物質文化の根拠についての考察を促される。

　第二点目は、本学が深く関わる東北の社会的課題に関連する。震災後の東北では、例えば人口減少や高
齢化が深刻化し、東北の明るい未来図は描きがたく思われている。しかしイザベラ・バードの観察、そし
てクリストファー・ノス（Tohoku: the Scotland of Japan, 1918）、また柳田国男（『遠野物語』１９
１０年）が指摘する東北のプレ・モダン的地域性は、キリスト教の観点からは、原初の感受性を残したポ
スト・モダン的文化遺産として観光資源となる。そのような中で、本学はすでに2015年に改革の中長期計
画として策定した「TG Grand Vision 150」で提唱したように、地域と連携し社会の課題やニーズに対応
できる人材の育成を長期目標に据えている。こうした人材は実践的な知識やスキルと並んで、他者との協
調と寛容や、知的創造性を身につけねばならないが、その涵養は神学に裏づけられた人文主義の精神に
よって可能となる。

　第三点目は、本学が進める大学改革である。創立以来130年間キリスト教精神に基づく人格教育を進め
地域の発展に貢献してきた本学は、「TG Grand Vision 150」によってビジョン、新ブランド像、教育・
研究・社会貢献の在り方などを定め、現在は計画の実行段階に移行している。大学教育の改革において
は、神学が中世以来のあらゆる科学分野の出発点をなしているという日本の近代教育では看過されてきた
ことを踏まえて、神学にもとづいた科学的手法による世界理解を大学教育において一層深めることを目指
す。そのことを具体的にカリキュラムの中で示して形にすることで、ブランディング事業の要とする。

　以上の３点から、本研究は本学の文化財の調査研究をきっかけに、神学を人文学の基礎として位置付
け、物質文化を再考するとともに、東北の地域性を、ポスト・モダン的価値をもつ文化資源と考える。す
なわち神学と人文学の綜合的観点から物質文化を支える拠点を本学に整備し、キリスト教が成立したヨー
ロッパ中世の復興である礼拝堂とステンドグラスを公開することで中世キリスト教において成立した物質
文化の根拠を確認する。それは同時に東北仙台の地域性を文化資源として開発することに寄与する。

　本研究は、本学の西洋中世に由来する文化財（ラーハウザー記念礼拝堂およびそのステンドグラス）を
きっかけに、現実と物質文化を基礎付ける神学の意味を再確認し、神学を中心に改めて人文学を位置付
け、それによって東北の時代地域性を位置付けようとするものであり、将来的に東北仙台の既存文化につ
いての新しい価値を見出すことが期待される。
　具体的には以下のことが明らかになるであろう。

　第一に神学の観点からは、現代における中世的なものについて中世から現代までを俯瞰した学際研究と
なる。すなわち、礼拝堂ステンドグラスが製作されたヴィクトリア朝期イギリスでは、美術の面では中世
美術（ステンドグラス復興、ラファエル前派）と無名性が復興し（アーツ・アンド・クラフツ運動）、ま
た神学の観点ではカトリックが復興し（オクスフォード運動）、中世教父研究が始まったのであり、中世
美術の無名性はわが国近代の民芸運動にも及ぶ意味があった。すなわち近代を支える中世キリスト教の重
要性が再確認されることになる。それは礼拝堂と礼拝の市民への公開によって市民に示されるが、その前
に学外のステンドグラス職人による修復作業については修復期間中公開し、市民が自由に見学できるよう
にする。

　第二に、人間学（人文学）の観点からは、本学を媒介的な研究対象としてヨーロッパ・キリスト教的な
文化と東北固有の地域が織りなしてきた歴史的な関係を検討する。まず、デフォレスト館や史料センター
所蔵の文書などの本学に関する史料を利用し、仙台宣教以来の欧米側から見た東北観と東北におけるキリ
スト教受容（押川方義、田中正造、新井奥邃、酒井勝軍、島貫兵太夫）を検討し、異物としてのキリスト
教が東北の地域性において単性論的ユニテリアン的傾向で受容されたことを明らかにする。他方、普遍的
な帝国と地域が各時代の反発と融合の中でいかなる秩序を生み出してきたのかを明らかにし、東北の地域
性を世界史的な視野の中で把握できるようにするための参照軸とする。その結果、東北の感受性が人類全
体に共通することが明らかになる。

　なお、研究成果は、事業成果公表計画（(3)で後述）の進捗状況の検証と、成果内容の学術的な検証を
通じて測定される。すなわち、公表計画の進捗状況は、学内の関係部局で構成される「ブランディング事
業評価委員会」によって毎年検証を受ける。また、研究の学術的価値や公表の地域的効果は、専門研究者
によって構成される「外部評価委員会」によって毎年評価される。



東北学院大学

　本研究は、東北域内や日本国内に限られた既存の内向きの見地ではなく、キリスト教が基礎付けた物質
文化という見地から2011年に未曾有の破壊を経験した東北仙台の文化を捉え直そうとする点に独自性をも
つ。本事業で取り上げる本学の文化財調査はそのきっかけであり、それが近代においてキリスト教中世に
由来する物質文化（デフォレスト館、ラーハウザー記念礼拝堂および内部のステンドグラス）がいかなる
価値を持つのかを明らかにすることを通じて、最終的には東北仙台の文化資源として、物質文化を広く考
察するために発信することとなる。東北の地域性として考えられるプレ・モダン的感受性もキリスト教的
観点からはポスト・モダン的文化資源となるのであり、東北における神学に基礎付けられた文化的価値発
見は、キリスト教主義の人格教育を掲げるとともに総合大学として十分な研究人材を擁する本学のみが遂
行可能な事業である。本学が神学および人文学研究を基盤とする文化資源の研究開発の拠点を構築するこ
とは、東北の物質文化の根拠の確認と新たな文化資源の開発に貢献することになる。とりわけ、将来的に
東北仙台が地域の文化や物産を内外にアピールする際に、重要な役割を果たすであろう。
　本事業は、その第一歩として本学の文化財と歴史をモデルとするものであるので、文化財の調査修復を
市民に公開する。研究成果は、市民向けとして国際シンポジウムの開催（毎年）やメディア放送（毎
週）、学術界向けとしては書籍の出版や研究資料データベースの構築によって随時公表する。
　本学は「TG Grand Vision 150」を策定し、メインビジョンとして「ゆたかに学び 地域へ 世界へ」を
掲げ、「新しいTGブランド」として地域連携と地域貢献、社会ニーズへの対応を明示した。本学は東北地
域を人的知的に支える大学を目指しているので、本事業の研究ブランドは本学の中長期的なブランディン
グ計画を神学と人文学の領域から強力に促進するものとなる。

（３）ブランディングの取組

　本研究は、本学の西洋中世に由来する文化財（ラーハウザー記念礼拝堂およびそのステンドグラス）を
きっかけに、現実と物質文化を基礎付ける神学の意味を再確認し、神学を中心に改めて人文学を位置付
け、それによって東北の時代地域性を位置付けようとするものであり、将来的に東北仙台の既存文化につ
いての新しい価値を見出すことが期待される。
　具体的には以下のことが明らかになるであろう。

　第一に神学の観点からは、現代における中世的なものについて中世から現代までを俯瞰した学際研究と
なる。すなわち、礼拝堂ステンドグラスが製作されたヴィクトリア朝期イギリスでは、美術の面では中世
美術（ステンドグラス復興、ラファエル前派）と無名性が復興し（アーツ・アンド・クラフツ運動）、ま
た神学の観点ではカトリックが復興し（オクスフォード運動）、中世教父研究が始まったのであり、中世
美術の無名性はわが国近代の民芸運動にも及ぶ意味があった。すなわち近代を支える中世キリスト教の重
要性が再確認されることになる。それは礼拝堂と礼拝の市民への公開によって市民に示されるが、その前
に学外のステンドグラス職人による修復作業については修復期間中公開し、市民が自由に見学できるよう
にする。

　第二に、人間学（人文学）の観点からは、本学を媒介的な研究対象としてヨーロッパ・キリスト教的な
文化と東北固有の地域が織りなしてきた歴史的な関係を検討する。まず、デフォレスト館や史料センター
所蔵の文書などの本学に関する史料を利用し、仙台宣教以来の欧米側から見た東北観と東北におけるキリ
スト教受容（押川方義、田中正造、新井奥邃、酒井勝軍、島貫兵太夫）を検討し、異物としてのキリスト
教が東北の地域性において単性論的ユニテリアン的傾向で受容されたことを明らかにする。他方、普遍的
な帝国と地域が各時代の反発と融合の中でいかなる秩序を生み出してきたのかを明らかにし、東北の地域
性を世界史的な視野の中で把握できるようにするための参照軸とする。その結果、東北の感受性が人類全
体に共通することが明らかになる。

　なお、研究成果は、事業成果公表計画（(3)で後述）の進捗状況の検証と、成果内容の学術的な検証を
通じて測定される。すなわち、公表計画の進捗状況は、学内の関係部局で構成される「ブランディング事
業評価委員会」によって毎年検証を受ける。また、研究の学術的価値や公表の地域的効果は、専門研究者
によって構成される「外部評価委員会」によって毎年評価される。



３．事業実施体制（１ページ以内）
１．学内実施体制
【大学の取組み】
　① 申請事業の選考体制
　　　　申請事業の選考に当たっては、学内公募を実施し、学長、副学長等を構成員とする選考委員会
　　　の議を経て、学部長会議において、確認・承認を得ている。
　② 自己点検・評価体制
　　　　東北学院大学点検・評価に関する規程に基づき設置の点検・評価委員会に小委員会等を設置し、
　　　研究プロジェクトに係る自己点検・評価を実施する。なお、事前の評価指標の設定、事後評価に
　　　よる効果の検証、次の研究プロジェクトへ反映等の点検・評価結果の活用については、ＰＤＣＡ
　　　サイクルを適用し、研究プロジェクトの事業推進に効果的に反映させ、効率的な事業推進を図る。

【プロジェクト実施体制】
　① 参画組織
　　　　本学に設置のキリスト教文化研究所、ヨーロッパ文化総合研究所、東北学院史資料センター
　　　および東北文化研究所が、それぞれの専門分野を生かして、事業を推進する。
　② 事業実施運営委員会の設置
　　　　各事業推進部会の長によって構成され、事業組織全体の決定機関である。事業の全体計画の
　　　立案、実施結果の検証、計画の見直し、再実施に係る事業推進を統括する。また、「自己点検・
　　　評価委員会」および「外部評価委員会」の評価結果や指摘内容を十分に考慮して、各年度の事業
　　　計画を決定する。
　③ 研究推進評価委員会の設置
　　　　各研究推進部門長と主事によって構成される、参画組織全体の執行機関。事業実施運営委員会
　　　の決定にもとづいて、研究計画のスケジュールを調整するとともに、広報や宣伝、ステンドグラ
　　　ス調査・公開、シンポジウム開催、印刷物作成などを中心として、その執行に当たる。
　④ 研究推進部門（仮称）の設置
　　　各参画組織の長を部会長に充て、事業実施運営委員会の全体計画に基づき、各事業の推進に責任
　　を持つ。
　　(1) 神学研究推進部門（キリスト教の物質文化）：キリスト教文化研究所を中心に構成される。
　　(2) 人文学研究推進部門（地域主義と帝国理念）：ヨーロッパ文化総合研究所を中心に構成される。
　　(3) 地域研究推進部門（東北における地域性とキリスト教）：東北学院史資料センターと東北文化
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研究所を中心に構成される。
　⑤ 外部評価体制
　　　　本プロジェクト内に、研究テーマに関連する５名の学外の学術専門家および有識者によって
　　　構成される外部評価委員会を設置し、研究や広報の実施状況を精査し、各年次の目標の達成度を
　　　評価するとともに、問題点や改善案を指摘する。

２．学外との連携体制
　① 光ステンド工房
　　　　日本を代表するステンドグラス工房である光ステンド工房の協力の下で、本学礼拝堂の調査
　　　・修復を実施する予定である。
　② イーリー大聖堂ステンドグラス美術館（連合王国）
　　　　１９世紀イギリスのステンドグラスについての唯一の美術館で、既にわが国の掛川市立ステ
　　　ンドグラス美術館（2015年開館）と研究協力体制ができている。光ステンド工房を通じて、
　　　ヴィクトリア朝ステンドグラス、特にヒートン・バトラー＆バイン工房のステンドグラスにつ
　　　いての研究協力を依頼する。
　③ 教父学会、東方キリスト教学会
　　　　わが国における教父学の研究者の学術団体であり、学会員には研究協力者としてイギリスに
　　　おける教父学の意味について調査への参画を依頼する。
　④ グダンスク工科大学
　　　　ポーランドのスフィドニツァの木造ルター派聖堂（1654-55年建立）の保存修復に関わった
　　　Waldemar Affelt講師を中心として、デフォレスト館およびラーハウザー礼拝堂の教会建築と
　　　しての意義を分析する。
　⑤ 関東学院大学
　　　　ラーハウザー礼拝堂の設計者である横浜に在住していたアメリカ人建築家モーガンについて、
　　　水沼淑子教授を中心とする研究グループに研究調査への参画を依頼し、人文学における神学の
　　　重要性について共同研究を実施する。

東北学院大学



４．年次計画（２ページ以内）

実
施
計
画

① ステンドグラスの調査・修復の経過を書籍にまとめて出版する。
　 これに先立ち、外部の研究者（高野禎子:清泉女子大学教授；Dr Jasmine Alle：イーリー大
　聖堂付属ステンドグラス美術館学芸員；Sarah Brow:英国国教会ヨーク・ステンドグラス保全
　協会会長）を招いて、第三回シンポジウムを開催するとともに、市民に本学のステンドグラ
　スを公開する。
② イギリスやドイツなどの中世美術復興を中心に資料調査と分析を進める。
③ 本学と仙台におけるキリスト教宣教、および東北の地域性については、ヴィクトリア朝文化
　研究の成果とともに中間的な成果としてまとめて公表する。

目
標

① ヨーロッパ近現代における中世復興運動と、それに関連する西洋史研究を継続する。
② デフォレスト館の建築に関して、ホーイ、シュネーダーとアメリカ人建築家モーガンを中心
　に、本学と欧米の関係史、および東北の地域性を研究する。
③ ヨーロッパの普遍的帝国理念と地域主義の関係についての中間的な研究成果を報告する。

目
標

① 本学礼拝堂のステンドグラスの調査・修復を行う。
② ヴィクトリア朝文化の調査研究を継続する。
③ 校祖ホーイ、シュネーダー、押川方義を軸に、本学と仙台関係史の研究に着手する。

実
施
計
画

① 光ステンド工房の協力の下、ステンドグラスの調査・修復を行う。作業状況は一般市民に公
　開する。
② ヴィクトリア＆アルバート博物館、イーリー大聖堂付属ステンドグラス美術館で調査を行
　い、その成果を第二回シンポジウムで公表する。
③ 本学の歴史を整理するとともに、翌年以降の本学のデフォレスト館研究の準備を整える。
④ ①～③の蓄積された研究成果について報告書を作成し、また発信するために、仙台コミュニ
　ティ・ラジオと連携する。

目
標

① 事業前半の総括として、本学の礼拝堂ステンドグラスの調査・研究およびヴィクトリア朝文
　化研究の結果をまとめる。
② ヨーロッパ近現代における中世復興運動と、それに関連する西洋史研究を行う。
③ 本学のデフォレスト館と宣教師活動を軸に、本学のキリスト教と欧米の関係史、そして東北
　の地域性の研究を進める。

平成30年度

平成31年度

東北学院大学

平成28年度

平成29年度

① キックオフ・シンポジウムを開催する。
② キリスト教文化研究所、ヨーロッパ文化総合研究所、東北学院史資料センターおよび東北文
　化研究所は情報環境や機材等の研究環境を整備する。
③ ステンドグラス制作やヴィクトリア朝文化について、現地で学術調査を行う。
④ 今後の研究成果を広報・普及するための環境を整備する。

① 本学礼拝堂のステンドグラスを前にして、外部からの専門家（高橋裕子:学習院大学教授；
　平山健雄:光ステンド工房）とともにヴィクトリア朝での中世復興についてシンポジウムを開
　催する。
② 情報機器（ＰＣ、スキャナ、コピー機など）や研究資材を調達し、情報公開のためのデータ
　ベースのシステムを構築する。完成次第、収集資料のデータ化を開始する。
③ ヒートン・バトラー＆バイン工房の協力の下に、専門的な知見を取り入れながらロンドンを
　中心とする19世紀ステンドグラスの学術調査を実施する。
④ 本事業のホームページを立ち上げ、上述のデータベースとの情報連携を確立して、今後研究
　成果や収集資料を随時公表できるようにする。

実
施
計
画

目
標



東北学院大学

目
標

① 東北における文化資源開発のための拠点を整備する。
② 中世復興運動に関する研究活動をまとめる。
③ ５年間の研究を総括し、その成果を公表する。
④ カリキュラムの改正
⑤ 礼拝堂と礼拝の市民への解放

実
施
計
画

① 仙台市に本学建築物等の文化的価値を報告し、東北の文化資源開発のための連携方法を協議
　する。
② 外部からの研究者（谷隆一郎:九州大学名誉教授；Jim Cheshire:リンカーン大学講師）を
　招いて、近現代ヨーロッパの中世復興運動についてのシンポジウムを開催する。
③ ５年間のシンポジウム等の内容、文化財の市民公開状況、その他の研究成果を取りまとめて
　市民向けに編集し、書籍を出版する。また、デジタル化した資料の一般公開を完了する。
④ 大学のカリキュラムを再編成し、全学必修のキリスト教学に加えて、さらにキリスト教物質
　主義の授業を付け加えるなど、従来のキリスト教学の枠を越えた授業を設ける。
⑤ ラーハウザー礼拝堂での礼拝は学校礼拝で、従来学生に限っているが、それに一般市民も参
　加できるようにする。

目
標

① ヨーロッパ近現代における中世復興運動と、それに関連する西洋史研究を継続する。
② デフォレスト館の建築に関して、ホーイ、シュネーダーとアメリカ人建築家モーガンを中心
　に、本学と欧米の関係史、および東北の地域性を研究する。
③ ヨーロッパの普遍的帝国理念と地域主義の関係についての中間的な研究成果を報告する。

実
施
計
画

① 中世復興運動を中心に資料調査と分析を進める。
② 本学と仙台の関係史、本学とアメリカの関係史の中間的な研究成果を中心として、第四回シ
　ンポジウムを開催する。
③ 帝国と地域をテーマとする第五回シンポジウムを市民向けに開催する。

平成32年度


